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Abstract： A large block of andesitic agglutinate at Iwagami in Maebashi was designated as a natural monument in 
1938, because of its large size and isolated occurrence in the surrounding flat area. The source of this block has been 
enigmatic for many years. The block is likely to have been derived from Akagi or Asama volcanoes by mudflow. 
The two possible sources are hard to be discriminated in terms of major element concentrations, but, as indicated in 
our previous report, strontium (Sr) isotope analysis may provide a convincing clue to the origin of the block, because 
volcanic rocks of the two volcanoes show remarkably different 87Sr/86Sr ratios. Preliminary Sr isotope analysis for a 
specimen collected from the block suggests that it was derived from Asama volcano, but not from Akagi and Haruna 
volcanoes which are located near Maebashi. Results of major element analysis are also consistent with the data 
for volcanic rocks from Asama volcano. However, additional data including age and chemistry for volcanic rocks 
of possible sources are required for a more definite conclusion, because older volcanic rocks (ca.6-2Ma) beneath 
Onoko and Komochi volcanoes show isotopically similar values to those of Asama volcano. Investigation on the 
genesis of mud flow and transporting mechanism of the large block for a long distance is also an important subject 
on the origin of this unique natural monument. 
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要旨：前橋市内の岩神神社には，安山岩質な溶結火砕岩の巨大岩塊があり，1938年に「岩神の飛石」とし
て国の天然記念物に指定された．その起源については指定当初から諸説があり，現在も完全には解明され
ていないが，赤城火山もしくは浅間火山から泥流で運ばれてきた可能性が考えられている．火山岩の主成
分組成でこれら2つの火山を識別することは難しいので，Sr同位体比（87Sr/86Sr）による起源判定という手
法を前報で提案した．その後，この岩塊から採取した1試料を入手し，87Sr/86Sr比を測定したところ，供給
源は前橋に近い赤城火山や榛名火山ではなく，西方に遠く離れた浅間火山らしいことが判明した．この試
料の全岩化学分析の結果も，浅間火山の岩石の化学組成と調和的である．ただし，「岩神の飛石」と同様
の87Sr/86Sr比は小野子・子持両火山などの下位に産するやや古い火山岩（ca.6-2Ma）についても得られてい
るので，最終的に起源を特定するためには，年代や化学組成のデータを補充して供給源の候補を絞り込む
とともに，泥流発生の原因と巨大岩塊運搬のメカニズムについて解明する必要がある．

キーワード：天然記念物，岩神の飛石，前橋，群馬，安山岩，溶結火砕岩，泥流，赤城山，榛名山，小野子山，子持山，浅間山，
Sr（ストロンチウム）同位体，主成分組成
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1．はじめに

前橋市街中心部の岩神神社には，1938年に国の天然記念

物に指定された「岩神の飛石」がある（図1）．これは古くか

ら前橋の名所に数えられていた安山岩の巨岩で，群馬県内

にある国指定地質系天然記念物7件のひとつとなっている

（佐藤，1992, 2016）．指定当時には神社を中心とする岩神

町が前橋市北西端部の広い範囲を占めており，神社の周辺

には田畑が広がっていたから，その中にそびえ立つ巨岩の

迫力は現在の比ではなかったと思われる（佐藤，2016）．

この巨岩は何故ここにあるのか，天然記念物指定当時か

ら諸説があり，起源は今も完全には解き明かされていない

謎である．天然記念物指定にあたって調査した報告書では，

赤みを帯びた外観と斑晶鉱物の特徴に着目して類似の岩石

を赤城山まで追跡し，供給源は赤城火山と結論していた．

その後，この巨岩のある前橋台地を構成する前橋泥流は浅

間火山起源であるとの見解が出てきたことにより，赤城起

源の岩塊が前橋泥流で現地まで2次的に運ばれてきたとの

説が現れ，現地の解説板にもそのような趣旨の説明が書か

れている．近年は，この巨岩は遙か離れた浅間山から山体

崩壊に伴う泥流で運ばれて来たという意見も出されている

（佐藤，2016; 前橋市教育委員会，2016）．この巨岩の供給

源は赤城山なのか，浅間山なのか，この問題を解き明かす

ことは，郷土の自然史解明という学術的な意義だけでなく，

長期的な火山防災の視点からも重要な課題と考えられる．

赤城火山と浅間火山は，いずれも複輝石安山岩を主と

し，全体としては類似の主成分化学組成をもつ．したがっ

て，後述のように，「岩神の飛石」の主成分組成を両火山

と対比して起源を特定することは難しいであろう．天然記

念物指定時の報告書が着目した赤っぽい外観と角閃石斑晶

についても，量の多少は別としても両方の火山に見出され

るので，厳密な判定基準とするには無理がある．ところが，

群馬県とその周辺の火山については，既存の研究でSr同位

体組成の特徴が判明しており（例えば，Notsu et al., 1985, 

1987），とくに赤城火山と浅間火山の87Sr/86Sr比の違いは際

だっていることが注目される．地理的に両火山の間に位置

する榛名火山は（図1），87Sr/86Sr比でも両火山の中間にあっ

て，これら3つの火山のデータが重複することはない（佐藤, 

2016の図4）．したがって「岩神の飛石」の87Sr/86Sr比を測

定することで容易に起源を特定できるとの着想を得て，そ

のような同位体地球化学的研究を提案した（佐藤，2016）．

しかし前報でも指摘したように，天然記念物の試料採取は

図 1．群馬県内の巨石の天然記念物と
火山の分布．
　佐藤（2016）を改訂．黒三角は活火山（気
象庁 HP），白抜きの三角は県内の第四紀
火山のうち 2Ma以降のもの，地紋の部
分は中新世－鮮新世火山岩類（地質調査
所，1992）．「金島の浅間石」は 1783年（天
明 3年）浅間山の噴火に起因する泥流（天
明泥流）で運ばれてきた安山岩の巨大岩
塊．渋川市川島の吾妻川右岸（川の南側）
にあり，1952年に群馬県の天然記念物
に指定された（佐藤，1992）．
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容易ではない．ところが，偶然にも，前橋市教育委員会が

