群馬県立自然史博物館研究報告（6）

：5牙74, 2002

59

〆……ハヱシーーーー

原著論文
〜ーY延〆、〜ー〜戸唱へ

群馬県南牧村砥沢の金鉱山跡調査報告（続）
−砥沢岩体のK‑Ar年代と南牧周辺地域の新生代火成活動史一
佐藤興平
産業技術総合研究所：〒305‑8567茨城県つくば市東1−1−1中央第7

要

旨

群馬県南西部の南牧村砥沢に産する石英閃緑ひん岩質貫入岩体（砥沢岩体）には，小規模な金
(Au)の鉱化を伴う．貫入に続く熱水活動は，岩体周辺の秩父帯の堆積岩類を変質させ，破砕帯の
一部に金を濃集させただけでなく，貫入岩体自体をも変質させ，その一部は良質な砥石として江戸
時代以降長期にわたって採掘された．

この鉱化作用や熱水変質の時代を知るため，主に石英と絹雲

母からなる変質岩2個を選び全岩のK−Ar年代を測定したところ, 4．1±･1Maおよび5.0±0,1Ma
を得た．

この結果は砥沢岩体の貫入とこれに伴う鉱化作用が前期鮮新世の4‑5Ma頃に起こったこと

を示す．金鉱山跡の旧坑に産する強変質岩脈について得られた年代(4.1Ma)が，変質度のやや弱い
貫入岩体本体の年代(5.0Ma)より少し若いのは，破砕帯など鉱化を規制した割れ目系を通る熱水の
活動が，綴密な貫入岩体内部よりもいくぶん長期にわたって継続したことを示唆する．

南牧村北部から下仁田町西部に広く分布する本宿層も，既存の年代データから，後期中新世末一
鮮新世の火山岩類や湖成層が径10km程の規模をもつ陥没カルデラ内とその周辺に堆積したものと
推定され， その南の縁に近接する砥沢岩体はこれと一連の火成活動で生じたと考えられる．砥沢岩
体と本宿層の海抜高度の比較から，砥沢岩体を形成したマグマは地下0.5‑1km程度かそれより浅い
場所に貫入して固結したと見積もられ，その一部は地表に噴出した可能性も考えられる．

群馬県南西部一長野県佐久地域は，古第三紀にはアジア大陸東縁部の前弧域的な陸域に位置した
と考えられ，地層としての明確な記録が無いが， 中新世に入って日本海の拡大に関係したとみられ
る海進が始まり，海成層の内山層が堆積した．
ると，

中新世以降の地層や火成岩類の年代データを概観す

この地域の火成活動は中期中新世と後期中新世末期一前期鮮新世の2つの時期に特に活発で，

その間にはやや静穏な時期があったらしい様子が浮かび上がってくる．砥沢岩体や本宿層を形成し
た後者の火成活動も3Ma頃には終息し，第四紀には火成活動の中心が西方の八ヶ岳火山群へと移動
した．

この火山フロントの明瞭な後退は，東北日本弧と伊豆マリアナ弧の会合部付近における地球

内部の特異な変動形式の反映とみられ， その原因に興味がもたれる．
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もなかったため，実際にはいつの時代に何を採掘したのか

1 ．はじめに
群馬県南西部の南牧村砥沢には，

は不明のままであった．

甲斐の武田氏によって

金が採掘されたという言い伝えの残る旧坑がある．

この旧

の主催により，

しかし1997年夏，南牧村文化協会

この旧坑の調査が初めて行われ，その後の

補足調査や採取した試料の地球化学的検討などによって，

坑については，鉱山開発を記録した古文書などの歴史学的

この旧坑が金(Au)を目的に開削されたこと，

証拠が見付かっておらず，鉱床学的な調査が行われたこと

期は江戸期以前の古い時代と太平洋戦争直前の新しい時代

受付：2()02年1月22日 ；受理：2002年2月21日

また開発時
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とに分けられることが判明した（佐藤, 2001).

これらの

調査．研究により，金の鉱化は砥沢集落の南側に分布する

ことを指摘して垢いた（佐藤2001).

