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千駄木山周辺（2年目）

  調査者　髙桒　祐司、小林二三雄、矢島　　博、澤口　　宏、金子　　稔

１　調査の目的

　1年目の調査は、これまであまり研究されていない千駄木山周辺地域において、現存する露頭の
観察とその記録を目的として実施した（髙桒ほか　2019）。2年目となる本年度の調査では、1年目
の調査地域内の地形に関する追加調査を実施したほか、調査地域の地史を理解する上で重要である
と考えられる新第三紀中新世の地層（富岡層群もしくは安中層群に相当）について、微化石を元に
した年代決定と既知の地層との対比を試みることとした。
　さらに、昨年度の調査地域に隣接する妙義山北西面の一部について、調査地域に新たに追加し
た。これは、この追加調査地域内での先行研究（小林ほか　1990）では確認されていなかった有
色鉱物に富む岩石類の存在が確認されたためであり、この地域については、この岩石類の産状や分
布などを調査することとした。

２　地域の概況

　本年度の調査地域を図1に示す。新たに追加された調査地域は、昨年度の調査地域として示し

図1　本年度の調査地域を含む地形図（国土地理院の電子地形図（タイル）のベースマップに加筆）。
　01～13、21、22は本調査で調査した地点
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た矩形（髙桒ほか　2019の図1）の部分から東側に延びた部分である。この追加調査地域は、妙
義山北西麓とその北西に位置する裏妙義と呼ばれている地域の一部を含み、中でも星穴岳（標高
1073m）の北面にある星穴沢と金洞山（標高1080m）の西面にある金洞沢が主要な調査ルートで
ある。
　追加調査地域内のほとんどは山林で、落葉広葉樹林や植林地となっている。追加調査地域の南側
から北西に向かって流れる中木川の下流部には中木ダムのせき止めによって造られた妙義湖があ
る。また、妙義湖より奥の川沿いに「国民宿舎『裏妙義』」があったが、平成28（2016）年3月31
日で営業を終了している。ただし、この施設の駐車場については、現在も登山者等によって使用す
ることができる。なお、昨年度から継続調査中の地域の概況は、髙桒ほか（2019）を参照してい
ただきたい。

３　地　形

（1）昨年度からの継続調査地域
　昨年度から継続して調査している地域の地形の概要は、髙桒ほか（2019）で論じているが、本
年度改めて調査して判明した内容として、以下の記述を追加する。

図2　緩斜面地形（ア～キ）および貫入岩体の独立峰（A ～ H）
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ア　緩斜面
　東を妙義山地、西を県境尾根に挟まれた本地域の山地には、平均傾斜15度以上25度未満（傾斜
は群馬県　1997の傾斜区分図による）の緩斜面地形が顕著に発達している。長さ1㎞以上の緩斜面
だけでも7箇所存在し、集落立地の場を提供している（図2のア～キ）。北から概略を述べる。
（ア）赤坂・狐萱緩斜面
　遠入川の谷に発達する緩斜面で、稲村山
北東麓の狐萱（標高約500m）から入山峠下
（同1000m）まで、長さ約3.5㎞にわたって
延びる大規模な緩斜面（図3）である。幅は
赤坂付近で1㎞前後ある。この緩斜面の大部
分の地質は、中期中新世の「福島層」である
（群馬県　1997の表層地質図および説明書に
よる）。泥岩を主とする本層は、入山峠下標
高約850m付近まで分布している。国道18号
線碓氷バイパスは、この緩斜面を大きく蛇行
しながら上ってゆく。標高約650mの赤坂が
最高所で最奥の集落である。
（イ）恩賀・八風平緩斜面
　入山川の源流部、恩賀の高岩と大山、愛宕山に挟まれた緩斜面で、長さ約2.5㎞、幅0.5～1㎞、
上記（ア）に次ぐ広さがある。県境尾根から見下ろした景観は素晴らしい（図4）。高度は、東端
の下平集落約600mから八風平約900mまで。恩賀集落および八風平キャンプ場付近（図5）の傾
斜は特に緩く、8度以上15度未満を示す。入山川谷最奥の恩賀集落は標高750～800mの間に立地
しており、下平に下りる間の緩斜面には棚田が営まれている。また恩賀西南の緩斜面には、上信越
自動車道の碓氷軽井沢ICがある。
　本地域には、前期中新世の「井戸沢層」が分布する（群馬県　1997）。本層はおもに砂岩を主体
とし、砂岩と泥岩の互層や泥岩から成る。本層は八風平の標高800～850m付近まで分布している。