地震時の安全性確認と考古学的な視点を中心に，文化庁の

承認を得て（註1）「岩神の飛石」の調査を行い試料も採取

した（前橋市教育委員会，2016）．最近その試料のひとつ

を分けていただき，87Sr/86Sr比と主成分元素組成を測定す

ることができた．得られた87Sr/86Sr比は，「岩神の飛石」の

供給源が赤城火山ではなく，榛名火山とも考えられないこ

とを示している．検討した試料の87Sr/86Sr比と主成分組成

は浅間火山のデータと調和的であるが，類似の87Sr/86Sr比

は榛名山とその北側に隣接する小野子・子持両火山の下位

に産するやや古い火山体（ca.6-2Ma）の試料でも得られて

いるので（野津ほか，1987），「岩神の飛石」の起源を特定

するためには年代測定なども含む更なる検討が必要であ

る．本稿では，今回の検討結果を予報として報告し，「岩

神の飛石」の起源について若干の考察を行いたい．

2．前橋台地のなりたちと「岩神の飛石」の産状

「岩神の飛石」は前橋の市街地が広がる台地の平坦面に

存在する．洪積層からなるこの平坦な地域は前橋台地と呼

ばれ，その中央部を利根川が削り込んで流れている．河岸

の断崖の露頭調査やボーリング調査などから（註2），前橋

台地は主に火山泥流堆積物（前橋泥流堆積物，厚さ10~10

数m）からなり，その上を火山灰や砂礫や泥炭などからな

る3m前後の地層が被うことが知られている（新井，1971）．

泥流堆積物の下には過去の利根川の扇状地堆積物とみられ

る砂礫層（前橋砂礫層）が厚く堆積している．この砂礫層

は地表の露頭では観察できないが，ボーリングの記録から

判断して地下100m以上の深さまで続いているという．

前橋泥流堆積物は火山岩角礫と細粒の火山物質が渾然一

体となった無層理の凝灰角礫岩であって，火山泥流が流下

の途中で巻き込んだとみられる円礫や樹木片も含む（新井，

1971）．樹木片に炭化は見られず，泥流が低温であったこ

とを示唆する．放射性炭素（14C）年代測定で得られた樹

木片の約24000年前という年代値が，泥流の堆積年代を示

すとされている（新井，1967）．岩片（一般に，火山岩角

礫は3-50cm，円礫は5-10cm）とその間を埋める火山灰質

基質の割合は4対6程度である．供給源からもたらされたと

みられる火山岩角礫の多くはガラス質な複輝石安山岩で

あって，基質の重鉱物も紫蘇輝石・普通輝石・磁鉄鉱が主

体で角閃石はほとんど含まれていないという．このような

岩石・鉱物の特徴が浅間火山の噴出物に似ていることから，

新井（1971）は前橋泥流は浅間火山で発生した応桑泥流に

対比される可能性があると指摘し，後に新井（1993）は前

橋泥流と応桑泥流は同一のものと断定している． 

「岩神の飛石」は前橋台地の平坦面に孤立して存在する

高さ10mに及ぶ巨大な岩塊である（図2A）．しかし，これは

単一の岩塊ではなく，文化庁データベースの記述「巨石數

十個相重ナリテ高サ約一〇メートルノ一小丘ヲナス」にも

あるように，複数の角張った岩塊が組み合ったかのように

重なり合った状態で存在するので岩塊群とも言える（佐藤，

2016）．岩塊の下底部は台地表層部を構成する広瀬川砂礫

層に埋もれているが，その下位の前橋泥流堆積物まで達し

ていると予想された（新井，1971）．岩塊と泥流堆積物との

接触関係を確認したという報告はなかったが，最近行われ

たボーリング調査で岩塊が地下10m程まで続き，前橋泥流

堆積物の上に乗ることが確認されたという（註3）．この岩

塊群は地下部分も含めて上下で最大20m，地表面付近で径

10mに及ぶ規模をもち，前橋市教育委員会（2016, p.7）は

全重量を約2100トンと見積もっている．

「岩神の飛石」の岩塊群は赤褐色の溶結火砕岩からなる

（註4）．赤みを帯びた色調は溶結火砕岩によく見られる特

徴で，噴火口周辺に堆積直後に高温状態で酸化されたため

と考えられる．「岩神の飛石」の岩塊群の中に異質の岩塊

は見出されておらず，個々の岩塊の中にも異質の岩片は見

出されなかったが，詳しく見るとそれぞれの岩塊は均質で

はない．西側から見ると（図2A），空隙の少ない塊状の部

分とやや空隙の多い層状部分が北傾斜の層状構造をなして

おり，この構造の連続性が中央の大きな割れ目によっても

断たれていないことが注目される．このことは，岩塊が2

