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群馬県甘楽郡下仁田町でみつかった下仁田ローム層の砂粒組成
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要旨：群馬県甘楽郡下仁田町の金剛萱（こんごうのかや）北斜面で，ローム層の露頭が新たに
発見された．秩父帯を直接おおい，黒色火山灰土層におおわれるこのローム層を，下仁田ロー
ム層とする．
　下仁田ローム層は，ローム層の風化の程度と砂粒組成の特徴から，下位より，下部層，中部
層，上部層に区分される．また，層位と砂粒組成の特徴から広域テフラを認定し，下仁田ロー
ム層と周辺地域のローム層との対比をおこなった．
　下仁田ローム層下部層は，暗褐色を呈し著しく風化している．砂粒成分の割合が少なく，カ
ンラン石を含んでいる．多摩Ⅰローム層のテフラであるTama125，Tama126，Tama128が狭在す
る．下仁田ローム層中部層は黄褐色を呈し，上部層に比べて斜長石の割合が少なく鉄鉱物の割
合が多い．佐久ローム層中のテフラであるYt-Kwが狭在する．下仁田ローム層上部層は淡黄褐
色を呈し，広域テフラである DPm，On-Pm1，DKP，AT，As-MP，As-BP，As-YPが狭在する．
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Grain constitution of the Shimonita Loam Group in Shimonita-machi，
Gunma Prefecture，central Japan

Kanto Ash Layers Research Group＊

＊c/o SAITO Naoto，141-3 Motomachi，Sakura 285-0037，Japan

Abstract： A new outcrop of loam has been discovered at the north slope of Mt. Kongounokaya in 
Shimonita-machi，Gunma Prefecture. This loam on the north slope，which covers the Chichibu mesozoic-
palaeozoic formations directly and is overlaid with  black weathering volcanic ash (Kuroboku soil)，has been 
named the Shimonita Loam Group.
　By characteristics of the weathering degree and the grain constitution，the Shimonita Loam Group is 
subdivided into three formations as Lower，Middle and Upper in ascending order. Many marker tephra beds are 
detected by stratigraphical investigation and characteristics of the grain constitutions. It is possible to compare 
the Shimonita Loam Group with the other loam formations by marker tephra beds. 
　The Lower Formation consists of hard weathered dark brown loam intercalating the marker tephra beds
“Tama125，126，128” in the Tama- ⅠLoam Formation. Peculiarity of the Lower Formation is a very small 
percentage of sand size grains and existence of olivine crystals. The Middle Formation consists of yellowish-
brown loam intercalating the marker tephra bed “Yt-Kw” in the Saku Loam Formation.  Peculiarity of the 
Middle Formation is a small percentage of plagioclase crystals and a large percentage of magnetite and ilmenite 
crystals as compared with the Upper Formation. The Upper Formation consists of light yellowish-brown loam 
intercalating the widespread marker tephra beds “DPm，On-Pm1，DKP，AT，As-MP，As-BP and As-YP”.

Key Words： tephra beds，Shimonita Loam Group，Tama- ⅠLoam Formation，grain constitution
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はじめに

　関東山地研究グループ（代表：保科　裕）の野外調査中に，

群馬県甘楽郡下仁田町の金剛萱（こんごうのかや，標高

788.0m）の北側に広がる緩斜面で，厚いローム層の露頭が
新たに発見された（図1）．この場所は，古くから馬の放牧地
として利用されてきた場所で，最近になってコンニャク畑

として開墾され露頭が出現したとのことである．

　この地域は関東甲信越地域のほぼ中央部にあたり，ロー

ム層中に狭在するテフラの層位を確認し，この地域のロー

ム層と各地のローム層との対比をおこなうことは，関東甲

信越地域の第四系の層序を確立するうえで重要である．

ローム層について調査した結果，最終間氷期以降のローム

層がほぼ連続的に堆積しているほか，それ以前の多摩Ⅰ

ローム層相当の古い時代のローム層も確認された．採取し

た試料については，ローム層とテフラの特徴の概略をあき

らかにするために，砂粒分についての分析をおこなった．以

下，調査結果の概要と，砂粒分析結果を報告する．

　

