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要旨：群馬県南東部の八王子丘陵において，籾山峠付近に露出する河川堆積物の礫岩層を調査し，「広沢
礫岩」と命名した．広沢礫岩の産状，岩相および礫について偏光顕微鏡観察に基づく岩石記載を行った．
広沢礫岩に含まれる礫のうち 2割は食い違い礫であり，下仁田の神農原礫岩に見られる食い違い礫と類似
している．堆積年代を示す有効な情報は得られていないが，礫種構成や地層の固結度，ならびに礫の変形
の程度に基づいて堆積年代の考察を試みた．

キーワード : 八王子丘陵，広沢礫岩，陸成層，食い違い礫，神農原礫岩，大洗層，金山溶結凝灰岩

Abstract： The well-consolidated conglomerate (Hirosawa Conglomerate) is found in the Hachioji Hills, 
southeastern part of the Gunma Prefecture, Japan. This conglomerate consists mainly of round to sub-round boulders 
of chert, shale, and sandstone derived from the Jurassic accretionary complex of the Ashio Belt. The boulders of 
Early Eocene pyroclastic flow deposit of the Kanayama Welded Tuff are also found. The field observation, such as 
poorly-sorted lithology and imbrication of pebbles suggests that the conglomerate is alluvium. Although there is no 
information to estimate the geological age, we can point out two possibilities that the Hirosawa Conglomerate is 
correlative to the Paleogene conglomerate such as the Kanohara Conglomerate in the Shimonita area (Gunma Pref.) 
and the Oarai Formation (Ibaraki Pref.), or a lowest part of the Early Miocene Yabuzuka Formation.

Key Words：Hachioji Hills, Hirosawa Conglomerate, non-marine conglomerate , deformation of conglomerate, 
Kanohara Conglomerate, Oarai Formation, Kanayama Welded Tuff

はじめに

群馬県南東部のみどり市，桐生市，太田市にかけては，

鹿田山・八王子・金山などの丘陵が北西から南東に連なっ

ている．丘陵は幅が 3km，長さ 20kmほどで標高も 250m

前後であるが，地形的には北方に広がる足尾山地と渡良瀬

川によって完全に分断されている．これらの丘陵は，いわ

ゆる足尾帯を構成するジュラ紀付加コンプレックスを基盤

とするが，古第三紀初頭の大規模火砕流堆積物である金山

溶結凝灰岩や下部中新統（藪塚層や緑町層）が分布する点

で足尾山地と異なる．

今回，著者らは八王子丘陵の中央部を横断する県道 332

号線の籾山峠周辺を調査し，とくに峠に隣接する採石場に

おいて時代未詳の礫岩層を精査した．この礫岩層は基盤の

中・古生界の浸食地形を埋積した河川堆積物であると考え

られる．現時点では，この陸成層の年代決定に有効な情報

は得られていないが，礫種構成や地層の固結度，ならびに

礫の変形の程度から，少なくとも藪塚層の下位に位置する

と推定される．この礫岩層はこれまで全く報告されておら

ず，また関東地方の新生代地史を考察する際に貴重な情報

であると考え，ここに報告する．
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図１．広沢礫岩およびその周辺の地質図．