次的な移動を経て現地に集積したのではないことを示唆す

る．また，東面の一部には，噴火口周辺の斜面に降り積もっ

た未固結状態の火砕岩が2次的に流動したかのような構造

も観察される． 

「岩神の飛石」には，本体の一部だけでなく，神社前に

置かれた手水鉢にも，岩塊を割ろうとした跡とみられる矢

穴が残ることから，移動や加工が可能な岩塊は石材などに

利用され，初生の状態は留めていないと考えられる．前橋

市教育委員会（2016）の報告書に掲載された明治末期の絵は

がきの写真を見ると，当時（20世紀初頭）は河川改修前の広

瀬川が岩神神社の脇を流れており（佐藤，2016の図3参照），

「岩神の飛石」は既に現状に近い状態になっていたことが

分かる．泥流で運ばれてきた「岩神の飛石」は，現地に定

置後も旧利根川の侵食を受けて，有史以前に既に比較的大

きな岩塊のみが残された状態になっていたのかも知れない． 

3．Sr同位体比と全岩化学組成の分析試料

Sr同位体比を測定した試料IG-1は，「岩神の飛石」中央
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の塊状部から採取跡が目立たないよう注意して岩陰の部分

を選んで採取したものである（図2A）．試料の写真を図2B

に示した．試料の右上と右端に微かではあるが灰色の薄い

レンズ状の溶結構造が見える．試料が不均質である可能性

も考慮して，Sr同位体比と全岩化学組成の測定および薄片

観察には，写真右中央部の特に緻密で均質な小部分を選び，

この試料をIG-1(1)とした（図2B）．

図2のCとDには薄片の偏光顕微鏡写真を示した．斑晶は

自形の斜長石（<2mm）・普通輝石（<1.5 mm）・紫蘇輝石

（<1mm）および磁鉄鉱（<0.5mm）からなり，角閃石は認

められなかった．石基は主に火山ガラスからなるが，脱ガ

ラス化により透明感は失われている．既述のように，試料

が褐赤色を呈するのは高温酸化を受けたためと解されるが

（図2B），鏡下では輝石斑晶の周辺部が酸化を受けて赤色

化し，微斑晶では内部まで赤色化している例が観察される

（図2C，D）．しかし，鏡下で見る限り，この試料は酸化を

受けている以外は新鮮であり，熱水変質を受けたというよ

うな兆候は認められない． 

分析用の粉末は，薄片を作成した小岩片と隣り合う80g程

度の小片を切り出して作成した．分析用粉末の調製に当たっ

ては，空隙に付着したかも知れない異物を除去するため，

荒砕きした試料を脱イオン水で超音波洗浄して約90℃で乾

燥してからメノウ乳鉢で粉末化した．乳鉢の洗浄のために，

実験用の石英ガラス管を砕いて粉末化することで過去の試

料が付着・残存する懸念を払拭し，最後に水洗して水分を

拭き取り乾燥した．このようにして調製した粉末（IG-1(1)）

をSr同位体比の測定と全岩化学組成の分析に供した．

また，試料IG-1の一部（図2Bの左端）を切り出した約

100gの岩片（IG-1(3)）について，ガラスビーズを用いて

体積を計測する手法で比重を求め，2.0g/cm3を得た（註5）．

A

DC

B

hole

Cpx

IG-1(1)

Cpx

Opx

Pl

Pl

Cpx

Opx
Opx

Opx

Pl

Mt

Mt 0.2 mm0.2 mm

IG-1

図 2．「岩神の飛石」の試料採取箇所および試料と薄片の写真．
A）本研究で用いた試料 IG-1は○印の岩陰の部分から採取．写真は 2016年 10月に「岩神の飛石」（高さ約 10m）の西側から撮影．B）試料
IG-1の破断面の写真．高温酸化のため赤みを帯びている．楕円の部分から Sr同位体測定と全岩化学分析用の粉末試料（IG-1(1)）と薄片を作成．
Cpxは普通輝石の斑晶（長さ約 3mm）．スケールの数字は cm単位．C）偏光顕微鏡下で見られる代表的な組織（下方ニコルのみ）．石基の火山
ガラスは脱ガラス化により透明感が失われている．Cpx: 普通輝石，Opx: 紫蘇輝石（酸化により周辺が赤褐色に変化），Pl: 斜長石．写真の範囲
にはないが普通輝石の一部にも赤褐色化が見られる．D）酸化した紫蘇輝石（Opx）の拡大写真（下方ニコルのみ）．Pl: 斜長石，Mt: 磁鉄鉱．
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Sr同位体比からみた「岩神の飛石」の起源