(1)は南牧村の北
もご』今く

縁部から下仁田町の西部にかけて広がる本宿カルデラの活

石英閃緑ひん岩質の岩株（ 「砥沢岩体」と命名）の貫入に

動時期にあたり，

伴う熱水活動によりもたらされたことが明らかになるとと

As−Sbという組合せの鉱化に砥沢岩体との類似性が認めら

もに，砥沢岩体からかつて大量の砥石が採掘されたことと

れるからである．

併せて，砥石鉱床と金鉱床が密接不可分の関係にあること

射年代の測定が不可欠である．そこで，前報脱稿後に代表

が浮かび上がってきた．すなわち，砥沢岩体の貫入に伴う

的な2試料についてK−Ar年代を測定したところ, 5−4Ma

熱水活動は，岩体自体を変質させて砥石鉱床を形成すると

という結果が得られ，上記の予想が確証されることになっ

ともに，岩体周辺部に金鉱床を形成したのである．金の鉱

た．

化は，調査を行った旧坑（ 「砥沢金山跡」と命名）だけで

デラや群馬一長野県境部の火成活動との関連について考察

なく，岩体周辺の他の場所にも生じていたとみられ，

する．

「大

カルデラ中央部の市野萱岩体に伴うAu‑
しかし，活動時期を具体的に知るには放

ここではこの検討結果を報告するとともに，本宿カル

黒鉱山」と称する金山が砥沢南方の砥山本谷上流に存在し
たことを示唆する記録も見付かっている （佐藤2001).
鉱化作用の全容解明には至っていないが（註

2．砥沢岩体と金鉱床の概略

），砥沢金

山南東の大水沢にはかってアソチモソ（輝安鉱, Sb2S3)

砥沢岩体は，砥沢集落の南側に露出する石英閃緑ひん岩

を採掘した旧坑も知られており，砥沢岩体はAu‑Sbの鉱

質の岩株状の貫入岩体で（註2），径1km弱の主岩体に小

化を伴う貫入岩体として鉱床学的に興味深い．

規模な衛星岩体を伴う

ところで，砥沢岩体の貫入および鉱化作用の時期につい

ても，

これまで年代測定がなされたことがないため，詳細

は不明のままであった．

しかし，群馬県南西部と長野県の

（第1図)．

これらは，泥岩とチャー

トを主とする秩父帯の堆積岩類を貫ぬき，それらに熱水変
質を及ぼすとともに貫入岩体自身も強い熱水変質を受けて
いる（佐藤2001)．調査した砥沢金山跡付近の南牧川河

ある程度の推測は可能で

床は砥沢岩体の北縁部にあたり，秩父帯の堆積岩類との貫

あり，前報では（1）後期中新世一前期鮮新世の6‑3Maの頃

入境界を追跡することが出来るが(第2図)，実際には双方

もしくは（2）中期中新世の14‑11Maの頃の二つの可能性を

とも強く変質している上に貫入岩中には母岩の角礫岩片が

挙げ，伴う鉱化作用の類似性から（1）の可能性がより高い

含まれることも多く，境界の判定にはかなりの注意が必要

県境付近の火成活動の歴史から，

面

第1図南牧村の地質の概略と砥沢岩体および砥沢金山跡の位置
群馬県地質図作成委員会(1999)を簡略化砥沢岩体（中央黒色部）
周辺の衛星小岩体は群馬県(1955)を参照．
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である．変質が著しい場合は，小岩片だけでは原岩の判別
がつかないこともある．