（ウ）和美沢緩斜面
　上越新幹線和美沢橋より上流の和美沢上流部に形成された緩斜面である。南北約1.2㎞、幅は源
流部で広く500m前後ある。高度は和美沢橋750mから源流最北端1000mにいたる。源流部には8
度以上15度未満の緩い緩斜面があり、別荘地として開発されている。本地域の「井戸沢層」は標
高850m近くまで分布するが、源流部の広い緩斜面には後期中新世～鮮新世の火砕岩類から成る上
部本宿層が分布する（群馬県　1997）。
（エ）萱倉緩斜面
　和美沢の西側を並行して南下する沢の右岸側に分布する南北約2.8㎞、幅250m内外の緩斜面
で、南部に萱倉と小平の集落（図6）がある。細長い緩斜面の西側には、貫入岩体の独立峰が2峰
連なるので、一見、その山麓緩斜面に見える。しかし、緩斜面は「井戸沢層」で、独立峰とは地質

図3　遠入川緩斜面

図4　八風平・恩賀緩斜面と高岩 図5　同上・八風平キャンプ場
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が違う。「井戸沢層」は南部で標高700m、
北端部では900m付近まで分布している（群
馬県　1997）。
（オ）御場山緩斜面
　この緩斜面も貫入岩体の独立峰・御場山の
北側から東側へ、その山麓緩斜面のような形
で分布している。東西約1.3㎞、幅は100～
150m程度で、集落や耕地は見られない。緩
斜面の地質は「井戸沢層」である（群馬県　
1997）。
（カ）上野緩斜面
　千駄木山から南へ延びた尾根が約1.5㎞南
下した所で山頂緩斜面となり、その緩斜面が
東の黒川、西の矢川川の谷へ向かって傾斜す
る。斜面東西約1.5㎞、幅500m程度。尾根
の両側の標高700～750mの間には8度以上
15度未満の緩い面が分布する。この緩斜面
は耕地化され、尾根の東側には上野集落が
あったが、現在は西麓の大栗集落付近を除く
緩斜面の全域が原野に戻っている。大栗付近
以外の大部分の緩斜面が、「井戸沢層」の分
布域である（群馬県　1997）。
　さて、本緩斜面以外の緩斜面は、主に山体
の山麓部に分布している。山頂尾根から山
腹、山麓まで連続した緩斜面が形成されてい
るのは、本緩斜面だけである。
（キ）中野・判弓緩斜面
　中野緩斜面は、黒川の源流部標高550m付
近から、千駄木山東尾根の直下800mに至る
長さ約1.3㎞、幅250～300m程度の緩斜面。
標高600m付近に中野集落があり、700m近
くまで畑がある。またこのすぐ下流右岸に
東西500m、南北200m余の半弓の緩斜面と
集落（図7）がある。黒川上流部では、中野
の上650m付近まで「井戸沢層」が分布する
（群馬県　1997）。

イ　緩斜面の成因について
　本地域の主な緩斜面地形の大部分は、新第
三紀中新世の海成堆積岩の分布域に形成され
ている。そして多くは貫入岩体の独立峰の山
麓部に、その山体の山麓緩斜面状に分布して
いる。しかし、これは堅硬な貫入岩体と軟質
な堆積岩との岩質の違いによる差別侵食の結
果と考えられる。
　恩賀緩斜面標高600m付近の放棄棚田に
は、長径6m大の火山角礫岩塊（図8）がみ
られ、付近の斜面にも5～10mの同種岩塊が
点在している。同高度の露頭（図9）では、
基盤の凝灰質泥岩を厚さ5～6m、径1～5m

図7　中野・半弓緩斜面（半弓）

図9　基盤岩を覆う堆積物と岩塊（図8の東方）

図6　萱倉緩斜面

図8　恩賀緩斜面の廃棄棚田に残る岩塊
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の火山角礫岩塊が点在する角礫混じり火山灰質土が覆っている。岩塊は、北方の高岩などを作る妙
義層に由来するが、その堆積時期は不明である。

ウ　貫入岩体の独立峰
　本地域のもう一つの特徴的地形は、貫入火成岩の岩体がつくる略円形の急峻な独立峰である。砂
泥岩を主とする基盤の新第三紀の海成層は、貫入した硬質の火成岩体より早く浸食された結果、貫
入岩体が突き出て独立峰になったと推察される。
　本地域には主な貫入岩体が9箇所、その中で稲村山（A）、愛宕山（B）、大山（C）、日暮山
（D）、御場山（H）などが突出した独立峰になっている（群馬県　1997）。今回これに日暮山に近
接する無名の3山を加える（表1 E，F，G）。貫入岩体独立峰の特徴としては、先ず、その山体斜面
が傾斜40度を超える急斜面が多く、山腹や山麓に切り立った岩壁も見られる。山頂高度は、大体
1000～1200mに納まる。孤立峰にしてはよく揃っている。次に、山体と緩斜面との傾斜変換点、
すなわち貫入岩体と海成堆積岩との接触点の標高を見ると、低い所で700m、高い所で950mを示
し、ほぼ新第三紀海成層の分布高度でもある。山頂と山麓の緩斜面との比高は、おおむね200～
300m程度と見てよいだろう。山体の大きさは、大山以外は直径1000m以内に納まる。