4．試料の測定と結果

1）全岩化学組成

上述のようにして調製した測定用粉末を用いて，主成分

分析用には試料0.7gと四ホウ酸リチウム6.0gを，微量元素

分析用には試料2.0gと四ホウ酸リチウム3.0gを混ぜ，白金

るつぼに移してガラスビードマシンにより加熱溶融し，ガ

ラスビードを作成した．測定は名古屋大学宇宙地球環境研

究所に設置された蛍光X線分析装置（Shimadzu XRF1800）

を用いて行われた．測定時の管球電圧と管球電流は，主成

分元素についてはそれぞれ40kVと70mA，微量元素につい

ては40kVと95mAであった．測定法の詳細については中崎

ほか（2004）を参照されたい．測定結果を表1に示す．主

要成分のうちK2OとCaOの含有量を既存のデータあるいは

データ範囲とともにそれぞれ図4と図5のハーカー図に示し

た．得られたデータは，浅間火山の火山岩の化学組成と調

和的であるが，詳しくは考察の項で取り上げることにする．

2）Sr同位体比

測定用粉末を入れた試料瓶から約100mgずつ4つをテフ

ロンジャー内に取り，それぞれフッ化水素酸3mlと過塩素

酸1mlを加え，ホットプレート上で1-2日間加熱して試料を

分解した．その後，クリーンベンチ内のホットプレート

上で乾固し，2.4M塩酸を3ml加えて溶離液とした．4つの

溶離液は，それぞれ陽イオン交換樹脂（BiRad AG50W-X8, 

200-400mesh）を詰めた石英カラムを用いてSrを他の元素

と分離し，テフロンビーカーに回収した．これを加熱・乾

固した後，濃硝酸を数滴加えて再び硝酸態にした．
87Sr/86Sr比の測定には名古屋大学に設置された表面電離

型磁場型質量分析計（VG Sector 54-30）を用いて行った．

測定値は86Sr/88Sr= 0.1194で規格化した．標準試料はNIST-

SRM987を用い，試料測定期間の標準試料の86Sr/88Sr比の平

均値は0.710253±0.000013 (n=6)であった．試料について

得られた87Sr/86Sr比の平均値は0.704152±0.000011 (n=4)と

なった（表2）．

今回得られた「岩神の飛石」の87Sr/86Sr比は，供給源の

可能性があるとされてきた赤城火山あるいは浅間火山の既

存データと比較すると（佐藤，2016の図4），浅間火山とほ

ぼ一致し，赤城火山からはかけ離れている（図3）． 

5．考察：「岩神の飛石」と前橋泥流の起源

1）Sr 同位体比からみた「岩神の飛石」

「岩神の飛石」について今回得られた87Sr/86Sr比を群馬県

内の主な第四紀火山と比較するため，まず表3にそれぞれの

火山の特徴と87Sr/86Sr比のデータをまとめてみた（註6）．火

山の位置は図1に示してある．これらの火山はいずれも利根

川上流域に分布し，前橋に砕屑物を供給し得る位置にある

が，分布域は以下の3群に分けられる．すなわち，（1）群馬

県北東部（日光白根山・武尊山など），（2）群馬県中央部（赤

城山・榛名山など），および（3）群馬県北西部（浅間山・

草津白根山など）である．表の87Sr/86Sr比に着目すると，（1）

と（2）には「岩神の飛石」に相当する火山はなく，（3）の

群馬県北西部にのみ対比可能な火山が分布することが分か

る．浅間山の西方にある烏帽子火山群（0.8-0.3Ma; 中野ほ

か，2013）の1試料について得られた87Sr/86Sr比も，この地

Samples No. 87Sr/86Sr Error (2σ)
IG-1(1)-1 0.704163 0.000013
IG-1(1)-2 0.704140 0.000014
IG-1(1)-3 0.704160 0.000010
IG-1(1)-4 0.704146 0.000013
Average 0.704152 0.000011*

表 2．前橋の天然記念物「岩神の飛石」の Sr 同位体組成．
Table 2. Sr isotope analyses of a representative specimen IG-1 from a 
large andesite block at Iwagami in central Maebashi, Gunma Prefecture, 
Japan.

Sr isotope analysis was done by M. Minami at Nagoya University. Sr 
was extracted from the four powdered fractions of about 100mg each by 
digestion with HF/HClO4 mixture and separation with ion exchange resin. 
*: Error on the average is 2σm.

Sample    IG-1 (1)   
Major elements (wt.%)

SiO2 59.7
TiO2 0.75
Al2O3 16.1
Fe2O3

1) 7.23
MnO 0.12
MgO 3.23
CaO 6.75
Na2O 3.08
K2O 1.31
P2O5 0.13

Total 98.4
Minor elements (ppm)

Rb 35.3
Sr 300
Y 19.6
Zr 106
Pb 7.50
Th 3.96

87Rb/86Sr 0.340

表 1．前橋の天然記念物「岩神の飛石」の化学組成．
Table 1. Chemical composition of a representative specimen from a 
large andesite block at Iwagami in central Maebashi, a natural monument 
of Japan.

IG-1(1) denotes a portion for chemical and isotopic analyses within the 
specimen IG-1. Chemical analysis was done by M. Minami using an X-ray 
fluorescence apparatus at Nagoya University.
1)  Total Fe as Fe2O3.

