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１　地域の概況

　平成23年度の調査は榛名山東麓のうち、吾妻山を中心に行なわれた。調査地域を図1に示す。吾妻
山の定義は地元でも必ずしも明確でない。国土地理院の2万5千分の1地形図では、830.6mの三角点
を中心とした山地を吾妻山としている。本報告ではこれを狭義の吾妻山とし、広義には、滝沢川、
相馬山、榛名白川、相馬ヶ原および榛名山東麓の火山麓扇状地に囲まれた山地を吾妻山とする。特
に断りのない場合には広義の吾妻山を指す。
　平成22年度には、吾妻山から東、利根川に至る地域について調査し報告したが、吾妻山付近の地
質は、主成層火山期の山麓堆積物として一括して記載した。従来この地域の詳細については殆ど報
告がなく、大島（1986）は主成層火山の一部としいる。中村ほか（2005）は榛名火山を古榛名火山
と新榛名火山に二分し、吾妻山は古榛名火山の一部で、火砕物を主とし溶岩を挟在している部分、
およびラハール扇状地性堆積物よりなるとしているが、詳細な記載はなされていない。なお中村の
古榛名火山は、大島（1986）の榛名火山成長史の第Ⅰ～Ⅲ期に、新榛名火山は第Ⅳ～Ⅴ期にあたる。
　平成22年度の概査で、この地域は火砕岩、ラハール堆積物、溶岩が複雑に分布していることが予
測された。その地質を解明することは、榛名火山の形成史を知る一助になると考え、平成23年度に
延長して調査を行なった。調査地域は主に吾妻山と、その東側に隣接する火山麓扇状地の一部であ
る。
　吾妻山は深い谷にえぐられ地形が急峻であることに加え、夏期は深い藪に覆われて、露頭が隠さ
れるだけでなく、歩行も困難な場所が多い。そのため調査は早春と晩秋を選んで行なった。その結
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図1　調査地域



果、中村ほか（2005）がラハール堆積物よりなるとした地域にも溶岩や火砕物が挟まれ、ラハール
堆積物は場所によっては50 を゚越える異常な傾斜を示すことなど、複雑な地質の一部が明らかに
なった。吾妻山の南東部にはゴルフ場が建設されており、ここに関しては、調査が行なわれておら
ず、詳細は不明である。
　今回の調査は季節に制約されたほか、険しい地形に加え、台風による樹木の倒壊にも阻まれたた
め、未踏査の部分を残しての報告である。
　調査地域の地名、および水系を図2に示す。この図では、命名されていない谷にはA沢、B沢などの
仮称を付してある。

２　地形・地質

（1）　地形
　吾妻山は榛名火山の東端にあり、主成層火山の本体からやや東に張り出した位置にある。調査を
行なった山体の東半分のうち、特に東端の斜面は激しい浸食を受け、多くの小峡谷に深く刻み込ま
れていて、地元では船尾九十九谷と呼んでいる。河系模様は西半分が欠けた放射状河系を示す（図
2）。尾根の縦断形は鋸歯状山稜、横断面は尖頂状山稜を示し、所によっては岩塔が形成されている
（図3）。岩塔の比高は10m前後のものが多く、中には20mに達するものもある。岩塔の多くは東斜
面の中央より北側に分布している。
　吾妻山の南面は東面に比較して地形が穏やかで、北から南へ流れる谷が発達している。谷間の尾
根も縦断面は凸型山稜、横断面は円頂状山稜で東面とは対照的である。船尾滝より上流の左岸側で
は、二ッ岳第1火砕流堆積物、二ッ岳第2火砕流堆積物（久保・鷹野ほか　2011）などに覆われ、火
砕流活動以前の地形は隠されている。富士見峠の南、創造の森付近には地すべり地形が残されてい
るが、地すべり発生の時代は不明である。
　滝沢川には船尾滝が懸かっている（図4）。滝は落差約60m、幅は渇水期で約2m、豊水期で10mに
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図2　調査地域の水系および地名