エ　水系
　本地域の水系は、千駄木山を通って大山、和美峠北へ連なる中央部の分水嶺によって南北に分け
られる。北側は入山川が集水する碓氷川流域、南側は矢川川が集水する鏑川流域である。
　本地域の水系図（図10）は、地形の特徴をよく反映している。図2と対照すると、谷密度と地形
がよく対応している。恩賀・八風平緩斜面や上野緩斜面など多くの緩斜面は、谷密度が希薄でほと
んど空白になっている。また貫入岩体の独立山体では、放射状の谷系も見られる。

（2）本年度からの追加調査地域
　追加調査地域は、概ね安中市松井田町五料地内である。妙義山の北西麓には、千駄木山の東に位
置する中木乗越付近を源頭部とする中木川がある。この川は北東方向に流れ、同じ安中市松井田町
五料地内の御所平付近で碓氷川に合流する。中木川の周囲には、丁須の頭、烏帽子岩、谷急山、
大烏帽子、星穴岳、金洞山などの急峻な山や岩峰がそびえている。これらの山々には星穴沢、金
洞沢、谷急沢などの急勾配な沢があり、いずれも中木川に合流している（図11）。先行研究（小林
ほか　1990）によると、追加調査地域の主要調査ルートの一つである星穴沢は、星穴岳北面から
流下し、標高約640mで金洞山西面から流下した金洞沢と合流、さらに標高約490mで中木川に合
流する。これら2つの沢は深いV字谷を形成しており、それらの源頭部は、標高950m付近まで比
高50～100mの絶壁で、所々に小さい滝があり、星穴沢と中木川の合流点付近には魚止の滝がある
（小林ほか　1990）。

表1　貫入岩体の独立峰
  （m）

独立峰名 最高点
独立峰山麓の傾斜変換高度 比高 山体の大きさ
北麓 南麓 東麓 西麓 最大 最小 東西 南北

A　稲村山 952.6 650 750 700 780 302 172 750 750
B　愛宕山 1,191.8 950 900 850 950 301 201 750 1,000
C　大山 1,183 900 800 800 900 383 283 1,500 1,625
D　日暮山 1,207.2 850 700 700 750 507 357 500 750
E　同上 東無名 1,018 850 800 750 950 268 168 500 625
F　同上 南無名 1,045 930 800 700 750 345 145 625 1,050
G　県境 1,132m 1,132 1,000 900 950 1,050 232 82 750 825
H　御場山 1,059.2 950 900 850 950 209 109 950 850
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図11　調査地
域周辺の傾
斜量図（国
土地理院の
電子地形図