33



佐藤興平・南　雅代・大島　治・鈴木和博・柴田　賢

域に特徴的な低い値を示す（0.70404; Notsu et al., 1987）．こ

の火山は最高地点が信濃川水系の長野県側に位置するので

表3から除いたが，山体の一部は群馬県側にも広がっており，

前橋に砕屑物を供給し得る火山に含めるべきかも知れない．

四阿山は群馬・長野県境に山頂があり両県にまたがる比較

的大きな火山であるが，Sr同位体のデータは得られていな

い．いずれにしても，第四紀火山の87Sr/86Sr比に関する限り，

「岩神の飛石」の供給源になり得る火山は群馬県北西部の長

野県境付近に限定されるように思われる．しかし，さらに

詳しく調べると，実際にはもう少し複雑である．それは，

榛名山の北側に隣接する小野子山と子持山の基盤にも「岩

神の飛石」に似た87Sr/86Sr比をもつやや古い火山岩（ca.6-2Ma）

が見出されているからである（野津ほか，1987）．

図3には，佐藤（2016）の図4を改訂して，小野子山と子

持山の火山岩およびそれらの基盤や榛名火山の基盤を構成

するやや古い火山岩（ca.6-2Ma）のデータ範囲（野津ほか，

1987）も追加し，そこに今回得られた「岩神の飛石」の
87Sr/86Sr比を示した．これらの火山については，活動の新

旧各ステージをカバーするように注意深く選ばれた試料が

測定されており，それぞれの火山のSr同位体組成の特徴が

把握されていると見なされる．この図からも，「岩神の飛

石」の起源を近くの赤城火山に求めることはできないばか

りか，榛名火山や小野子・子持両火山に求めることも難し

いということが結論される．

「岩神の飛石」の起源について新井（1971）は，赤城火

山起源の流れ山が前橋泥流で2次的に移動したという“赤

城火山起源2段階流下説”とも称すべきシナリオを提案し，

これが現地の解説版に書かれている説明文の基になったと

思われる（佐藤，2016）．今回の検討結果は，天然記念物

指定時の調査報告の見解だけでなく，この説にも否定的で

ある．今回得られた87Sr/86Sr比は，既に述べたように，浅間

火山の87Sr/86Sr比とほぼ一致し，「岩神の飛石」の起源が浅

間火山にあることを強く示唆する．前橋泥流が浅間火山起

源であるという見解（新井，1971, 1993）とも調和的である．

しかし，この泥流は現在の吾妻川付近を流下したと想定さ

れるので，その経路にあった榛名・小野子・子持の火山の

基盤をなすやや古い火山岩が巻き込まれた可能性も完全に

は否定しきれない．もちろん，前報でも議論したように（佐

藤，2016），岩塊群の2次的移動というようなプロセスは考

えにくいので，榛名・小野子・子持山付近の基盤からもた

らされたという可能性は大きくはないであろう．この問題

は，「岩神の飛石」の年代測定だけでなく，上記の基盤岩

の産状や岩相（註7）さらには後述のように化学組成を検

討することで解決の手掛かりが得られると思われる．

ところで，「岩神の飛石」の天然記念物指定時に起源を

赤城火山とした根拠は，岩石の赤っぽい外観と角閃石斑晶

の存在に着目して，類似の岩石を赤城山頂付近まで追跡で

きたという調査結果であった（佐藤，2016）．今回検討し

た試料には鏡下で角閃石は見出されなかったが，肉眼観察

では比較的大きな輝石斑晶（図2B）が角閃石に良く似て

Volcano Age1) Major rock type2) 87Sr/86Sr (range) Number of
samples

87Sr/86Sr (average) Reference3)

Northeastern Gunma
   Ayame-daira Q1 (1.6Ma) And, Dac 0.70491 1 0.70491 1
   Nikko-shirane Q3-H (<0.02Ma) Dac 0.70593 1 0.70593 2
   Sukai Q1 (1.6-0.9Ma) And, Dac 0.70639 1 0.70639 2
   Numanokami4) Q1 (1.1Ma) Bas, And 
   Hotaka Q1 (1.2-1.0Ma) And, Dac 0.0516-0.70577 4 0.70549 1
Central Gunma
   Akagi Q2-Q3 (<0.3Ma?) Bas, And, Dac 0.70643-0.70877 12 0.70748 3
   Komochi Q1-Q2 (0.9-0.2Ma) And 0.70555-0.70568 2 0.70562 1
   Onoko Q1 (1.3-1.2Ma) And 0.70523-0.70584 5 0.70560 1
   Haruna Q2-H (<0.5Ma) Bas, And, Dac 0.70488-0.70557 11 0.70523 1
Northwestern Gunma
   Hanamagari G-Q2 (2.7-0.6Ma) And 0.70419-0.70423 2 0.70421 1
   Asama Q3-H (<0.13Ma) And, Dac 0.70416-0.70430 12 0.70421 1
   Kusatsu-shirane Q2-H (<0.6Ma) And 0.70396 1 0.70396 2
   Azumaya4) Q1-Q2 (0.9-0.3Ma) And

表 3．群馬県の利根川上流域に分布する第四紀火山の Sr 同位体組織．
Table 3. Sr isotope composition of Quaternary volcanoes in the upper reaches of the Tone River within Gunma Prefecture

1) Nakano et al. (2013); G: Gelasian (early Early Pleistocene:2.59-1.81Ma); Q1: Calabrian (late Early Pleistocene: 1.81-0.78Ma); Q2: Middle Pleistocene 
(0.78-0.13Ma), Q3: Late Pleistocene (0.13-0.0118Ma); H: Holocene (<0.0118Ma). Available age data are shown in parentheses. Three volcanoes older than 
2Ma (Shiro-dake, Suzugatake and Naramata) are excluded. Age range of Quaternary stages are based on Gradstein et al. (2012).