達する。造瀑層は暗灰色の溶岩と凝灰角礫岩の互層である。
　吾妻山の南東部や上野平にはゴルフ場が建設され、地形が著しく改変されている。
　吾妻山山頂部にあたる旧榛名ゴルフ場付近は、人工改変以前から地形が緩やかで、東西約2㎞、南
北約0.7㎞、標高900～1000mのほぼ楕円形の高原であったという。その状態はゴルフ場建設以前に
発行された国土地理院5万分の1地形図によって窺い知ることができる。これによると、楕円状の高
原の北縁と南縁に、それぞれ2つの低いピークが東西に並び、その間を滝沢川の支流ウツボ沢が、現
在と同じ位置を西南西から東北東に流れていた。南縁のピークの一つがゴルフ場の管理棟のある小
丘である。この高原の形成には、山頂にできた凹地とこれを埋めた湖成層が重要な役割をはたして
おり（久保・鈴木ほか　2011）、さらにこれを覆う上野平火砕堆積物が平坦化を助長している。
　吾妻山の東側には、緩傾斜の火山麓扇状地や陣場火砕流堆積面が広がっている（久保・鈴木ほか　
2011）。

（2）　地質
ア　概況
　平成23年度の調査で、吾妻山の東部には主成層火山形成期（大島　1986）に属する創造の森ラハー
ル堆積物、盗人越火砕堆積物、九十九谷ラハール・火砕堆積物よりなり、創造の森ラハール堆積物
の下底には猿渡溶岩が、盗人越火砕堆積物には吉岡川溶岩、富士見峠溶岩、吾妻山溶岩が、九十九
谷ラハール・火砕堆積物には下部、および上部船尾滝溶岩がはさまれている。
　溶岩円頂丘期の堆積物としては、第1年で報告した二ッ岳第1火砕流の下位に、上野平火砕堆積物
が分布する。地質図を図5に、層序を表1に示した。

イ　猿渡溶岩
　八幡沢に沿った林道は、標高800m付近で東西に分岐する。分岐した両方の林道の標高810m付近
を中心に小規模に分布する安山岩溶岩で、スコリア質火砕岩を伴う（図6）。
（ア）　模式地　八幡沢に沿った林道の標高810m付近。
（イ）　分布　模式地付近に限られている。
（ウ）　岩相　2枚の溶岩が確認される。スコリア凝灰角礫岩を伴う。灰色の堅硬な溶岩で、溶岩の
厚さは下部が1m、上部が5mである。1～5㎜の輝石斑晶が散在するが、多くは1～2㎜である。斜長
石斑晶は1㎜以下、最大2.5㎜で密集しているが、風化面ではあまり目立たない。
（エ）　層位関係　基盤と考えられる黄褐色に変質した凝灰角礫岩に重なる（久保・鈴木ほか　
2011）。猿渡溶岩の北側にはラハール堆積物が分布しており、両者の境界はほぼ北東―南西方向にの
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図3　吾妻山北東部の鋸歯状山稜に
見られる岩塔

図4　船尾滝
L：九十九谷ラハール・火砕堆積物

F1：下部船尾滝溶岩　F2：上部船尾滝溶岩
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図5　地質図

表1　層序表



びる北傾斜の高角度の断層である。
（オ）　鏡下の性質　普通輝石、しそ輝石、斜長石がみられる。大型の斑晶はしそ輝石、鉄鉱が集合
斑晶をつくっていることが多い。しそ輝石、普通輝石ともに多少融食を受け、輪郭が丸みを帯びて
いる。斜長石は清澄ではあるが、細かい割れ目が入っている。斜長石の微斑晶は少ない。
　石基は粒状～短柱状の斜長石、鉄鉱、ガラスよりなるハイアロオフィティック～ハイアロピリ
ティック組織を示す。
　普通輝石しそ輝石安山岩である。