←は図 4に示した礫の調査地点であり，模式地とした大露頭の位置（36°22′05″N,139°20′12″E）を示す．

地質概要

本地域の新生界については河井・山田 (1960)，須藤ほか

(1976)らにより層序の基本が確立されたが，研究者により

一部層序区分や年代に一致しない点がある．本稿では飯島・

吉川 (1994)の層序区分を一部変更して使用した．

1　古第三紀

1-1　金山溶結凝灰岩層・北長岡溶結凝灰岩層

金山溶結凝灰岩は白色の流紋岩質溶結凝灰岩からなり，

中・古生界を不整合に覆って，太田市の金山 (239m)，桐

生市の茶臼山 (293m)，みどり市の鹿田山 (232m)など丘陵

頂部に広く分布する．高橋ほか (1991)の K-Ar年代法によ

り 58.5± 3.2Maおよび 56.8± 3.4Maが得られている．飯島・

吉川（1994）は金山溶結凝灰岩と岩質的に異なるものを北

長岡溶結凝灰岩とし，基質が強く溶結した赤褐色，細粒緻

密のデイサイト質ないし安山岩質溶結凝灰岩で，時代を古

第三紀としている．

1-2　広沢礫岩（新称）

県道 332号線籾山峠東の採石場内の西縁に東向する巨大

な露頭の頂部で，桐生市広沢町にある採石場内の標高 200

ｍの位置にある露頭を模式地とする．マトリックスは強く

固結した河川堆積物である．礫種は溶結凝灰岩，チャート，

砂岩，粘板岩が 9割以上で，球顆含有デイサイト礫（大澤

ほか，2015），花崗岩礫，安山岩礫を含まない．礫形は円礫，

亜円礫が 5割以上で，礫のうち 2割が食い違い礫である．

2　新第三紀

2-1　藪塚層滝ノ入部層

白色軽石質凝灰岩で構成され，かつては石材として採掘

されていた．北長岡溶結凝灰岩や足尾帯に由来する岩石片

を含み（大澤，2012），八王子丘陵西斜面に小規模に分布

している．鏡下ではバブルウォール状のガラス片がみられ

る，陸上堆積の軽石流堆積物である．

2-2　藪塚層湯ノ入部層

火山砕屑物を主体とする，淡水域の堆積物で，一部に陸

上堆積の凝灰岩や粘土層を挟在し，金山溶結凝灰岩礫，溶

岩類や黒石貫入岩体を含む．八王子丘陵西麓に分布してい

る． 

2-3　藪塚層籾山峠部層

八王子丘陵南東部の南西山麓に分布する．籾山峠南では

基盤の中・古生界にアバットし南西側に傾斜し，風化粘土

層や泥岩，淘汰不良の礫岩層を含む．礫種はチャート，砂

岩，頁岩，金山溶結凝灰岩，黒色安山岩などからなる． 

2-4　藪塚層大鷲部層

安山岩質の暗灰色軽石凝灰岩，黒色縞状溶結凝灰岩，灰

白色軽石凝灰岩などで構成される．八王子丘陵南西麓に分

布する．高橋・柳沢 (2003)は本層に重なる緑町層の珪藻

化石年代区分に基づき，本層は少なくとも 16.7～ 16.4Ma

より古いとした．　　　　　　　　　　　　　　

籾山峠部層

北長岡溶結凝灰岩

広沢礫岩

金山溶結凝灰岩

中・古生界

断層

凡　　例籾山峠部層
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広沢礫岩

金山溶結凝灰岩

中・古生界
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凡　　例
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中・古生界
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凡　　例
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2-5　緑町層