これらの熱水変質岩類は，原岩の

種類を問わず， 主に石英と絹雲母に少量の黄鉄鉱を伴うと
いう単純な鉱物組合せのものが多く，一部には緑泥石や方

解石も含まれる．貫入岩の場合，石英は自形の微斑晶(＜0.5
98N25

mm)として散在するが，量的には10‑30"mの微細粒子と
して絹雲母とともに石基部分を構成するものが多い．斜長

‐蕊、

仮像となっていることが多く

灘

、

石斑晶(0.5‑1.5mm)はほとんど全て絹雲母に交代された

1

、

、

（第3図A, B参照),残って

１

、

１

98N18

︲︑︑︑尋︑︑

いることは稀である．貫入した火成岩にもともと含まれて

１

98 N21

１

いたと考えられる苦鉄質鉱物は，検討した試料には見出さ

Ｉ

れず，熱水変質により全て分解してしまったと考えられる．
悪

このように，熱水変質の影響で砥沢岩体の火成岩としての
岩質は判然とはせず，

本稿で石英閃緑ひん岩質とした呼称

98N20｣￨3

も岩体全域の調査により未変質もしくは弱変質部を見出し

た上で，再検討する必要があろう．

×

≦

しかしながら， 熱水変

余地はなく ，

ｘ×

質が本岩体の貫入に引き続く一連の作用であることは疑う

Z

X〆

しかも熱水変質で出来た絹雲母がKを含む主
98N1

要構成鉱物として含まれるので,K‑Ar法による年代学的

、

97N22‑

な検討対象としてこの変質岩は都合がよい．
砥沢金山の旧坑は砥沢岩体北東縁部の破砕作用を受けた

熱水変質帯に開削されており

97N21

（第2図)，坑内の試料を中

97N19−−−

￨図

弓

8N12

ノ

シ声

心にAu25ppmに達する金の濃集が確認された（佐藤2001,
第3表参照)．変質帯の分布やAu・Asなど鉱化関連元素
の含有量の特徴から，金の鉱化は砥沢岩体の貫入によりも

皿/薊

たらされたもの考えられ，鉱化作用は熱水変質作用の一部
ととらえることができる．

､受

98N8
N8
式

8
浸
ご￨ぼ

旧坑で掘削された岩石は，主に

，噸

熱水変質を受けた泥岩とチャートであるが，一部には砥沢
岩体の分岐脈と考えられる岩脈もみられ，

潮

また断続的な石

鐸』

98 N9

英脈も観察された．著しく高いAu含有量はこのような石

98N7' / "¥

N7'/

英脈で得られたものである．以上の観察から，絹雲母の年

／

一一

代はほぼ鉱化年代を示すと考えてよいだろう．

98N6

砥沢岩体
(石英閃緑ひん岩一石英斑岩質）

鰯泥岩

3．年代測定の試料と結果
3. 1

試料の選択と調整

K‑Ar年代測定に用いた試料は，砥沢金鉱床に近い砥沢

｜

蕊チャート

98N4

(秩父帯）

蜜
駐ざ

岩体北縁部から採取した多数の試料の中から最適と思われ

●

るのもを選ぶこととし，必要に応じて補足的な試料採取も
行った．砥沢岩体の全岩K‑Ar年代は，唯一の含K熱水変
質鉱物である絹雲母のK‑Ar年代を求めることになる．

そ

0

100

1

1

瀞

200m
，

こで測定試料の選択にあたっては，堆積起源の白雲母混入
の可能性を完全に排除するため，

まず堆積岩や堆積岩の捕

獲岩片を含む貫入岩の試料を除外した．次に貫入岩源の変
質岩の中から，

（1）肉眼および鏡下の観察により風化が

認められず異質岩片を含まない均一なもので，

（2）構成

鉱物としては方解石や緑泥石を含まず基本的に石英と絹雲
母からなり黄鉄鉱が少ないこと，

を基準として測定候補を

第2図砥沢周辺の地質概略と年代測定試料

(97N6b,98N20)の採取位置を示すルート図．
97N6bは￨日坑Aの坑口から5m入った地点で採取

（本文参照） ．佐藤（2001）の化学分析試料の採
取位置（番号に枠の無いもの）

も併記
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しぼり，その中から更に(3)X線粉末回折の絹雲母の反