ウ　創造の森ラハール堆積物層
　吾妻山の南東部の比較的標高の低い地域に分布するラハール堆積物である。
（ア）　模式地　創造の森から富士見峠にいたる道路付近。
（イ）　分布　桃泉貯水池の西方や、創造の森から盗人越付近に分布する。
（ウ）　岩相　多くは淘汰の悪い基質支持の大礫岩～巨礫岩で、相対的に粗粒の部分と細粒の部分が
互層している。単層の層厚は0.5～5mである。一般には亜角礫を主とし亜円礫を交えるものが多い
が、角礫～亜角礫のみからなるものも見られる（図7）。礫はすべて輝石安山岩で、10種類以上が識
別される。大島（1986）の側噴火期、火砕流流出・カルデラ形成期、溶岩円頂丘期に属する安山岩
は見られない。一部に土石流堆積物に見られるような、1mを超える巨礫群が集中したり、逆級化構
造などの堆積構造が観察される。水揚沢上流部には静水域の堆積物と考えられる成層した砂岩・礫
岩層が挟まれる。
　基質は火山灰質の砂である。
（エ）　層位関係　富士見峠溶岩を挟み、盗人峠火砕堆積物に覆われる。また、断層で九十九谷ラハー
ル・火砕堆積物に接する。水揚沢上流では、成層した砂岩・礫岩層が、陣場ラハール堆積物にほぼ
垂直の面で接するが、これは断層面ではなく、山頂凹地の壁面である。

エ　吉岡川溶岩
　吾妻山の東部、吉岡川上流に分布する堅硬、緻密な溶岩で、一枚の溶岩流および凝灰角礫岩より
なる。
（ア）　模式地　吉岡川上流
（イ）　分布　吉岡川上流にのみ分布する（図8）。
（ウ）　岩相　輝石の1㎜以下の斑晶がやや多い。これを除いて、富士見峠溶岩に似ている。
（エ）　層位関係　創造の森ラハール堆積物に重なる。地質図では上位は盗人越火砕堆積物に覆われ
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図6　猿渡溶岩　人幡沢上流
バーの長さ90㎝　L：猿渡溶岩

T：スコリア凝灰角礫岩　B：基盤の凝灰角礫岩
図7　創造の森ラハール堆積物　創造の森付近

バーの長さは90㎝



るとしたが、降下火砕物のほか泥流堆積物が多い。
（オ）　鏡下の性質　しそ輝石斑晶は2㎜を越えるものは鉄鉱と集合斑晶をつくっていることが多
いが、2㎜以下のものは単結晶である。いずれも融食を受け丸みを帯びており、外殻に薄い不透明鉱
物の反応縁が形成されている。1～3㎜のしそ輝石の数は0.7～1.1／㎠である。斜長石は自形または
自形に近く清澄であるが、ひび割れが認められる。中には細かくひび割れているものがある。
　斜長石の微斑晶は少ない。
　石基は長柱状斜長石、鉄鉱、褐色ガラス、微少結晶よりなるハイアロオフィティック組織を示す。
　しそ輝石安山岩である。

オ　富士見峠溶岩
　吾妻山の南東部の中腹に分布する安山岩溶岩で、スコリア凝灰角礫岩を伴う。
（ア）　模式地　富士見峠付近の「盗人越え」、および富士見峠西方の水揚沢。
（イ）　分布　狭義の吾妻山南斜面の盗人越や、富士見峠―榛名ゴルフ場間の道路に露出している
が、後者は大部分がコンクリート擁壁に覆われてしまった。水揚沢の川沿いにも良好な露頭がある。
東斜面のC沢にも厚さ10mに近い溶岩が分布している。
（ウ）　岩相　数層の溶岩およびスコリア凝灰角礫岩よりなる。各溶岩の厚さは3～20mである。溶
岩は灰色または僅かに茶色を帯びた灰色で堅硬である。一般に不規則な節理が発達している。
1～4㎜以下の少量の輝石斑晶が点在している。斜長石斑晶は多量に含まれるが、風化面ては目立た
ない。吾妻山の南東部にも富士見峠溶岩の分布が予想されるが、ここにはゴルフ場が建設されてお
り、詳細は不明である。
（エ）　層位関係　盗人越火砕堆積物に挟まれる。吾妻山の830.6m三角点から北北西にのびる尾根
では盗人越火砕堆積物層に覆われる。この尾根北端近くから西に派生する小さな尾根では吾妻山溶
岩に覆われる。この尾根の北端、吉岡川谷頭付近を北東―南西方向に走る断層によって、九十九谷
ラハール・火砕堆積物に接する。
（オ）　鏡下の性質
　斑晶としてかんらん石、普通輝石、しそ輝石、斜長石を含む。有色鉱物の斑晶は少なく、1～3㎜
の輝石斑晶の数は0.1～0.3／㎠である。かんらん石は1㎜以下で、著しい融食を受けている。しそ輝
石は1～4㎜で、単結晶の場合と集合斑晶をつくる場合がある。集合斑晶の多くは径2㎜以上で、しそ
輝石と鉄鉱よりなるが、ときに普通輝石を含む。しそ輝石の単結晶斑晶は、一般に1㎜前後である（図
9）。しそ輝石は多少融食を受け丸みを帯びている。普通輝石は検鏡した限りでは、単結晶の斑晶は
見られない。斜長石は1～0.5㎜の斑晶のほか、0.3㎜以下の微斑晶が多い。一般に清澄である。
　石基は長柱状斜長石、鉄鉱、褐色ガラス、微少結晶よりなるハイアロオフィティック組織を示す。
　含かんらん石普通輝石しそ輝石安山岩である。
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図8　吉岡川上流に露出する吉岡川溶岩 図9　富士見峠溶岩の顕微鏡写真（単ニコル）
Hy：しそ輝石　P：斜長石