（タイル）
の傾斜量図
に加筆）

図10　水系図
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４　研 究 史

　本年度の追加調査地域は、妙義山塊の一部である。この地域は、山麓の一部を除いて、急峻な
岩壁や岩峰からなる（菅原ほか　2016）ため、詳細な地質調査は従来から困難な状況である。と
はいえ、その研究については100年以上の歴史があり、佐川・小藤（1897）の「荒船舊火山」の
調査地域内に妙義山も含まれている。この時に公表された7万5千分の1地質図では、概ね妙義山の
大部分は、「妙義山式輝石安山岩（論文では輝石富士岩）」が分布し、その南西側に広く分布する
「変朽安山岩（論文では變朽富士岩）」が中木川周辺に舌状に延びるような描画がなされている（佐
川・小藤　1897）。
　その後は、中村ほか（1986）や伊藤・妙義団体研究グループ（1989）、妙義団体研究グループ
（1989）などの妙義山の地質やその形成過程に関する学会発表があり、それらの成果の一部は群馬
県地質図作成委員会（1999）に盛り込まれている。その他に公表されているものとしては、国土
基本調査「御代田」図幅（群馬県　1997）がある。
　近年では妙義団体研究グループ（2009）や中村・妙義団体研究グループ（2009）などの学会発表
もなされている。佐藤・石原（2011）では、追加調査地域を含む関東山地北西部の地質と重力異常
との関係について論じている。最近では、菅原ほか（2016）が本調査の主要調査ルートの西側にあ
たる大黒乗越沢に分布する、熱水変質を被ったと考えられる安山岩質火砕岩の露頭から、黒曜岩の産
出を報告している。また、妙義山の形成年代に関しては、野村・海老原（1991）は4.77±0.31Ma、
4.66±0.32Ma、内海ほか（1998）は5.95±0.20MaというK-Ar年代をそれぞれ報告している。
　群馬県が実施している「良好な自然環境を有する地域学術調査」の地形・地質分野に関する調
査のうち、追加調査地域内に関する先行研究として「星穴岳周辺（松井田町）」（小林ほか　1990）
がある。また、「妙義山周辺地域」（小林ほか　1997）では、中木沢の魚止の滝付近で採取された
岩石薄片の写真を図示している。追加調査地域の周囲では「妙義山丁頭の頭周辺」（小林ほか　
1989）が追加調査地域の北側を、「妙義山周辺地域」（小林ほか　1995）では追加調査地域の東側
を、「妙義山周辺地域」（小林ほか　1997；小林ほか　1998）では追加調査地域の南側の地形・地
質についてそれぞれ報告している。
　追加調査地域における他分野の調査としては「星穴岳地域」（小林ほか　1990）において植生、
鳥類、魚類、昆虫類（主にチョウ類・ガ類）、水生動物（両生類、甲殻類、昆虫類）が報告されて
いる。また両生類については「妙義山地域」（小林ほか　1996）でも報告がある。なお、昨年度か
らの継続の調査地域の研究史については、髙桒ほか（2019）を参照していただきたい。

５　調査結果

　調査地点の番号については、昨年度使用した番号は混乱を避けるために本年度の報告書でもその
まま使用した。一方、本年度新たに追加した調査地点については、それらと区別するためにLoc. 
21、22として付番した（図1）。

（1）新第三紀中新世の地層の調査
ア　微化石のサンプリングについて
　昨年度の調査地点のうち、昨年度の調査により中新世の地層である富岡層群や安中層群相当だと
推定される地層が分布する6地点、すなわち下仁田町内にあるLoc. 01（芝ノ沢）、Loc. 02（高立、
図12）、Loc. 03（萱倉）、Loc. 04（初鳥谷、図13）、Loc. 07b（和美沢橋下）と安中市松井田町西
野牧にあるLoc. 11（下平、図14）について、微化石のサンプリングを目的として再調査を実施し
た。その結果、Loc. 02（高立）で微化石の抽出が可能な泥岩を採取することができた。このサン
プルについては、硫酸ナトリウム・ナフサ法で処理することができ、その中から保存不良ながら有
孔虫などの微化石を抽出することができた（図15）。現在、それらの拾い出し作業を継続して実施
しており、それらを元にさらに同定を進めて行く予定である。これらの岩石処理や抽出にあたって
は石川博行氏の協力を得た。
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　その他の5つの調査地点でも同様に現地の露頭を改めて観察・検討したが、微化石の抽出が困難
であると判断されたので、サンプリングは実施しなかった。また、県道92号松井田軽井沢線沿い
の地点では田中ほか（1983）が珪藻と放散虫化石の産出を報告している。そこで本調査でもサン
プリングと露頭の現状確認を目的として調査したが、現地で露頭の存在は確認できたものの、火山
岩類の露頭（図16、Loc. 22）だけで、泥岩など堆積岩類は確認することができなかった。

図12　Loc. 02（高立）での泥岩のサンプリング 図13　Loc. 04（初鳥谷）での調査

図14　Loc. 11（下平）での調査

図15　Loc. 02（高立）の中新世の地層から産出した微化石（有孔虫）のSEM写真
　スケールバー＝100㎛　1 Bolivina sp., 2 Stilostomella sp., 3a, b Trifarina sp., 