これらの試料に含まれる鉱物は，実質的には石英・絹雲

射が明瞭で，含有量が多くかつ結晶度の高そうな試料を採

母・黄鉄鉱の3種類だけである．

用することにし，最終的に97N6bと98N20の2試料を抽出

物がごく少量含まれる．絹雲母は5 50"m程度の細粒葉片

した．それらの採取位置を第2図に示す．

状鉱物として微細粒石英とともに基質を構成し，

97N6bは前報で旧坑Aとした坑道の入り口から約5m入っ

この他ルチル様の微細鉱

またしば

しば斜長石を交代した仮像の形で濃集している. X線粉末

た地点の左側坑壁から採取したもので，砥沢岩体の分岐脈

回折パターソは多形（ポリタイプ) 2M,のものに一致する．

と考えられる岩脈の一部である．岩脈の幅や方向はそれぞ

絹雲母の粒度は98N20(<20"m)よりも97N6b(10‑50"m)

れ2‑3m程度でNNW‑SSE系とみられるが，断層に切られ

の方が大きく，基質の石英の粒度もそれぞれ10‑50"mお

坑外の連続性も確認できなかったため，正確なところは分

よび50‑100"m程度であって，鉱床中の岩脈(97N6b)の方

からない，

が主岩体内部(98N20)よりも強い変質を受けたことを示唆

しかし，

いわば鉱床中に産する岩脈であって，

鉱化年代の把握には最もふさわしい試料と言えよう.

98N

する. 97N6bの黄鉄鉱の近傍には100"mに達する比較的

20は日影集落南部にある中道院北の砥山本谷の川に架かる

粗粒の絹雲母も見られる（第3図D) .

年代測定をした上

橋のたもとで採取したもので，岩体の縁からは水平距離に

記2試料中の黄鉄鉱は，選択の結果除外された他試料に比

して120m余り岩体内に入った地点にあたる．貫入境界に

べて少ないが， それでも5‑15個/cm2程度の黄鉄鉱粒(0.1

近い試料は母岩の岩片を含むことが多く，不均質な特徴に

0.5mm)が散在する．一般に黄鉄鉱は自形性の強い鉱物

より年代測定の対象からは除外される結果となったが， 98

で，変成岩のように固相媒体中で結晶成長する場合でさえ

N20はそのような異質岩片を含む岩石の基質に代わるもの

しばしば自形を呈することが知られているが（例えば，

と言えよう．

Ramdohr, 1969,p.782‑784),

いずれも第2図の範囲の砥沢岩体に典型的な

これら年代測定試料中の

貫入岩組織と変質鉱物組合せを持つ点で，砥沢岩体の代表

黄鉄鉱は半自形 他形で，鏡下観察では明瞭な自形粒子は

的な試料と見なされる（第3図参照)．

見られなかった．一方，

邑霧

蕊

これら半自形 他形の黄鉄鉱は，
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第3図年代測定試料の顕微鏡写真
A: 97N6b (透過光，直交ニコル) .絹雲母に交代された斜長石仮像(Pl)と周囲の基質（石英十絹雲母)

;B:98N20

（透過光， 直交ニコル)． 97N6bと同様の鉱物共生関係だが，やや細粒;C:97N6b(反射光). Py:黄鉄鉱（半自形一
他形で包有物に富む)．暗色部は透明鉱物（石英十絹雲母） ． D:97N6b(透過光，下方ニコルのみ） ．黄鉄鉱粒（黒
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第1表群馬県南牧村，砥沢岩体の全岩K‑Ar年代
採集地点と産状
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1
1
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1
1

1 (av.)

ｽβ＝4.962×10‑lo/y, 1e=0.581×10‑10/y,40K/K=0.01167atom%

(SteigerandJager,1977)