カ　盗人越火砕堆積物層
　吾妻山のD沢を中心に分布する、主に成層
した細粒の降下火砕堆積物。
（ア）　模式地　吾妻山のD沢
（イ）　分布　吾妻山の山頂付近、富士見峠付
近、C沢、D沢を中心に分布する。
（ウ）　岩相　吾妻山の山頂付近や富士見峠
付近に断片的に分布している。富士見峠付近、
830.6m三角点から北北西に伸びる尾根、D沢
では、成層した厚さ5～30㎝の褐色で粗粒の
凝灰岩、白色凝灰岩、細粒の火山礫凝灰岩な
どよりなる（図10）。各層とも分級は良く、固
結または半固結している。層理面は明瞭な場
合も、不明瞭な場合もある。吉岡川上流部では、主に凝灰角礫岩よりなり一部は泥流堆積物である。
（エ）　層位関係　830.6m三角点から北北西に伸びる尾根では、富士見峠溶岩に重なる。富士見峠
付近では、直接の関係は観察できないが、富士見峠溶岩に覆われるような分布を示している。C沢で
は富士見峠溶岩に覆われる。

キ　吾妻山溶岩
　狭義の吾妻山付近で、富士見峠溶岩を浸食して形成された谷を埋めて分布する安山岩溶岩で、ス
コリア凝灰角礫岩を伴う。
（ア）　模式地　狭義の吾妻山西斜面。
（イ）　分布　富士見峠の北約550mの913.6m三角点を含む南北に伸びた尾根があるが、これから
西に派生した小さな尾根（図11）、およびその南50mの道路付近、913.6m三角点の西斜面などに分
布する。水揚沢と八幡川に挟まれた尾根の西斜面の中腹などにも分布する。
（ウ）　岩相　典型的には灰色～青灰色で2～5㎜の粒状の輝石斑晶がやや多量に散在する。部分的
には1～2㎜の粒状、ときには長柱状の輝石斑晶が見られる。輝石斑晶が比較的多く、4～5㎜の大型
輝石斑晶を含むのが特徴である。風化面では1～2㎜の長柱状斜長石が多く見られるが、新鮮面では
これに加えて1㎜以下の微細な斜長石斑晶が多数見られる。
（エ）　層位関係　富士見峠溶岩に重なる。
（オ）　鏡下の性質　斑晶として普通輝石、しそ輝石、斜長石を含む。普通輝石はしそ輝石、鉄鉱と
ともに集合斑晶を形成しているが、しそ輝石に比較して量は少ない。しそ輝石は集合斑晶を形成し
ているほか、単結晶や貫入双晶の場合も見られる（図12）。斜長石斑晶は清澄であるが、ひび割れが
発達している。0.3㎜以下の微斑晶は少ない。
　石基は粒状～短柱状斜長石、鉄鉱、微細な結晶、褐色ガラスよりなるハイアロオフィティック～ハ
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図10　盗人越火砕堆積物　船尾九十九谷の中のD沢
露頭の高さは約4m