4a, b Uvigerina sp., 5a, b, c Globigerina sp., 6 a, b Globigerinoides sp.
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イ　中新世の地層と火山岩類との接触について
　下仁田町西野牧・芝ノ沢（Loc. 01）で
は、台風通過直後の11月に再調査したた
め、台風による増水での上流からの流水に
よって河床に付着していた藻類などが削剥さ
れ、さらに土砂を含んだ水流によって河床が
磨かれたことで、河床に露出する露頭の観察
が容易となっていた（図17）。また、河床に
ついても部分的に覆っていた表土が流された
ため、新しい露出を観察することができた。
その結果、この地点では、岩相から富岡層群
小幡層相当と考えられる泥岩、細粒砂岩、凝
灰岩で構成される互層とそれよりも新しい年
代の火山岩類との接触が確認された。接触し
ていた火山岩類（図18）の新鮮な面は灰白
色で、若干の灰色の鉱物を含むだけで有色鉱
物をほとんど含んでいない。これらの肉眼観
察から、この火山岩類は流紋岩類であると考
えられる（調査会会員である自然史博物館・
菅原久誠氏の同定）。成分分析や年代測定は
今回実施していない。今後、これらの化学的
分析や年代測定を実施できれば、この地域に
存在する複数の火成岩体（群馬県　1997で
は貫入岩類とされている）との関係性につい
て明らかにできると考えられる。
　中新世の地層と流紋岩類は、沢の右岸で接
触部が明確に観察できる。右岸の接触部では
流紋岩類の中に長径約50㎝～2m大の泥岩ブ
ロックが取り込まれていたり（図19）、断片
化した泥岩の岩片が流紋岩類の中に層状と
なった部分（図20）などが見られた。
　一方、左岸では両者は断層で接するように
見えるが（図21）、その境界から1m程離れ
た部分の流紋岩は断片化した様に見える（図
22）。この「断層」の上流側には中新世の地
層が分布しているが、上流約10mまではブ

図16　Loc. 22（県道92号線・県境付近）での
調査

図17　Loc. 01（芝ノ沢）11月調査時の河床。
河床に露出する互層に含まれる凝灰岩層の葉
理も識別できた

図18　Loc. 01（芝ノ沢）中新世の地層と接触
している流紋岩類

図19　Loc. 01（芝ノ沢）右岸における泥岩ブ
ロックを取り込んだ流紋岩類

図20　Loc. 01（芝ノ沢）右岸における流紋岩
類の中で層状になった断片化した泥岩



― 12 ―

ロック化しており（さらに上流の部分と走向・傾斜が異なる）、かつブロック全体に褶曲が発達し
ている（図23）。このブロックより上流の部分でも層内褶曲は見られるが、単層レベルのものなど
ブロック内の褶曲よりもスケールが小さい。また、互層となっているために、河床は、小スケール
のケスタ地形となっている（図24）。

ウ　偽礫を含む砂岩とシルト岩の互層について
　下仁田町西野牧・和美沢橋下（Loc. 07b）でも、前項のLoc. 01と同じく台風に伴う増水時の水
流で沢底を覆っていた土砂や落ち葉が流され、かつ土砂を含んだ水流によって磨かれたため、沢底
の露頭面の観察が容易となっていた。その結果、ここに分布する地層（富岡層群の岩相と似てい
る）において、シルト岩の一部に葉理の見られる部分があること、ならびにシルト岩と砂岩が互層
をなし、砂岩の一部には泥岩の偽礫が含まれていることが確認された（図25）。

図21　Loc. 01（芝ノ沢）左岸で見られる中新
世の地層と流紋岩類の接触部

図23　Loc. 01（芝ノ沢）左岸の中新世の地層のブロックに見られる褶曲。矢印は図11の接触部

図22　Loc. 01（芝ノ沢）左岸の流紋岩に見ら
れる断片化

図24　Loc. 01（芝ノ沢）接触部の上流の河床
で見られるケスタ地形
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（2）追加調査地域（星穴沢・金洞沢）について
　この地域については、平成2（1990）年度に一度調査を実施している（小林　1990）。群馬県地
質図作成委員会（1999）によれば、星穴沢・金洞沢の周辺には妙義層下部層（もしくは中之岳部
層）が主に分布し、一部に安山岩岩体も存在する。また、星穴岳・金洞山周辺には妙義層上部層
（もしくは朝日岳部層）が分布する（群馬県地質図作成委員会　1999）。妙義層の岩相はシソ輝石
普通輝石安山岩溶岩や同質の火砕岩、ならびにそれらの互層とされる（群馬県地質図作成委員会　
1999）。これらの岩石は有色鉱物も含んでいるが、むしろ無色鉱物の方が多く含まれるため、その
色も灰色を帯びたものが多い。そのため、本調査のきっかけとなった有色鉱物にきわめて富む岩石
のように、黒褐色の岩石がこの地域で産出する可能性は高くないことから、この岩石類の産状や分
布を確認するため、本調査に加えた。追加調査地域の現地調査にあたっては、佐藤悦良、河野英
一、武田文吾、小林伸一、小林祐二、小林大介、小林智の7名が調査を補助した。
　主要調査ルートである星穴沢・金洞沢の現地調査は、5月以降4回実施した。星穴沢については。
9月22日午後に調査に入ったが、100mくらい遡行した所に有色鉱物に富む岩石類の高さ10mを超
える急峻な岩場となっていたので、後日、登山用具（ザイル、ハーケン類）を持参して調査するこ
ととした。よって、今回の調査結果のうち、合流点より上流部は主に金洞沢での観察結果に基づく
ものである。
　今回の調査で得られた簡易ルートマップを図26に示す。標高約500mの星穴沢と中木川との合流
点付近から星穴沢との合流点を経て金洞沢の標高約650m付近（図27）までは火砕岩類が分布し
（図28）、小林ほか（1990）ではそこまでの沢の数カ所とその上流に数本の岩脈を報告している。
標高700m付近から沢は伏流し、有色鉱物に富む岩石類（蛇紋岩を含む）の巨礫が河床を埋めてい
る。河床には凝灰質に富む火砕岩類が分布する。同じ火砕岩類ではあるが、星穴沢との合流点付近
から下流に分布する火砕岩類の岩相とは異なる。この凝灰質に富む火砕岩類は灰白色で軟らかく、
時々黒～暗緑色の有色鉱物やそれらに富む岩石類のこぶし大のブロックを含む部分がある。
　これらの有色鉱物に富む岩石類のうち、蛇紋岩でないものについては、単斜輝石普通角閃石岩で
あること、ならびにこの岩石と単斜輝石安山岩が接触していることが今回の調査でわかった（調査
会会員である自然史博物館・菅原久誠氏の同定と観察結果による）。菅原氏による岩石の同定結果
は、本報告の末尾に付記として掲載する。角閃石岩は、超苦鉄質岩類に含まれる火成岩の一種であ
り、この地域では初めての発見である。