＊：熱水変質を受けた石英閃緑ひん岩質貫入岩（石英＞絹雲母＞＞黄鉄鉱， 本文参照） ．
40Arは放射性起源40Ar

絹雲母や石英とみられる微細な自形透明鉱物を包有したり

代が若返るような火成活動の証拠は知られておらず，砥沢

外形が絹雲母の形に規定されるなど（第3図C, D),珪酸

岩体の貫入やこれに伴う熱水変質作用はこの地域では最後

塩鉱物に遅れて晶出した様子がうかがわれる． また，

これ

の火成活動を記録したものと考えられるので，得られた年

らの黄鉄鉱中には稀ではあるが5‑10"mの丸みを帯びた磁

代はそのまま絹雲母を生成した熱水変質の時代と考えて差

硫鉄鉱がいくつか見出された． 98N20の試料調整時にたま

し支えないだろう． また，

たま検出された黄鉄鉱の高磁性の原因は，

この磁硫鉄鉱包

により引き起こされたことは変質岩の野外の分布からみて

有物に起因するのかもしれない（註3）．年代測定を目的

確かであり，得られた年代値は砥沢岩体の貫入年代に非常

この熱水変質が砥沢岩体の貫入

にした試料に含まれる黄鉄鉱は，少量とは言え不純物であ

に近いものと考えられる．砥沢岩体をつくったマグマは秩

る． そこで，通常の鉱物分離におけると同様に，岩石試料

父帯の堆積岩類に貫入し，固結・冷却の過程で周囲の岩石

を粉砕して節い分け，脱イオン水による洗浄と乾燥の後，

に熱水変質を及ぼして変質帯の一部に金(Au)を濃集させ

アイソダイナミック・セパレーターと重液を用いて黄鉄鉱

るとともに，

を取り除いた．最終的には，黄鉄鉱がほぼ完全に取り除か

のである．

れ相対的に絹雲母の含有量が高まった60‑80meshの粒度の

自らも変質してその一部を砥石鉱床に変えた

貫入の初めから熱水変質の終了までに要した時間は，興

ものを測定に供した．

味深い課題ではあるが，具体的な時間の見積もりには更に

3.2測定と結果

株状を呈することから，丹沢岩体や甲斐駒ヶ岳岩体のよう

詳しい検討が必要である．

しかし，砥沢岩体が小規模な岩

K‑Ar年代の測定は米国のAlleghenyTechnologies社

な大規模な花崗岩質岩体（第6図参照）について見積もら

(旧Teledynelsotope社， 測定者:KeithNoyes)に依頼し

れた50‑100℃/Ma(1万年で0.5‑1℃冷却)というような比較

て行われた．年代値は97N6bについて4.1±0.1Ma, 98N20

的ゆっくりとした冷却史（例えば，佐藤ほか, 1986, 1989,

について5．0±0.1Maであった（第1表).年代計算に用い

1990;Sato,

た壊変定数は， スβ＝4.962×10‑'0/y, スe=0.581×10‑'0/y,

万年以内の短期間に全ての活動を終えただろうと想像され

40K/K=0.01167atom%(SteigerandJager,1977)であ

る．

1991)を経たとは考えられず，おそらく100

この点で興味深いのは，砥沢岩体内の98N20の与えた

り，誤差はこの社の方式として2.5％で表示してある （少

5.0Ma#,岩体外の分岐脈97N6bの与えた4.1Maより誤差

数以下2桁目は四捨五入)．

の範囲を超えて古いことである．

2つの試料について得られた年

代値はいくぶん異なるものの，

いずれも前期鮮新世（5.3‑

3.5Ma)の年代であり，前報で予想した6‑3Maが裏付けら
れる結果となった．

2つの年代値の違いが測定誤差を超え

た有意の差であるらしいことも注目される．

これは岩体の内部ほどゆっ

くり冷却し相対的に若い年代を記録するだろうという予測
とは逆の結果である．

これは何故だろうか？

熱水変質を伴う貫入岩体の冷却は，熱伝導のみによる冷
却とは違って，熱水の流通を媒介とした開放系のプロセス

であるから，岩体の中心からの距離に応じてより古い年代

4．考察：新第三紀火成活動史における砥沢岩体
4. 1

砥沢岩体のK‑Ar年代値と熱史

が記録されるというような単純なものではなくて，

質鉱物である絹雲母のK‑Ar年代は，

熱水変

むしろ熱水の流通を

規制したであろう割れ目系に支配される可能性が考えられ

測定した2試料に含まれる鉱物は実質的には石英と絹雲

る．貫入岩体やその周辺がいくぶん冷えて脆性的な破壊が

母だけであり，得られたK‑Ar年代は絹雲母の年代と解さ

起こりやすくなるような段階では，冷却に及ぼす割れ目系

れる．砥沢岩体の付近には，

の影響がいっそう大きくなると思われる．

その後の熱的影響でK‑Ar年

つまり，熱水が

佐藤興平
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長期にわたって循環するような活発な破砕帯があれば， そ