2) Analyzed rocks for Sr isotope shown in references 1-3, or major rock types shown in Nakano et al. (2013) in case of no Sr isotope data. Bas:Basalt; And: 
andesite; Dac: dacite

3) 1: Notsu et al. (1987); 2: Notsu (1983) ; 3: Notsu et al. (1985)
4)  Sr isotope data are not available.
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いるとの印象を受けた．角閃石を同定した指定当時の手法

は不明であり，肉眼鑑定に頼った可能性も考えられるが，

今となっては確認の術はない．今後も斑晶鉱物種に注意を

払いつつ検証を続けたい．類似の岩石を追跡したという調

査結果については，佐藤（2016）の図3に示した当時の分

布図を基に，富士見村の白川と細ヶ澤川に沿って2016年10

月に予察的な調査を実施した．しかし，このルートで類似

の岩石を発見することはできず，最終的に確認できた類似

の岩石は前橋市内の敷島公園の池にある「お艶
えん

ヶ
が

岩
いわ

」にと

どまった（註8）．天然記念物指定時（1938年）の報告書に

も，既に人手が加わって元の状態を留めていないケースが

散見されるという趣旨の記述があるので，以後長い年月を

経た現在，当時の観察事項を検証するのはますます難しく

なっていると思われる．

また，新井（1971）が「岩神の飛石」の起源と考えた

利根川上流の橘山などの流れ山（守屋，1968, 1993; 久保ほ

か，2010）の一部に産するという「岩神の飛石」と似た岩

石も，今回の予察調査では確認することができなかった．

一方で，天然記念物指定時の報告書に登場しながら，佐藤

（2016）では不明とした片
かた

石
こく

山
やま

の所在と岩質は確認するこ

とができた．これは橘山の南800m程の田口町の一角にあ

る径100m程の小丘で，橘山と同様に赤城火山起源の流れ

山の一部とみられる．国道17号線から200m程西に入った

利根川側の西斜面が断崖になっており，その一部でコンク

リートに被われていない露頭を観察することができた．こ

の露頭は斜長石斑晶の目立つ黒灰色の安山岩質火砕岩から

なり，上記の報告書にも記述されているとおり，「岩神の

飛石」に似た岩石は見出されなかった．

2）主成分組成からみた「岩神の飛石」と前橋泥流

「岩神の飛石」の主要成分の特徴を示す例として，K2O

とCaOの含有量を既存のデータあるいはデータ範囲ととも

にそれぞれ図4と図5のハーカー図に示した．図4に見られ

るように，今回検討した「岩神の飛石」の試料（IG-1(1)）

は浅間火山のデータ群（Aramaki, 1963）の一角にプロット

される．前橋泥流は浅間火山の活動初期に形成された黒斑

火山の山体崩壊（Aramaki, 1963; 荒牧，1968）によって発

生したとされるが（新井，1971, 1993），今回検討した試料

は黒斑火山のデータ群（黒丸）の中では比較的SiO2やK2O

に富む部類に属し，むしろ新期の火山のデータ群（白丸）

図 3．「岩神の飛石」と赤城山・榛名山・浅間山およびその近傍の火
山岩の 87Sr/86Sr 比の比較．
　佐藤（2016）を改訂．比較のため，フォッサマグナ中央部から伊豆
半島に至る地帯の火山列を代表する例として，八ヶ岳と富士山のデー
タ範囲も示してある．データ範囲の下の数値 nは測定された試料数
（Notsu et al., 1985, 1987)．これらの火山については，活動の新旧各ス
テージをカバーするように注意深く選ばれた試料が測定されており，
それぞれの火山の Sr同位体組成の特徴が描き出されていると見なさ
れる．浅間山の 12個の試料の中には，黒斑山の安山岩も 3個含まれ
ており，浅間火山の活動時期による 87Sr/86Sr比の変化は小さいとみて
よい．小野子・子持両火山とそれらの基盤および榛名火山の基盤を構
成する古い火山岩（ca.6-2Ma）の 87Sr/86Sr比は野津ほか（1987）の図
2による．この図は，「岩神の飛石」の起源が，赤城火山や榛名火山
ではなく，浅間火山かあるいは榛名火山や小野子・子持両火山の下
位にある古い火山体であることを示唆する．
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（n=12）

（n=11）

浅間山

（n=12）

八ヶ岳

（n=5）

富士山

（n=8）

0.703 0.704 0.705 0.706 0.707 0.708 0.709

榛名山

87Sr/86Sr

小野子山・子持山
榛名・小野子・
子持山の基盤
 （ca.6-2Ma）

「岩神の飛石」

IG-1(1)

（n=7）

（n=5）

図 4．「岩神の飛石」と主な火山の火山岩の主成分組成の比較．
　Sr同位体測定に用いた試料の K2O-SiO2ハーカー図．比較のため浅
間火山の分析値（Aramaki, 1963）と榛名火山（下司・竹内，2012）・
小野子火山（若月，1991）・子持火山（飯塚，1996）・赤城火山（高
橋ほか，2012）のデータ範囲を示す．榛名火山とその北隣に位置す
る小野子・子持両火山が Low-K領域に入るのに対し，赤城・浅間両
火山の分析値の大半はMedium-Kの領域に落ちる．赤城と浅間のデー
タは重複しており，主成分組成で両火山の岩石を区別することは難
しいことが分かる．Low~High-Kの領域区分は Le Maitre (2002, p.37)
による．
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に似ることが注目される（図4）．また，今回のデータは赤