図25　Loc. 07b（和美沢橋下）の富岡層群相当層に見られるシル
ト岩と砂岩の互層。ならびに葉理の見られるシルト岩（a）と泥
岩の偽礫を含む砂岩（b）
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　その上流の標高700～750mになると、図29～図30で示す
ように層理が明瞭で無い超苦鉄質岩類（蛇紋岩を含む）の露
頭が狭い谷の左右両岸に見られるようになる。両岸の露頭の
高さはおよそ5～10mとなる。この付近の沢底には、先ほど
述べた凝灰質に富む火砕岩類は分布しておらず、超苦鉄質岩
類のみが分布する。
　さらに標高800m付近になると、沢の両岸が一層狭まり、超苦鉄質岩類の露頭は一部では高さ
15mにもなる急峻な崖で沢を取り囲むようになり、露岩の上部には樹林が広がる（図31）。この
状態は標高900m付近まで続き、やがて沢底に水流も現れてくる。また、標高800m付近では河床
が赤褐色に染まっていたが（図32）、これは超苦鉄質岩類を構成する鉱物に含まれる鉄分が溶け出
して酸化したものの可能性がある。また、自然史博物館での展示等でも活用できるように、重量
40㎏程度の大型サンプルをこの付近で採取した（図33）。
　以上の調査結果から、先行研究で示された地質経路図（小林ほか　1990の図4）からの修正事項

図26　Loc. 21（星穴沢・金洞沢）簡易ルートマップ。岩脈と断層については、小林ほか（1990）
の図4を元に加筆

図27　Loc. 21（星穴沢・金洞沢）標高600m
付近、沢のそばにあるハルニレの巨木

図28　Loc. 21（星穴沢・金洞
沢）標高640m付近、金洞沢
と星穴沢の合流点付近の火砕
岩類の露頭
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として、以下の内容が挙げられる。すなわち、①金
洞沢の上流部（星穴沢と金洞沢の合流点付近から上
流）は火砕岩類であるとされていたが、今回の再調
査によって、金洞山西面の標高700mより上流に、
角閃石岩や蛇紋岩などの超苦鉄質岩類の分布が確認
されたこと、②標高650m付近より下流側とその上
流側とでは火砕岩類の岩相が異なり、上流側のもの
では凝灰質に富み、なおかつ有色鉱物や角閃石岩な
ど超苦鉄質岩類のこぶし大の小ブロックを含む火
砕岩類であることの2点である。また、前者については、岩石資料の記載（本報告の付記）による
と、角閃石岩を取り込んだ単斜輝石安山岩中には不定形の急冷ガラスや捕獲結晶である反応縁を持
つ普通角閃石が含まれている。これらは妙義山の基盤、ならびに形成過程や噴出様式を検討する上
で、興味深い発見だと考えられる。

図30　Loc. 21（金洞沢）標高700～750m付
近の超苦鉄質岩類の露頭

図32　Loc. 21（金洞沢）標高800m付近、赤
褐色に染まった河床

図31　Loc. 21（金洞沢）最奥
部にある超苦鉄質岩類の露頭

図29　Loc. 21（金洞沢）標高
700～750m付近の状況

図33　Loc. 21（金洞沢）標高800m
付近、超苦鉄質岩類を含む大型サン
プル（重量約40㎏）を採集
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６　まとめと考察