ローム層の層序

　金剛萱北斜面の露頭状況と柱状図の位置を，図2（A－Z）
に示す．畑の面はほぼ水平である．ローム層は，秩父帯の岩

体を直接おおい，黒色火山灰土層におおわれる．このローム

層を下仁田ローム層とする．柱状図E地点のほか数カ所で
検土杖を用いての調査をおこない，Z地点で深さ150cmのト
レンチを掘ったが，いずれの地点でも，ローム層の下位から

は古い時代の段丘を示す礫層などは確認できなかった．

　ローム層の層相や産状を記載し，テフラの層位を比較検

討しながら柱状対比をおこなって総合柱状図を作成した．

下仁田ローム層を，その粘土化や砂粒組成の特徴から，下位

より，下部層，中部層，上部層の3累層に区分した（図3，4）．
　下仁田ローム層下部層は，全体的に暗褐色を呈し，著しく

粘土化している．その層厚は7m以上である．下位より，秩父

 図２　金剛萱北斜面の柱状図位置図．

 図１　露頭位置図．国土地理院1/25000地形図「下仁田」を使用．
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盆地の尾田蒔（おだまき）丘陵に分布する多摩Ⅰローム層上

部のテフラであるTama125（ゴモクケチャップ），Tama126
（甘酒），Tama128（Ol.Py.C.A.）が狭在する．下部層と中部層
との直接の関係は，厚い崩積土のために不明である．

　下仁田ローム層中部層は，全体的に黄褐色を呈し，その層

厚は1.2m以上である．露頭の最下部付近に，八ヶ岳火山起
源のYt-Kw（八ヶ岳川上テフラ）が狭在する．
　下仁田ローム層上部層は，全体的に淡黄褐色を呈し，その

層厚は約5mである．下位より，立山火山起源のDPm（立山D
テフラ），On-Pm1（御岳第1テフラ），AT（姶良Tnテフラ），浅
間黒斑火山起源のAs-MP（浅間室田テフラ），As-BP（浅間板
鼻褐色テフラ），As-YP（浅間板鼻黄色テフラ）が狭在するほ
か，浅間火山仏岩期のテフラなどが確認された．テフラの名

称は，ことわりがない場合は，新編火山灰アトラス（町田・新

井，2003）にしたがった．
　下仁田ローム層をおおって上位に重なる黒色火山灰土層

中には，浅間前掛火山起源のテフラが狭在する．

ロームの分析方法

　ローム層全体の特徴を明らかにするために，その粒度組

成と砂粒組成を検討した．分析のための試料を採取したの

は，図3の各番号をつけた部分である．試料は10cmごとに採
取し，鍵層の部分については別に採取した．

　風乾後の試料を約10-15gとり，重量を測定し（試料重量）
分析試料とした．One Bowl Method（井尻，1969）により，沈殿
物（しばらくの間に沈殿する粒子），懸濁物（しばらく放置し

ても沈殿しない1/16mm未満の粒子），浮遊物に分離した．浮
遊物はほとんどなく，懸濁物の分析はおこなわなかった．　図４　総合柱状図．

　図３　下仁田ローム層の柱状対比図．記号の凡例は，図４と同じ．試料は10cmごとに採取した．
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　砂粒成分についての粒度組成を明らかにする目的で，沈

殿物は，2，1，1/2，1/4，1/8，1/16mmのふるいで分離し，それぞ
れの粒径の試料重量を測定して，最初に測定した全試料重

量（約10-15g）にたいする重量%を粒度組成とした．100%に
満たない部分は，1/16mm未満の沈殿物と，同じく1/16mm未
満の懸濁物である．

　ふるいで分離した1/4～1/8mmの砂粒の中から，2分法に
よって500～1000粒程度分離し，そのすべての砂粒について
双眼実体顕微鏡下で鑑定し，必要に応じて偏光顕微鏡で確認