図11　吾妻山の尾根に残る吾妻山溶岩の一部

図12　吾妻山溶岩の顕微鏡写真（単ニコル）
Hy：しそ輝石　P：斜長石

斜長石に細かいひび割れができている



イアロピリティック組織を示す。
　普通輝石しそ輝石安山岩である。

　榛名火山には、平成22年に報告した有馬礫層（久保・鷹野ほか　2011）など火山麓扇状地の主要
構成礫層に、吾妻溶岩に似た、3～5㎜の輝石斑晶を多量に含む安山岩礫が多く含まれている。これ
らを検鏡すると、輝石斑晶はしそ輝石の場合も、普通輝石、しそ輝石の場合もある。また、斑晶も
単結晶の場合、集合斑晶の場合、両者を含む場合がある。石基の組織も同じではない。このことは、
榛名火山には3～5㎜の輝石斑晶を多量に含み、外観が似てはいるが、異なった何種類かの溶岩があ
ることを示している。

ク　九十九谷ラハール・火砕堆積物層
　九十九谷を中心に分布するラハール堆積物、および火砕堆積物。
（ア）　模式地　船尾九十九谷のB沢。
（イ）　分布　船尾九十九谷や、船尾滝駐車場より上流の滝沢川左岸側斜面にも分布する。
（ウ）　岩相　ラハール堆積物および火砕堆積物よりなる。ラハール堆積物は岩相の変化に富むが、
典型的には5～30㎝の亜角礫よりなる巨礫岩と、3～5㎝の亜角礫よりなる中礫岩とが互層している
（図13）。しばしば50～100㎝の角礫～亜角礫を含み、径1mを越える同質の岩塊が数個、層理面に
平行に並んで堆積している場合がある。巨礫岩には土石流の構造が見られるものもある。礫はすべ
て安山岩で、10種以上が識別される。分級は不良で、礫の被度は高い。石基は粗粒～極粗粒砂より
なり半固結～固結している。基質支持である。
　礫層中にはチャンネル構造が見られることがある。図14では礫層を掘削した幅約5m、深さ2.5mの
チャンネルを砂礫層が埋めている。
　礫層はしばしば泥流堆積物を挟む。泥流堆積物は一般に暗灰色の粗粒～細粒の凝灰質の砂中に、
3～10㎝の安山岩角礫を含むが、時には小礫～中礫大の角礫に混じって、数10㎝の角礫が点在するこ
とがある。角礫の被度は低く、分級は不良である。基質は火山灰質である。
　礫層や泥流堆積物の層厚は50㎝から5m程度で、層理が認められる。層理面は泥流堆積物や凝灰質
砂岩を挟む場合には明瞭であるが、礫岩と礫岩の場合は不明瞭である。
　火砕堆積物は層厚は50㎝～3mのスコリア凝灰角礫岩、火山礫礫岩を主とする。火砕岩の一部には
カリフラワー状火山弾が含まれている（図15）。ラハール堆積物に挟まれている場合が多い。
（エ）　構造　本層の走向はほぼ北東―南西で、南東傾斜であるが、B沢を中心に傾斜が大きく、一
部は52 に゚達している（図16）。これは安息角を大きく越えた値である。その原因は不明である。
（オ）　層位関係　下部、および上部船尾滝溶岩を挟む。滝沢川礫層・上野平火砕堆積物・二ッ岳第
1火砕流堆積物に覆われる。