・調査地域内に分布する新第三紀中新世の地層（富岡層群もしくは安中層群に相当するもの）に関
する本年度の調査では、Loc. 02（高立）において有孔虫などの微化石が抽出できることを確認
した。現在はさらにサンプル処理を進めている。これにより調査地域の東側など周辺地域に分布
する中新世の地層（富岡層群や安中層群）との間でより正確に層序を対比することが可能とな
り、調査地域に分布する中新世の地層の年代を絞り込むことが今後期待される。

・本年度の再調査で、Loc. 01（芝ノ沢）において、この調査地域の基盤である中新世の地層（富
岡層群小幡層相当）とより新しい時代に貫入した流紋岩類との接触が確認された。流紋岩類の詳
細については今後の岩石学的研究や年代測定が必要であるが、そうした化学的分析の導入によ
り、この調査地域に点在している火成岩体との関係などが明らかになることが期待される。

・同じ様にLoc. 07b（和美沢橋下）でも本年度の再調査によって、ここに分布する中新世の地層
（富岡層群相当）が、シルト岩と砂岩の互層であること、シルト岩中に葉理が確認できる部分が
あること、ならびに砂岩の一部に泥岩の偽礫を含む部分があることが確認された。

・本年度新たに調査地域に追加した安中市松井田町五料地内の星穴沢・金洞沢の調査では、金洞沢
上流部に蛇紋岩や角閃石岩などの超苦鉄質岩類からなる露頭の存在が確認された。それらの転石
は、山体の標高700mより高い部分で確認され、現時点では少なくとも標高900mくらいまでこ
の超苦鉄質岩類が分布すると推定される。また、金洞沢の標高650～700mでは、凝灰質に富む
火砕岩類の中に超苦鉄質岩類のこぶし大の小ブロックが含まれている部分がある。今回の調査に
よって、先行研究で図示された地質経路図（小林ほか　1990の図4［p.92］）のうち、現時点で
は少なくとも金洞沢の標高650ないしは700m付近よりも標高の高い部分について改訂が必要と
なった。今回確認されたような超苦鉄質岩類は、安山岩を主体とする岩石からなる妙義山におい
て稀であることから、この超苦鉄質岩類は、妙義山の地下構造やかつての妙義火山の形成過程な
どを検討していく上で重要な発見だと考えられる。

７　保全・保護の状況

　昨年度の調査後、調査地域内の和美峠へ抜ける県道の一部では整備が行われた。調査地域内の野
生哺乳類については直接目撃した事例は無いが、Loc. 02（高立）でイノシシの足跡が確認された
（図34）。また、Loc. 01（芝ノ沢）では、一段上の川原から河床に下るけもの道（図35）と糞が確
認された。
　令和元（2019）年10月には、スーパータイフーンとなった台風19号を含む2つの台風が関東地
方に大量の降雨をもたらし、調査地域を含む群馬県内にも大きな被害をもたらした。その結果、
Loc. 01（芝ノ沢）やLoc. 07b（和美沢橋下）では新しく露出した地層や岩石などを観察する機会
を得ることができたが、複数の調査地点では逆にその甚大な被害を目の当たりにすることとなっ
た。調査地点のうち、Loc. 03（萱倉）では、その南側にある御場山の登山道が災害のために通行
止めとなり、復旧工事が行われていた。Loc. 02（高立）では、泥岩をサンプリングした露頭自体
に大きな被害や影響は無かったが、昨年の調査時に耕作地となっていた道路を挟んだ東側の土地
が、今回はその東を流れる荷倉沢の台風時の増水により、耕作地の表面が流されてきた礫と土砂な
どで覆われていた（図36）。その厚さは厚いところでは数10㎝に達する。沢の岸の部分も大規模に
削られており、表土の土中にあったはずの木の根などがむき出しとなっていた（図37）。耕作地に
面した道路も、一旦は礫や土砂に覆われたようであるが、11月に調査した時点では除去されてい
た。こうした災害に伴う復旧工事では、こうした機会に既存の露頭がコンクリート等で被覆されて
しまうことが多い。一方、こうした工事の際に人工露頭が造られることも少なくないが、安全管理
の観点から近年は関係者以外の立ち入りが厳しく制限されており、直接調査の機会と証拠標本の入
手が困難となっている。
　また、今回の調査地点には含まれていないが、高立の西側の山奥にそびえる一本岩（図38）
は、今世紀（2007年）に3名のクライマーによって初登された岩峰である。今のところ、積極的な
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保全はなされていないが、その奇異な光景から景勝地としてなど観光資源の一つとして活用できる
可能性がある。実際に活用するのであれば、現地へのアクセスルートなどの整備が必要となるが、
そのためには岩峰やその周辺環境に関する自然史科学的研究が重要なものとなる。その際には、日
本ジオパークの一つとして認定されている下仁田町と群馬県が共同でその事業にあたることが望ま
しい。
　一方、追加調査地域に関しては、主要調査ルートである星穴沢周辺は国有林となっており、かつ
その大部分が県指定の鳥獣保護区となっている。地形も急峻であるために、営林署が管理する巡視
道も2本しかなく（うち1本が途中まで星穴沢を遡行する女坂）、中木川から星穴岳へと登る星穴新
道は現在では廃道扱いとなっている。そのために一般観光や軽登山目的で訪れやすい表妙義と比べ
ると、本格的な装備が必要な登山や沢登りを目的とした人々がごくたまに訪れる程度である。な
お、この地域ではこれまでに11名が山岳遭難者として亡くなられている。
　こうした状況であることから、その自然環境については小林ほか（1990）の報告以降もあまり