湖成層を挟み，一括して本宿層と名付けられている （地質

の付近では絹雲母が相対的に若い年代を記録することは十

調査所， 1969；本宿団体研究グループ， 1970)．黒滝山や

分にあり得るだろう．

荒船山だけでなく，砥沢北方の大屋山(1080m)や星尾北西

旧坑Aが破砕を受けた変質帯に開削

の立岩(1265m)も本宿層からなる．湖成層を鍵層として解

されており, 97N6bの岩脈も断層で切断されていること，
石英や絹雲母の粒度が主岩体内の98N20よりも大きく ，

ほしお

よ

り強い熱水変質を受けたと考えられることなどを合わせる

析された本宿居の堆積構造は，

カルデラ内の2次的な陥没

による急傾斜部分を除けば基本的には水平であり，

カルデ

と，相対的に若い97N6bの年代は熱水活動の継続時間が長

ラ域全体が形成後に傾動したとは考えられない．

かったことを物語るとも解される．

て原理的には，砥沢岩体およびこれと同時期の本宿層中の

このように，二つの試

料の年代差(0.9Ma)は，砥沢岩体の貫入から熱水変質の終
了までに要した時間について束縛条件を与える貴重な資料

したがっ

火山岩層との高度差が，貫入深度を示すことになる．
ところで，

もし本宿居が堆積した当時の地表が平原であっ

マグマー熱水系の熱史を更に詳し

たとすれば， 本宿層は現在の地形的高所にのみ分布し，基

く議論するには, K‑Ar法だけではなく閉鎖温度の異なる

盤である秩父帯のジュラ系や内山層などの中新統との境界

年代値を与える他の手法も併用した高精度の年代測定に加

は地形図の等高線とほぼ平行になるはずである．

ともなり得る． ただし，

ところが

え，熱水変質温度の見積もりなど総合的な解析が必要とな

実際の地質図（地質調査所， 1969）を見ると，本宿層が南

ろう．

牧村北部の山岳地帯に分布することは確かであるが，基盤

との境界はかなり複雑であり，

当時の地形が起伏に富んで

そこぜ

いたことが分かる．例えば底瀬付近のように等高線とは余

4.2砥沢岩体の貫入深度と本宿カルデラ
上記の様な熱史の考察においては，砥沢岩体が貫入し固

結した深度も重要な要素である．

同じ地温勾配であれば，

り関係ない直線的な境界は（第1図参照)，陥没カルデラ
の縁の急崖部にあたると解釈されている（本宿団体研究グ
くるだき

浅所に貫入した岩休の方が深所に貫入した岩体より速く冷

ループ,

1970).黒滝東方の境界には，延長3km幅250mに

却することは言うまでもない．砥沢岩体が花崗岩類と比べ

及ぶ岩脈が貫入しており，

て細粒の組織をもつのは，岩体が小さくかつ浅所に貫入し

上昇通路となった深部断裂につながることを物語る．一方，

て急速に冷却したため，構成鉱物が大きく成長する余裕が

本宿層の基底部が等高線と比較的調和した曲線を描くのは，

なかったからだと考えられる．熱伝導に加えて熱水変質作

砥沢北方から星尾を経て長野県境にかけた地域である．基

直線的な境界の一部はマグマの

用は，流通する水を媒体にして熱を輸送・発散することに

底部の標高は，砥沢北方では600‑800m,

よる効果的な岩体冷却プロセスでもあり，

800‑1000mである．

これは相対的に

星尾の北西では

この付近の本宿層は荒船山(1422m)か

温度．圧力が低く割れ目系の発達しやすい地下浅所でより

ら兜岩山(1368m)に至る尾根に沿って長野県側に突出した

有効に働くはずである．砥沢岩体の固結深度を見積る方法

形で分布し， その基底部が地形図の等高線と調和的である
ことから，

はあるだろうか？

実は，砥沢岩体の年代が次項4.3で考察する本宿カルデ

この付近の当時の地表は比較的平坦であり，

ルデラの外側にあたっていたことがうかがわれる．

カ

このよ

ラの活動時期にほぼ一致することが確認されたことにより，

うに，

ある程度の推測が可能になった．砥沢岩体が貫入した5−4

本宿層全体の年代が精密に求められている訳ではないから，

Ma頃の地表は， 本宿カルデラの噴出物の分布高度付近に

地表位置を時期ごとに厳密に描き出すことは難しい．

あったとして近似できるからである．

南牧村北部には本宿

カルデラの安山岩質火山岩類が広く分布し，その一部には

当時の地形が変化に富んでいたと考えられる上に，

推定されるので，

この付近に砥沢岩体貫入時の地表の一部

三シ岩岳
砥石採掘跡B

E

￨秩父帯ｼﾕﾗ系
l

1

l

l

,

l

N

m

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 −
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大屋山

哉

しか

し，後述のように荒船山付近の火山岩の年代は5‑3Ma頃と

500m

第4図砥沢岩体と本宿層の位置関係を示す断面図（縦横比1:1) .
NSは大屋山から日影を経て砥石採掘跡A(主に江戸一明治期）を通るほぼ南北の断面, EWは三シ岩岳と砥石採掘場B
（明治一昭和期）を通るほぼ東西の断面．砥沢岩体や本宿層と秩父帯ジュラ系との境界の形態はよくわかっていない．
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があった可能性は高い．
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周囲を広く被ったであろう．そのような火山岩類が南牧村