海成の砂質シルト岩を主とし，下部はコキナ質砂岩が挟

在し，上部ではスコリア凝灰岩の薄層が挟まる．本層から

は門の沢動物群に含まれる軟体動物化石が産出する．下部

のコキナ質砂岩には大型有孔虫化石が多量に含まれてい

る．砂質シルト岩より D33(16.7Ma)と D35(16.4Ma)の間を

示す珪藻化石が産出する（高橋・柳沢，2003）．

2-6　貫入岩体

八王子丘陵地域には少なくとも三つの貫入岩体が確認さ

れている．太田市藪塚町滝ノ入黒石峠西の黒石貫入岩体，

この西方に連続する岩脈，および吉沢町萩原の鹿島宮背後

の鹿島宮岩体の三つである．黒石貫入岩体は柱状節理が発

達し，黒色緻密な安山岩質岩で滝ノ入部層を貫いている．

黒石貫入岩体の西方に連続する結晶質岩脈は，堅硬かつ緻

密な黒色安山岩質岩で構成され，尾根道に沿って延びてい

る．鹿島宮岩体は鹿島宮背後の円錐形の小峰を形成する黒

色玄武岩質岩からなる．滝ノ入部層を貫き，湯ノ入部層の

一部と考えられる（大澤ほか，2014）．　

3　第四紀

菅塩礫層

未固結の円礫・亜円礫からなる河川堆積物である．中新

世の地層を不整合に覆い，南西山麓尾根の先端部に分布す

る．太田市大鷲町の採石場跡地（北関東自動車道脇）には

菅塩礫層からなる大露頭が存在する．ここでは大鷲部層を

不整合に覆う河川性の円礫・亜円礫を主体とする層厚約

20mの礫岩層が堆積している．

調査方法

礫種等の調査は，桐生市広沢町の採石場内にある標高

200ｍの犬走り上で，基盤である中・古生界の頁岩と上位

の礫岩との不整合より 8m礫岩側の内部で行った．調査方

法は，幅 1m，高さ 2mの範囲の礫岩を露頭表面から剥がし，

礫の長径，中径，短径を計測し，礫種と礫形および特徴を

107個記載した．

広沢礫岩の記載

広沢礫岩の模式地は，県道 332号線籾山峠東の桐生市広

沢町にある採石場内の西縁に東向する巨大な露頭の頂部付

近で，標高 200ｍの位置にある露頭（36°22’05”N,

139°20’12”E）とした．また，広沢礫岩の一部と見られる

別の露頭が菅塩峠の切通し（36°21’37”N,139°20’56”E）に

も存在していて，菅塩峠東方の 236mピーク周辺にまで分

布する可能性がある（図 3）．広沢礫岩からは今のところ

化石は発見されていない．周囲の地層との関係および礫種

から導き出せる堆積年代，神農原礫岩に見られる食い違い

礫と酷似した礫が見いだせることから，これまでに記載さ

れていない礫岩であると考え，新たに命名した．

1　産状

本礫岩は八王子丘陵主軸の最も高い稜線部に堆積してい

る．籾山峠以東では藪塚層堆積面が丘陵の南西山麓に一段

低位に堆積しているのとは異なる．見かけの層厚は約 80m

である．礫岩の最上部は標高約 236mピークで基底部は標

高約 163mである．中・古生界の基盤が V字谷を形成して

おり，谷底は西から東へ低くなっている．本礫岩は谷地形

を埋めるように堆積している．礫岩上部は風化帯で赤褐色

を呈し，下部の未風化部は灰色を呈している（図 4）．巨

礫や大礫が多く，谷底北側では層理は不明瞭で，淘汰不良

の多量の礫が基盤の南下がりの谷地形を埋積している．礫

岩基底部には一部層理が水平に見られる部分があり，これ

が露頭北縁では下方にわずかに湾曲した後，北側に傾斜し

ている．谷底南側では層理がより明確で，礫岩中に厚さ

30cmと 10cmの小レンズ状の中粒砂岩層が見られる．層

理の走向傾斜は，N75°W，28°Sである．部分的にインブ

リケーションが認められるが全体的にはあまり明確ではな

い．インブリケーションによる礫安定面の走向傾斜は，

N10°E～ 20°W，約 30°Sである．礫岩のマトリックスの一

部に東西水平方向に 3.5m強の擦痕が認められ，横ずれ摩

擦による厚さ数 mmの赤紫色砕粉細粒物が塗り壁のよう

図 2．本研究の層序．飯島・吉川（1994）を一部変更した．
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図 3．広沢礫岩の模式地とした大露頭の位置および菅塩峠の広沢礫岩の一部と見られる礫岩露頭の位置（地形図は地理院地図による）．
←１は大露頭（36° 22′05″N,139°20′12″E），← 2は菅塩峠の露頭（36°21′37″N,139°20′56″E）

図 4．広沢礫岩の模式地とした大露頭．
礫の調査は→の場所．頁岩との不整合より 8m礫岩側に入ったところで行った．高角断層 F1の南 12ｍと北 58ｍに断層が集中している．
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に垂直な薄層をなしている（図 7）．これは礫岩堆積後に