ケ　下部船尾滝溶岩
　船尾滝からその下流約500mの間の急斜面に分布する安山岩溶岩で、スコリア質凝灰角礫岩を伴
う。
（ア）　模式地　船尾滝付近。
（イ）　分布　滝沢川の上流の林道湯入線から船尾滝にかけての谷壁に分布している。
（ウ）　岩相　淡灰色～淡青灰色の緻密な溶岩で、2～3㎜の粒状～短柱状の輝石斑晶が散在する。
3㎜以上の輝石斑晶は0.5～0.9個／㎠である。1～0.5㎜、最大1.5㎜の斜長石斑晶を含むが、風化面
ではあまり目立たない。溶岩の枚数や厚さは地形が険しく確認できないが、船尾滝の北の旧登山道
沿いの露頭では、上面、下面は露出していないが、厚さ7m前後と推定される。
（エ）　層位関係　九十九谷ラハール・火砕堆積物にはさまれる。
（オ）　鏡下の性質　大型の輝石斑晶は、普通輝石と鉄鉱、またはしそ輝石と鉄鉱とが集合斑晶をな
すことが多い（図17）。しそ輝石は内部に鉄鉱を含む。融食を受け丸みを帯びている。斜長石は清澄
である。
　石基は長柱状または粒状の斜長石、鉄鉱、褐色ガラスなどよりなるハイアロオフィティック組織
である。
　普通輝石しそ輝石安山岩である。
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コ　上部船尾滝溶岩
　船尾滝の造瀑層となっている安山岩溶岩で、凝灰角礫岩を伴う。
（ア）　模式地　船尾滝の落下点付近
（イ）　分布　船尾滝の落下点付近。
（ウ）　岩相　厚さ約1mの灰色の溶岩で、凝灰角礫岩を伴う。少なくとも2枚の溶岩が認められる。
3～5㎜の輝石斑晶が目立つが、このほかに1㎜±の輝石斑晶も散在する。大型の輝石斑晶が比較的多
く、3㎜以上の輝石斑晶は1.9～2.4個／㎠である。1～1.5㎜の斜長石斑晶が比較的多量に含まれる。
（エ）　層位関係　九十九谷ラハール・火砕堆積物層に挟まれる。
（オ）　鏡下の性質　大型の輝石斑晶は、しそ輝石、普通輝石、鉄鉱が集合斑晶を形成している。1㎜
以下のしそ輝石斑晶は、単結晶の場合が多い。一般に融食を受け外縁は丸みを帯び、薄い反応縁が
形成されてる（図18）。斜長石は新鮮である。微斑晶が非常に多い。石基は短柱状～粒状の斜長石微
晶、褐色ガラス、鉄鉱よりなるハイアロピィリティック組織を示す。
　普通輝石しそ輝石安山岩である。

サ　相馬山溶岩
　大島（1986）の溶岩円頂丘形成期に形成された溶岩円頂丘の一つ、相馬山を形成している溶岩で、
一部が調査地域の北西端に分布している。淡青灰色の普通輝石しそ輝石角閃石デイサイトで、数㎜
の斜長石と5㎜以下の角閃石斑晶を多量に含むのが特徴である。
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図13　九十九谷ラハール堆積物
バーの長さは90㎝

図14　チャンネルを埋めた砂礫層
B沢　バーの長さは90㎝

図15　九十九谷ラハール堆積物中の
スコリア火山礫礫岩

船尾滝駐車場の北西約450m付近　バーの長さは90㎝
図16　急角度で傾斜する礫層
B沢の九十九谷ラハール・火砕堆積物



シ　陣場火砕流堆積物
（ア）　概要　陣場火砕流は相馬山溶岩円頂丘の崩壊により発生したと考えられており、榛名火山の
東麓に広く分布している。火山岩塊火山灰流（block and ash flow）で、舌状丘を形成している（久
保・鈴木ほか、2011；久保・鷹野ほか、2011）。調査地域では上野平のウツボ沢や八幡沢水源地域
に分布している。
（イ）　火砕流中の巨大岩塊　陣場火砕流は、一般には相馬山溶岩起源の岩塊と同質火山灰より構成
されているが、ウツボ沢では径数mの暗灰色の安山岩岩塊を含むことがある。
　これは主成層火山と相馬山溶岩円頂丘の境界付近に爆発が起こり、相馬山溶岩の岩塊とともに、
主成層火山構成岩の岩塊が含まれたためと、場所が爆発地点に近かったため、小岩塊に分解するこ
となく火砕流中に残されたためであろう。
（ウ）　周辺層との関係　ウツボ沢周辺の陣場火砕流堆積物は、上野平を中心とした火山性凹地に堆
積している。この凹地の側斜面が、ウツボ沢の第2砂防ダム（下流から上流へ第1砂防ダム、第2砂防
ダム……とする）の上流約10mの左岸側に露出している（図19）。凹地斜面の下流側は九十九谷ラ
ハール・火砕堆積物に属する土石流堆積物、上流側は火山灰の多い陣場火砕流堆積物よりなる。凹
地斜面は多少凹凸があるが、走向はほぼN70 W゚、約50 で゚南西に傾斜している。両者の間には
20～30㎝の崩落堆積物が挟まれているが、固化が進んでいる。

ス　陣場ラハール堆積物
　陣場火砕流後の洪水などで運搬された堆積物で、調査地域では水揚沢上流、旧榛名ゴルフ場管理
棟南の斜面、ウツボ沢の下流などに分布している。このうち水揚沢上流では陣場火砕流起源の礫や
種々の安山岩礫よりなっているが、後の2箇所では殆どが陣場火砕流起源の亜円礫よりなっている。