城火山のデータ範囲（高橋ほか，2012）よりわずかにK2O

に富む側にプロットされるが，これを有意の差とみてよい

のかは微妙である．赤城火山と浅間火山のデータ範囲がか

なり重複することを考慮すると（図4），主成分組成を識別

の基準とすることには無理がある．一方，榛名・小野子・

子持の3火山はLow-K領域の組成をもつという点で，主な

火山岩がMedium-Kの領域に属する赤城・浅間両火山とは

明瞭に異なる（図4）．これらの火山の基盤をなす古い火山

岩（ca.6-2Ma）は，浅間火山と似た低い87Sr/86Sr比を示し（野

津ほか，1987），この点では「岩神の飛石」の供給源の候

補から排除しきれないが（図3），その主成分組成を求める

ことによって判定できる可能性がある．つまり，これら基

盤の古い火山岩がLow-K領域に入るなら「岩神の飛石」の

供給源の候補からは外れ，Medium-K領域に入るならば候

補には残るということになろう．

図5のSiO2-CaOハーカー図に見られるように，「岩神の

飛石」の試料（IG-1(1)）は浅間火山の変化直線に乗り，

黒斑火山（黒丸）の一部としても矛盾はない．この図に

は，中之条～前橋周辺域の泥流堆積物の組成範囲も示した

（Yoshida et al., 2006）．これは代表的とみられる3ヵ所の露

頭で岩塊と基質の両方から多数の試料を採取して分析し

た結果をプロットしたものである． Aは泥流主要部の結果

で，岩塊と基質に違いは見出されなかったという．一方，

Bは泥流最下部から下位の河床堆積物あるいはそれらが混

合した堆積物と見なされるという．この分析結果が前橋泥

流を代表するのだとすると，泥流Aの組成範囲は浅間火山

の変化直線とは明瞭に異なることが注目される（図5）．も

し，前橋泥流が黒斑火山の山体崩壊に起因するのであれば

（Aramaki, 1963； 新井，1971, 1993），泥流Aも黒斑火山（黒丸）

と同様の組成範囲を示すことが期待されるにも関わらず，

浅間火山のトレンドからは大きく逸脱しているのである．

これは，（1）山体崩壊物にCaOに乏しい異質物が混入する

か，（2）堆積後に変質してCaO含有量が低下したことを物

語る．（1）のケースでは，混入した異質物は泥流Bよりも

SiO2に乏しかったことが示唆される．考えられる異質物の

有力な候補は熱水変質岩か粘土質な堆積物であろう．浅間

火山から前橋に至る吾妻川沿いにそのような岩石や地層は

期待できるだろうか．（2）のケースでは，細粒な基質の方

がより変質が進むと予想されるのであるが，岩塊も基質も

同じ組成をもつとの記述からは考えにくいプロセスのよう

に思われる．我々は，（1）や（2）のケースよりも，むし

ろ（3）黒斑火山の一部が熱水変質によりCaが溶脱されて

粘土化し，強度の低下した山体の一部が崩壊に関与した可

能性を考慮すべきではないかと考えている．この問題につ

ては，泥流堆積物の鉱物学的な検討から手掛かりが得られ

ると期待される．

最後に，「岩神の飛石」の試料について得られた比重につ

いても言及しておきたい．Aramaki（1963）は浅間火山の60

個の火山岩の比重を測定して1.8-2.8g/cm3の範囲の値を報告

している．大半は溶岩を測定したもので，黒斑火山の計46

試料の平均値は2.66g/cm3となる．2g/cm3前後の低い比重は

火砕岩や変質岩など空隙が多いと思われる試料について得

られたもので，現在の浅間山にも「岩神の飛石」に相当す

るような低比重の火山岩が実在することが分かる．「岩神の

飛石」が遠く離れた浅間火山からもたらされたのだとする

と，移動距離は70kmを超える．火山泥流が巨石を運搬し得

ることは，浅間山の天明の噴火に伴い泥流で運ばれてきた

県指定の天然記念物「金島の浅間石」（図1）の例からも知

られている（佐藤，1992）．このような巨石運搬のメカニズ

ムに興味がもたれるが，山体の中での相対的な比重の低さ

が，長距離の移動に重要な役割を果たした可能性も考えら

れる．また，前橋泥流に含まれる木片について得られた約

24000年前という14C年代は（新井，1967），泥流の発生した

図 5．「岩神の飛石」と浅間火山の火山岩および泥流堆積物の化学組
成の比較．
　浅間火山については前橋泥流の給源とされる黒斑火山の分析値と
浅間火山全体の平均的な化学組成を示した（Aramaki, 1963）．泥流の
組成範囲は中之条～前橋周辺域の泥流の代表的な 3ヵ所の露頭から
高密度で採取した試料の分析結果に基づいており，Aは泥流中心部
の岩塊と基質，Bは流下域の河床堆積物とそれらを巻き込んだと解
される泥流基底部である（Yoshida et al., 2006）．「岩神の飛石」が浅
間火山の火山岩と調和的な組成をもつのに対し，泥流堆積物が浅間
火山のトレンドからかけ離れた組成をもつことが注目される．泥流
には，現在の浅間山を構成する火山岩とは異質の Caに乏しい組成を
もつ岩石が大量に関わったか，あるいは堆積後に Ca含有量が低下す
る変質を受けたことを示唆する．
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Sr同位体比からみた「岩神の飛石」の起源