大きな力が作用したことを示している．また，本露頭には

多くの断層が存在している．走向は北西－南東方向と北東

－南西方向のものがあり，傾斜は 80°～90°の高角度のも

のが多い．鉛直方向の変位が数 m以上あるものでは基盤

の断層が礫岩にまで及んでおり，露頭面の風化と浸食によ

り大きな割れ目を形成している．露頭北縁には基盤の一部

である金山溶結凝灰岩とその上に不整合にのる広沢礫岩を

10m以上変位させ，破砕帯を伴う大きな高角断層（F1）

が存在する（図 4，5）．破砕帯の幅は 2m～ 5m以上に達

するとみられる．露頭北縁部では幅約 70mの範囲に多く

の断層が集中している．

2　岩相

礫の分級は淘汰不良で全体としてマトリックスは少な

い．金山溶結凝灰岩の巨礫や大礫の円礫，亜円礫とチャー

トの巨礫，大礫の亜角礫，亜円礫，円礫が大部分を占めて

いる．また，砂岩や黒色頁岩も含まれている．大澤ほか

（2015）が報告した湯ノ入層より上位に含まれる球顆含有

デイサイト礫，および飯島・吉川（1994）の菅塩礫層に含

まれる花崗岩礫は見つかっていない．礫を調査した地点で

は，礫岩中の礫とマトリックスとが非常に硬く固結してい

る．マトリックスは粗粒砂岩からなり，礫の間を埋めてい

るものの，量が少なく礫支持である．割れ目が見られる礫

やずれた面が食い違った状態で膠結している食い違い礫が

見られる．本礫岩には，薮塚層に見られる粘土層や風化凝

灰岩層などの細粒湿地性堆積物は全く存在しない．以上の

ような層相や岩相は褐色風化部，灰色未風化部ともに共通

している．

３　礫

3-1　礫種

107個の内訳は，溶結凝灰岩 34%，チャート 43%，砂岩

10%，粘板岩 9%，頁岩 3%，その他固結したマトリックス

が 1%である．

溶結凝灰岩（金山溶結凝灰岩）

斑晶鉱物は，石英，斜長石，黒雲母の順で多く，わずか

に斜方輝石，単斜輝石，角閃石が認められる．黒雲母の多

図5．高角断層F1および金山溶結凝灰岩とその上にのる広沢礫岩の
基底部．F1は図4の高角断層の続き，広沢礫岩を切っている．断層破
砕帯には広沢礫岩の礫が多数混じっている．メジャーは50㎝．

図8．広沢礫岩のインブリケーション．
明確ではないがインブリケーションは確かに認められる．偏平な礫
の安定面はN10°E～ N20°Wの走向，傾斜は30°Sである．

図7．広沢礫岩内のマトリックスに水平方向に残る，長さ3.5ｍ強の
擦痕の一部．

図6．広沢礫岩のV字谷の底部から北斜面を見たところ．
↓の先がV字谷の最低部，標高は約163ｍ．破線は不整合の位置を示す．
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くは変質している．石基は細かいガラスとガラス片からな

り，ユータキシティック組織が認められる．石基のほとん

どは変質して黄淡緑色の粘土鉱物になっている．また，脈

状の石英も認められる．斑晶石英は 2mm～ 4mmの大き

さの粒が目立つ．角の取れた四角な形や曲線状の輪郭をも

つ半自形や多形で，融食形も認められる．波動消光するも

のがある．石英の亀裂部に粘土鉱物が見られるものもある．

岩片はチャートや砂岩である．斑晶の石英や斜長石には，

圧力をうけて破砕されて細かく分裂したり，双晶がずれて

断裂したりしているものが認められる．礫として産出する

溶結凝灰岩は、斑晶鉱物の種類や量が類似していること，

黒色ガラス質レンズを含んでいないこと，産地がきわめて

近いことから須藤ほか（1976）の金山流紋岩類ⅡかⅢある

いはその両方である．

チャート

緻密な黒色，灰黒色，灰色，乳白色，やや透明感のある

青灰色や緑灰色，赤褐色など様々な色のチャートが産出す

図9．写真中央の断層(↓）に調和的な食い違い礫の割れ目．
断層右の溶結凝灰岩礫は左部分が欠けている．礫のひび割れは断層
に調和的である．スケールは60㎝．

図11．明瞭な3つの割れ目がある食い違い礫．
食い違い礫は金山溶結凝灰岩で割れ目の走向傾斜は，①　N65°W,
80°N　②　N70°E, 垂直  ③　N70°E，78°S．スケールは30㎝．

図10．広沢礫岩には，多数の食い違い礫が見られる．
ハンマー下の食い違い礫の割れ目はN85°E,80°N.ハンマー上の食い違
い礫の割れ目はN60°E,70°N.

図12．広沢礫岩の礫とマトリックス．
角の取れた砂岩，チャート，金山溶結凝灰岩，頁岩などが隙間なく
堆積している．広沢礫岩は礫支持で，マトリックスは固結した細礫
である．礫にはインブリケーションが見られる．スケールは20㎝．

図13．広沢礫岩の一部と考えられる菅塩峠の礫岩．
スケールは50㎝，スケール脇の巨礫は金山溶結凝灰岩．食い違い礫
はここでも見られる．位置（36°21′37″N,139°20′56″E）
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八王子丘陵で発見された陸成礫岩層について