した．カンラン石，普通輝石，シソ輝石（注1），角閃石，黒雲母，
鉄鉱物（磁鉄鉱およびチタン鉄鉱），斜長石，石英，火山ガラ

ス，その他の砂粒について，それぞれの砂粒数の，観察した砂

粒総数に対する個数%を砂粒組成とした．その他とした砂粒
は，火山岩片（軽石を含む）やハロイサイトコンクリューショ

ン（小川・加藤，1997）などの風化生成物，火山起源ではない岩
片で，区別して数えたがその他として一括した．

砂粒分析結果にみられる特徴

　下仁田ローム層の粒度組成を，図5に示す．下部層は，中部
層や上部層と比較して著しく砂粒分が少ないという特徴が

認められる．これは，火山岩片も風化がすすみ粘土化が著し

いためである．また，中部層最上部の風化帯や上部層中の風

化帯でも，砂粒分が少ないという特徴が認められる．

　下仁田ローム層の砂粒組成を，図6に示す．
　下部層は，全体としてカンラン石と角閃石，鉄鉱物の割合

が多くなっており，模式地である秩父盆地の尾田蒔丘陵に

分布する多摩Ⅰローム層上部の特徴とよく一致する．カン

ラン石は，風化が著しいため認定の困難なものがあるが，結

晶面の一部や形状がのこっているものや，光沢があって暗

赤色に風化したものもカンラン石として認定した．層厚

60cmの赤褐色スコリア層Tama125（ゴモクケチャップ：関東
火山灰グループ（2001））は，中部に細粒火山灰を狭在するな
どの肉眼的な特徴と，カンラン石の割合が少なくてシソ輝

石の割合が多くなるという砂粒組成の特徴が，模式地であ

る秩父盆地のものとよく一致する．Tama126（甘酒：関東火
山灰グループ（2001））は，暗褐色ローム層に軽石起源と考え
られる粒径1-3mm程度の白色のパッチが点在する層相で，
カミングトン閃石を1％程度含む特徴が模式地のものとよ
く 一 致 す る．Tama128（関 東 火 山 灰 グ ル ー プ（2001），
Ol.Py.C.A.：八ヶ岳団体研究グループ（1988a））は，下部層中
の風化帯の上位に狭在する．八ヶ岳東麓のOl.Py.C.A.の模式
地では，結晶質火山灰の層相を示し，カンラン石，普通輝石，

シソ輝石，角閃石が多く含まれるという特徴がある．砂粒組

成の特徴が類似し層位関係も一致していることから，

Tama128であると判断した．
　中部層は，上部層に比べて斜長石の割合が少ない特徴が

認められる．また，それとは反対に，上部層に比べて鉄鉱物

の割合が多くなっているのが特徴であり，火山岩片などの

風化の程度を反映している．八ヶ岳川上テフラ（Yt-Kw：大
石・鈴木（2004），オレンジパミス：八ヶ岳団体研究グループ
（1988b））は，ローム層中に団子状に狭在する淡橙褐色の軽
石層で，普通輝石の割合がおおきいほか，灰色のガラス質岩

片を含んでいる．八ヶ岳東麓のYt-Kwの模式地では，軽石と
火山岩片の互層のセットであるが，ここでは互層や互層の

セットを確認できなかった．

　上部層は，下位のローム層に比べ風化が進んでおらず，火

山岩片や火山ガラス片が多く残されている．

　立山Dテフラ（Tt-D：町田・新井（2003），DPm：中谷（1972））
は，ローム層中に団子状に狭在する灰色の軽石層で，普通輝

石，シソ輝石，角閃石のほか黒雲母が含まれる．

　御岳第1テフラ（On-Pm1）は，純層ではないが，ローム層中
に繊維状に良く発砲した白色軽石が目立ち，黒雲母と火山

ガラスが上下と比較して多く含まれる層相を示す．

　On-Pm1の上位130cm付近のローム層には，角閃石や黒雲
母のほか，包含物が少なく（100）面の発達した扁平なシソ輝
石が多く認められることから，大山倉吉テフラ（DKP）の降
灰層準と考えられる（試料B-15）．
　姶良Tnテフラ（AT）は，純層で確認できた．
　浅間黒斑火山起源の浅間室田テフラ（As-MP）は層厚
20cmの軽石層で，砂粒の粒度は上位に細粒化するほか鉱物
量の割合が増加する．普通輝石とシソ輝石を含むほか，上部