さて，基盤の秩父帯に刻み込まれた谷を流れる南牧川の
かんのう

南部や上野村に見られないということは，

これらの地域が

おざわ

標高は，上流の勧能付近で500m,下流の小沢付近で300m

火山活動の時期にすでに相対的な高地となっていて噴出物

であり，金山跡のある砥沢神社では410mである （第1 ,

が溜まりにくかったか，鮮新世以降の隆起量が比較的大き

2図参照)．

したがって，砥沢金山跡と砥沢北方の本宿層

く一旦堆積した本宿層が削剥され失われたかのいずれかで

下底との高度差は， わずか200‑400mであり，星尾付近の

あろう．約5百万年前の本宿カルデラの姿を復元すること

それと比べても400‑600mでしかない．荒船山頂と比べて

は，興味深い今後の課題である．
よ

じ

も約1000mである．砥沢岩体から分岐した衛星岩体と考え

なお，余地峠の東側には地形的にはむしろやや低い位置

られる小岩体が砥沢本谷上流の三シ岩岳西斜面にあって

に本宿層相当とされる径2km程度の小規模な火山岩類が分

（第1図), 1980年まで砥石が採掘されたが（浅川礼太郎，
私信， 2001)，その地点の標高は700mに達する．砥沢北方

布する （第1図)．

この地層は中新統内山居の基底部付近

かさらに低い位置にあって（標高700‑1000m),噴出相に

の砥沢岩体に最も近い本宿層は水平距離にして1000m程度

匹敵する規模の貫入相を伴う点では火山深成複合岩体とも

しか離れておらず， その基盤との境界は標高650‑750mで

称すべきもので，本宿層の一般的な産状とは異なる． 同様

あるから，上記の衛星岩体の高度はこれとほぼ等しいこと

の岩体が長野県臼田町地区の田口峠南側にもある．

ここで

<虫くら

になる．

この高度はまた， 本宿層分布域の中でも比較的低

はこれら2岩体を近くの集落の名前をとって熊倉岩体・
ひろがわら

い位置にある黒滝や底瀬の標高(450‑550m) よりも高い

広川原岩体と名付けよう．

のである．要するに，貫入相としての砥沢岩体の上下の分

の堆積岩類や内山層と高角度の不整合で接しており，急崖

布範囲は噴出相としての本宿層のそれと同程度とさえ言え

で囲まれた小規模な陥没構造を埋積した火山岩類に類縁の

るのである．大屋山から砥沢本谷を経て三シ岩岳に至る地

マグマが貫入したものと解されている(田中・藤田， 1979)．

質断面を第4図に示した． 高度についての上記の比較と縦

これらは，恐らく大規模な火道（ダイアトリーム）様の空

横比を1:1で示したこの図から，砥沢岩体は地下のかなり

間を埋めてできた上下に長い岩体であったため， その下部

浅いところ，恐らく数100mかそれ以浅に貫入したマグマ

が削剥を免れて残ったものと推定される．形成時期の詳細

これら2岩体は，周囲の秩父帯

が固結したもの，すなわち浅所に貫入したマグマ溜まりの

は不明であるが，

化石であるというイメージが浮かび上がってくる．砥沢岩

作用がこれらの岩体には及んでいないことから，本宿層に

体とその衛星岩体の上下方向の広がりについてみても，南