る．チャートの片割れや圧砕されて分裂した状態で産出する礫

が多数ある．表面が研磨をうけている礫が目立ち特徴的である．

砂岩

石英粒と岩片を含み，長石類は少ない．石英の粒径は

1mm以下で淘汰がよい．岩片の大きさ 1mm前後である．

頁岩・粘板岩

多くは黒色ないし灰黒色だが，灰白色のものがある．葉

片状の剥離性を有するものもある．球形だけでなく偏平な

丸みを帯びたものが産出する． 

マトリックス

粗粒砂からなり，強く固結している．粘土や凝灰岩は認

められない．

3-2　礫形

107個の内訳は，円礫 34%，亜円礫 23%，亜角礫 31%，

角礫 12%である．

3-3　食い違い礫

断層のようにずれたまま膠結している礫や地層内で割れ

た状態の食い違い礫が認められる．107個のうち，20%は

食い違い礫である．食い違い礫の礫種は溶結凝灰岩が

62%，チャートが 33%，砂岩が 5%で，溶結凝灰岩とチャー

トが 95%を占める．食い違い礫の礫形は円礫 52%，亜円

礫 29%，亜角礫 14%，角礫 5%である．溶結凝灰岩の斑晶

の中には，波動消光する石英や斜長石が圧力をうけて破砕

されて細かく分裂したり双晶がずれて断裂したりしている

ものが認められる．食い違い礫の割れ目の走向傾斜は、本

礫岩内に見られる断層と調和的である（図 9）．

3-4　大きさ

最大礫は長径で 115cmだった．長径による大きさの割

図14．広沢礫岩に含まれる金山溶結凝灰岩の食い違い礫の偏光顕微
鏡写真（クロスニコル）．　半自形の石英の内部がひび割れている．
波動消光する石英がある．スケールは1㎜．

図15．広沢礫岩に含まれる金山溶結凝灰岩の食い違い礫の偏光顕微
鏡写真（クロスニコル）．　石英を貫くようにガラスが充填した大き
なひび割れが貫き，基質部まで伸びている．石英の内部にくさび状の細
いひび割れが認められ，2本のひび割れが斜交している．スケールは1㎜．

cm

cm

cm

cm

cm

図16．広沢礫岩中の礫．　礫形は約6割が円礫や亜円礫で丸みがある．礫種は約8割がチャート(Ch)や金山溶結凝灰岩(WT)が占め，その他に砂
岩(Sd)，粘板岩(Sl)，頁岩(Sh)などを含む．食い違い礫は2割である．
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大澤澄可・矢島祐介・中島啓治・宮崎重雄

合を図 16に示す．

４　堆積年代

本礫岩は V字谷を埋めて堆積した陸成層である．谷の

北面は足尾帯中・古生界の頁岩を不整合で覆っている．南

面は直接確認できないものの，稜線の登山道 245mピーク

付近では本礫岩から中・古生界の砂岩になっていることか

ら，砂岩を不整合で覆っていると考えられる．模式地の北

側では，金山溶結凝灰岩を不整合で覆っている（図 5）．

籾山峠南方に分布する籾山峠層との直接の関係は確認でき

ない．礫種は金山溶結凝灰岩が含まれている一方，北長岡

溶結凝灰岩や大鷲溶結凝灰岩の礫および球顆含有デイサイ

ト礫は見いだせない．また，菅塩礫層に見られた花崗岩礫

も見いだせない．したがって，本礫岩の堆積年代は，金山

溶結凝灰岩の礫が入っているのでそれよりは新しく，薮塚

層起源の礫が無いのでそれよりは古いといえる．マトリッ

クスの固結度や礫種から，第四系ではなく中新統ないし古

第三系である．古第三系の礫岩としては下仁田の神農原礫

岩や大洗の大洗層がある．大洗層は陸成層とされている．

このことから，広沢礫岩は神農原礫岩や大洗層に対比され

る可能性がある．一方，薮塚層は陸成層の火山噴出物とそ

の再堆積物で礫岩も含んでいる．もう一つの可能性として，

広沢礫岩は藪塚層に含まれ，その最下部に位置することも

考えられる．

まとめ

時代未詳の礫岩を発見し，広沢礫岩と命名した．本礫岩

は基盤の中・古生界が浸食された V字谷地形を埋めて不

整合の関係で堆積しており，見かけの層厚は約 80mであ

る．V字谷基底部ではインブリケーションが一部認められ，

マトリックスに粘土層を挟まないことから，本礫岩は陸成

層であり，中・上流部の河川堆積物である．礫種は溶結凝

灰岩 34%，チャート 43%，砂岩 10%，粘板岩 9%，頁岩

3%，その他固結したマトリックスが 1%だった．溶結凝

灰岩は金山溶結凝灰岩であり，北長岡溶結凝灰岩や大鷲溶

結凝灰岩は含まれていない．食い違い礫が 20%含まれ，

それらの内訳は溶結凝灰岩とチャートが 95%を占めてい

る．本礫岩の時代は古第三系と考えられ，下仁田の神農原

礫岩や大洗の大洗層に対比される可能性がある．もう一つ

の可能性として，中新統の藪塚層に含まれその最下部に位

置することも考えられる．
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図17．広沢礫岩の模式断面図．
広沢礫岩はV字谷地形に堆積し，基盤である足尾帯の中・古生界を不整合に覆っている．南北の長さは約500ｍ．
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