時代が最終氷期であったことを示す．当時の浅間火山の山

頂部は氷雪に被われ，噴火による融雪で泥流が発生し易い

状態になっていた可能性もあろう．火山体上部にあった火

砕岩は空隙が多くて比重が低く，強度も小さかったかも知

れないが，氷結することによって強度を増し，泥流による

長距離の移動が可能になったのかも知れない．

6．まとめ

前橋市街地にある巨石の天然記念物「岩神の飛石」の起

源を特定する手法として87Sr/86Sr比の測定を提案した（佐

藤，2016）．入手できた1試料について，偏光顕微鏡によ

る観察と87Sr/86Sr比の測定を行い，並行して全岩化学組

成も求めた．この巨石をもたらした可能性のある火山の
87Sr/86Sr比や化学組成に関する既存のデータと比較した結

果，以下のことが判明した．

1）「岩神の飛石」は天然記念物指定時に想定された赤城火山

からもたらされたものではなく，赤城火山起源の流れ山の2

次的移動という現地の解説板に書かれた説も支持されない．

2）供給源は，前橋に近い赤城・榛名・小野子・子持のい

ずれの火山でもなく，西方に遠く離れた浅間火山の可能性

が高い．ただし，榛名・小野子・子持の各火山の基盤にあ

るやや古い（ca.6-2Ma）火山岩も同様の87Sr/86Sr比をもつの

で，それらからもたらされた可能性も完全には否定しきれ

ない．起源の確定には「岩神の飛石」の年代測定や基盤岩

の産状と岩石化学的検討が待たれる．

3）主成分化学組成では，「岩神の飛石」の起源が赤城・浅

間のいずれの火山であるか明確に判別することはできない

が，K2Oの含有量からは榛名・小野子・子持の各火山起源

とは考えにくい．これらの火山の基盤に産する火山岩の主

成分組成が判明すれば，供給源を絞り込むことができる可

能性がある．

4）「岩神の飛石」の起源と前橋泥流発生の原因，さらには

巨大岩塊運搬のメカニズム解明のため，泥流の年代の検証

や構成物質の解析も含めた更なる研究が望まれる．
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＜註＞

註1）文化庁の承認は事務局レベルの判断で行われた．当時

筆頭著者（佐藤）は文化審議会の天然記念物委員会の委

員に委嘱されていたが，重大な変更を伴わない個別案件

は多数あり，事務処理の都合上，委員会の審議課題とさ

れなかったため（文化庁記念物課），前橋市教育委員会

の調査を知るに至らなかった．

註2）利根川が前橋台地を削り込んでできた比高10mに及ぶ

河岸の断崖で，かつては台地を構成する地層を容易に観

察することができたが，現在では護岸工事により露頭は

ごく少なくなっている（久保誠二，2016, 私信）．

註3）前橋市教育委員会に保管されているボーリングコアを

2016年10月に観察する機会に恵まれた．コアは全体に破

砕され，かつ泥に被われており，火砕岩と周囲の地層の

区別は可能であったが，火砕岩の岩相や地層の特徴を把

握することは筆者らにはできなかった．ボーリングは，

ロータリー式パーカッション掘削機を用いて，泥水を使

わずに実施されたという（前橋市教育委員会文化財保護

課の小島純一課長のご教示による）．

註4）「岩神の飛石」の岩質について，前橋市教育委員会（2016）

の報告書は溶岩の間に薄く火砕岩が挟まるという趣旨の

記述をしている（p.60-63）．しかし，報告書が「赤褐色溶岩」

とした部分にも空隙は存在し不均一であること（図2B参

照），空隙に富む層との境界が不鮮明であることなどの特

徴から，全体が溶結火砕岩（welded pyroclastic rock）とみ

るべきであろう．塊状部分の鏡下観察からも溶岩ではな

いと判断される．アグルチネート（agglutinate）と称して

もよいと思われるが（Glossary of Geology, 5th ed, 2005, p.11
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参照），詳しく観察したのはひとつの岩片だけなので，こ

こでは「溶結火砕岩」という広義の用語を用いた．なお，

この研究に用いた試料（IG-1）は前橋市教育委員会の「岩

神の飛石環境整備事業」の一環として菅原久誠氏が採取

したものである．

註5）試料の比重（かさ比重）を求めるため，ガラスビーズ

を用いて体積を見積もった．これは不定形な火山岩試

料の体積を汚染を避けつつ非破壊で計測する際によく

使われる簡便な手法である．今回の予察的な計測では，

300ccのビーカーに径1mmのガラスビーズを満たし（擦

り切り一杯），試料（約100g）を入れた場合と入れない

場合のビーズの量をメスシリンダーで測ってその差を岩

片の体積とした．この手法は，試料の空隙率や表面形状

によってはかなり大きな誤差を生ずる可能性があるが，

今回の試料では誤差が数%に収まると見込まれた．正確

な比重を求めるため，成形した岩片の体積を求めるなど，

別の手法も検討してみたい．なお，前橋市教育委員会

（2016, p.7）にも2.08という比重が記されているが，測定

方法や精度は不明である．

註6）図1と表3に示した群馬県内の第四紀火山には，2Ma

以前の3山（錫ヶ岳，四郎岳，奈良俣カルデラ）は含ま

れていない．これらは群馬県北東部にあり（中野ほか，

2013），2009年に第四紀の下限が1.81Maから2.59Maに改

訂される前は鮮新世とされてきたものである．火山体は

長期にわたって侵食を受けており，「岩神の飛石」の供

給源の可能性はないとみてよい．

註7）榛名・小野子・子持山付近の基盤岩分布域には，「岩

神の飛石」に対比可能な赤褐色の火砕岩は見出されてお

らず，野津ほか（1987）のSr同位体比測定に供された古

い火山岩（ca.6-2Ma）試料も溶岩や貫入岩であったこと

から（大島　治，未公表資料），この地域に「岩神の飛石」

の起源を求めるのは困難と思われる．

註8）「お艶ヶ岩」の外観は「岩神の飛石」といくぶん異なり，

侵食を受けて丸みを帯びている．敷島公園の池の中にあ

るため未調査であるが，近くの道路からの観察で，黒色

の岩片を含むことが注目された．「お艶ヶ岩」も「岩神

の飛石」とともに天然記念物の指定候補に挙がっていた

が（文化庁の保管文書による），最終的には指定に至ら

なかった．
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