にはわずかに角閃石が含まれる．

　浅間板鼻褐色テフラ（As-BP）は肉眼で重鉱物と岩片が目
立つ層厚30cmの軽石層で，普通輝石とシソ輝石が含まれる．
　浅間板鼻黄色テフラ（As-YP）は，層厚10cmの軽石層で，
As-BPに比べれば輝石類の割合は少ないが，厚手でフレイ
ク状の火山ガラスを多く含んでいる．

　これらのほかに，ATの下位と，ATからAs-MPにかけての
複数の層準に，白色軽石が点在したりレンズ状に認められ

る．八ヶ岳火山起源のYPm-Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ（竹本（1991），Yt-Pm1，
2，3：大石・鈴木（2004）），およびデカパミ（八ヶ岳団体研究グ
ル ー プ（1988），YPm-Ⅳ：竹 本（1991），Yt-Pm4：大 石・鈴 木
（2004））や，浅間黒斑火山起源の軽石と考えられる．給源火
山の，火山活動の詳細を検討する材料になる可能性がある．

　また，As-BPとAs-YPとの間のローム層中には，青灰色か
ら白色の軽石が点在しており，浅間火山仏岩期のテフラと

考えられる．

周辺地域のローム層との対比

　下仁田ローム層と周辺地域のローム層との対比を，表1に
示す．広域テフラである，KMT（貝塩上宝テフラ：町田・新井
（2003），C1：松本盆地団体研究グループ（1972）），大町APm
テフラ群（中谷，1972），Tama128（Ol.Py.C.A.），Yt-Kw，DPm，
On-Pm1，DKP，ATを鍵層として，ローム層の対比を試みた
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図５　下仁田ローム層の粒度組成．＋は0.5%未満．
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図６　下仁田ローム層の砂粒組成．＋は0.5%未満．
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ものである．同一テフラは同一時間面を示すが，ローム層の

上下の境界についてはそのかぎりではないため厳密な対比

にはなっていない．

　下仁田ローム層下部層は，Tama128（Ol.Py.C.A.）が狭在し，
関東甲信越地域では，穂高ローム層，広瀬ローム層，多摩Ⅰ

ローム層，谷上ローム層に対比される．下仁田ローム層中部

層は，Yt-Kwが狭在し，佐久ローム層に対比される．下仁田
ローム層上部層は，DPm，On-Pm1，DKP，ATなどが狭在し，小
坂田ローム層から波田ローム層，下末吉ローム層から立川

ローム層，米原ローム層から貝坂ローム層に対比される．

まとめと今後の課題

　下仁田ローム層の層序と砂粒組成について検討した結果

を，とりまとめた．下仁田ローム層は，その粘土化や砂粒組

成の特徴から，下位より，下部層，中部層，上部層の3累層に
区分される．広域テフラを用いて，下仁田ローム層と周辺地

域のローム層との対比をおこなった．

　下仁田ローム層が，どのような地形・地質の条件下で金剛

萱に堆積し保存されたのかという，平坦面形成要因を含め

た問題については，今後の課題として残された．

　下仁田ローム層と鏑川流域の段丘との関係や，金剛萱で

表採された旧石器遺物の出土層位は未検討であるので，今

後の検討課題としたい．
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＜註＞

註1）シソ輝石の名称は，エンスタタイト－フェロシライト

系列の中間組成の輝石名として広く用いられてきた．最近

ではこの組成の輝石を，Fe-Mg比を基準として，エンスタタ
イトおよび単斜エンスタタイト（Mg：50％以上），フェロシ
ライトおよび単斜フェロシライト（Fe：50％以上）に分類す
るようになってきている（森本，1989）．
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