セ　ウツボ沢湖成層
　平成23年の報告書などで述べているので省略する（久保・鷹野ほか　2011）。

ソ　滝沢川礫層
　久保・鈴木ほか（2011）、久保・鷹野ほか（2011）は、榛名白川と滝沢川の間の緩斜面を覆う完
新世の礫層を滝沢川礫層と命名した。本層は吾妻山の東の火山麓扇状地の一部を構成している。
　今年度の調査では、滝沢川の支流A沢（仮称）とB沢（仮称）で、滝沢川礫層と九十九谷ラハール・
火砕堆積物の関係を確認した。A沢では林道湯入線より約100m下流で、九十九谷ラハール・火砕堆
積物を不整合に覆っている。不整合面は10～25 で゚東に傾斜している（図20）。またB沢では林道湯
入線より約50m下流の西向きの露頭で、見かけ上滝沢礫層が九十九谷ラハール・火砕堆積物をほぼ
水平に覆っている。両者は固結度が違うことと、滝沢礫層には相馬山溶岩礫が含まれていることか
ら、容易に識別できる。
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図17　下部船尾滝溶岩の顕微鏡写真（単ニコル）
Hy：しそ輝石集合斑晶　P：斜長石

図18　上部船尾滝溶岩の顕微鏡写真（単二コル）
Hy：しそ輝石集合斑晶　P：斜長石



タ　上野平火砕堆積物
　上野平には数層の桃色火山灰層や軽石凝灰
角礫岩層が重なっている（図21）。正確な層厚
は不明であるが、厚い所では数mはある。これ
は早田（1989、1990、1993）の榛名二ッ岳渋
川テフラにあたるもので、ここでは上野平火
砕堆積物と呼ぶ。上野平火砕堆積物は陣場火
砕流堆積物、陣場ラハール堆積物、ウツボ沢
湖成層、九十九谷ラハール・火砕堆積物を覆っ
ている。

チ　二ッ岳第1火砕流・二ッ岳第2火砕流
　平成23年の報告書で述べているので省略
する（久保・鷹野ほか　2011）。

３　まとめ

　吾妻山付近には榛名火山主成層火山形成期の堆積物と考えられる、創造の森ラハール堆積物層、
盗人越火砕堆積物層、九十九谷ラハール・火砕堆積物層が分布する。創造の森ラハール堆積物層は
猿渡溶岩に重なる。盗人越火砕堆積物層には吉岡川溶岩、富士見峠溶岩、吾妻山溶岩が、九十九谷
ラハール・火砕堆積物層には下部、および上部船尾滝溶岩が挟まれる。
　調査地域の地質については更に詳しい調査が必要である。
　上野平の火山性凹地を埋める陣場火砕流堆積物と、凹地の周辺の九十九谷ラハール・火砕堆積物
層との境界は、ウツボ沢第2砂防ダム付近に見られ、ここではN70 W゚、約50 S゚傾斜の浸食面である。
上野平は早田（1989）の榛名二ッ岳渋川テフラにあたる上野平火砕堆積物に覆われている。

　本報告にあたり、ともに調査を行った鈴木幸枝氏、中島正裕氏、宮沢公明氏に感謝の意を表します。

４　保全（保護）の現状

　調査地域、特に船尾九十九谷は自然の状態が比較的保たれているが、崩壊が進み、現在多くの砂
防ダムの建設によりこれに対応している。旧榛名ゴルフ場は荒廃が進み、とくに猪による掘り起こ
しが激しい。
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図19　九十九谷ラハール・火砕堆積物層と
陣場火砕流堆積物の境界面（矢印の割れ目）

ウツボ沢

図20　九十九谷ラハール・火砕堆積物に
重なる滝沢川礫層

A沢　バーの長さは90㎝　K：九十九谷ラハール堆積物　
T：滝沢川礫層

図21　上野平火砕堆積物層
露頭の高さは約4m



　吾妻山地域はできればさらに調査を進め、榛名火山形成史上の意義を明確にした上で、保全を考
えたい。

（久保　誠二・鷹野　智由・湯浅　成夫）
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