図38　Loc. 03（萱倉）から見た高立の一本岩

図34　Loc. 02（高立）イノシシの足跡

図36　Loc. 02（高立）台風の被害（礫と土砂
で覆われた耕作地）

図35　Loc. 01（芝ノ沢）河床に下りるけもの道

図37　Loc. 02（高立）台風の被害（削剥され
た河岸と樹木の幹を覆う土砂）
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損なわれていないものと推測される。ただし、将来的には本調査事業による再調査を実施し、特に
生物関係のモニタリングを実施する必要があると考えられる。また、中木川については、群馬県
（河川課）が平成29（2017）年に策定した利根川水系碓氷圏域河川整備計画の圏域に含まれている
ことを付記しておく。
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〈付記〉金洞沢で採集された岩石試料の同定結果
（1）岩石の種類
　単斜輝石普通角閃石岩および単斜輝石安山岩

（2）岩石の記載
　単斜輝石普通角閃石岩と単斜輝石安山岩の境界部の岩石記載を行った（付図1）。単斜輝石普通
角閃石岩は、淡緑褐色から濃緑褐色を呈する半自形から他形の普通角閃石、自形から半自形の単斜
輝石、不透明鉱物で構成される。最大長径は普通角閃石で7.5㎜、単斜輝石で4㎜である。不透明
鉱物は主に普通角閃石中の包有物または粒間に産する。
　単斜輝石安山岩は、斑晶鉱物として最大長径約1.4㎜の斜長石、同じく約1.0㎜の単斜輝石および
不透明鉱物を含む。斜長石にはしばしば累帯構造が見受けられる。単斜輝石安山岩中には、少量の
普通角閃石が確認されるが、他の斑晶鉱物には見られない著しい反応縁が見受けられる。石基は主
に斜長石、ガラスおよび不透明鉱物で構成され、少量の単斜輝石を伴う。
　単斜輝石普通角閃石岩と単斜輝石安山岩の接触部において、単斜輝石安山岩中の普通角閃石には
反応縁が見受けられる。また、単斜輝石安山岩側に不定形の急冷ガラスが確認される。これらの観
察結果に基づくと、単斜輝石安山岩質マグマが単斜輝石普通角閃石岩に貫入することで接触してお
り、単斜輝石安山岩中の反応縁を伴う普通角閃石は捕獲結晶であると考えられる。
  （菅原　久誠）

付図1　Loc. 21（金洞沢）
で採取された単斜輝石普通
角閃石岩および単斜輝石安
山岩の境界部の偏光顕微鏡
写真（オープンニコル）。
Cpx： 単 斜 輝 石、Gl： ガ
ラス、Hbl：普通角閃石、
Opq：不透明鉱物、Pl：斜
長石
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追記
　本報告提出後に発行された地球科学74巻1号において「群馬県西部の妙義山域における後期中新
世火山層序と陥没構造（妙義団体研究グループ　2020）」が公表された。この論文は、筆者らと異
なる研究グループの調査結果で、筆者らが調査した地域（特に本年度からの追加調査地域）を含
む。この論文中の妙義層中之岳溶岩・凝灰角礫岩部層の項目（p.28）において、星穴岳南の沢の
標高801m地点および星穴沢の標高631m地点などでは、凝灰角礫岩中に、異質礫として黒色光沢
をなす中粒角閃石岩～角閃石斑糲岩や細粒～中粒閃緑岩の数㎝大の亜角礫が含まれることが記述さ
れている。

妙義団体研究グループ（2020）群馬県西部の妙義山域における後期中新世火山層序と陥没構造．
地球科学，74：21-38．