対比されている．星尾付近に一辺1km程度の方形の分布を

牧川河床の露頭から上記の小岩体（第4図の砥石採掘跡B)

なす本宿層（第1図） も同様の起源をもつのかもしれない．

内山層やその基盤が受けている熱水変質

までの高度差は300mに及ぶ．砥沢岩体となったマグマ溜

これらが砥沢岩体と同時期のものであるかどうかは，今後

まりは，

の年代測定を待たなければならないが，砥沢岩体の上部に

いくつかの分岐をもちつつ全体として少なくとも

上下方向に300m以上の規模をもっていたと考えられる．

もこのような火道状の部分が存在したかもしれないという

したがって，

マグマ溜まりの上下の広がりと南牧川河床か

想像をかきたてる存在である．砥沢岩体のマグマー熱水系

ら当時の地表までの推定高度差とは余り大きくは異なって

の実態を解明する手掛かりを得るには，熊倉・広川原両岩

いなかったということになり，貫入したマグマの一部は，

体の年代決定を含め，周辺域の詳しい野外調査や鉱床学一

マグマ溜まりの壁や天井を突き破って地表に噴出した可能

地球化学的検討も必要であろう．

性さえ考えられよう．
ところで，以上のような推論は高度を比較する地点の間

4.3本宿層の時代：後期中新世一鮮新世のカルデラ

に大きな上下変位を伴う断層が無いことを前提にしている．

南牧村の北部は本宿層で占められており，砥沢岩体はそ

もし東西系の断層があって砥沢岩体貫入後に北側が沈降し

の南縁部に近い位置に貫入している（第1図)．貫入深度

ていれば，砥沢岩体の深度は見積もりよりも深いことにな

に関する4.2の考察は砥沢岩体が本宿層を形成した火山活

る．

動の一環として形成されたという前提に基づいていた．

しかし，群馬県10万分の1地質図（群馬県地質図作成

委員会,

1999)にもそのような大断層は描かれていない

（註4）． ただし，本宿層の分布をもう少し広い視点でと

かし，

本宿層の時代については，本稿よりも古く9‑7Maの

頃の地層とする見解があるので（例えば,野村・小坂,1987；

らえると，上野村に近い南牧村南部にも山頂が1000mを超

野村,1991;群馬県地質図作成委員会,1999),

える山岳地帯がありながら，

討しておこう．

この地域には本宿層の存在が

知られていないことに注意を払っておく必要がある．本宿

し

この点を検

本宿層については, 1960年代に層序・構造・変質・古地

層は基本的には南牧川の主流よりも北側に分布しており，

磁気などについて精力的な調査・研究が行われ，その成果

後述のようにカルデラ西方の長野県側にもほぼ同時期の火

が色刷りの地質図や報告書として公表されている （地質調

山岩類が広く分布する．

査所， 1969；本宿団体研究グループ,

直径が10kmに及ぶ巨大なカルデ

ラであった本宿カルデラからは大量の火山岩類が噴出し，

1970).

しかし，地

層の時代に関しては，周辺地域との比較や湖成層に含まれ
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る植物化石から上部中新統と推定するにとどまり，詳しい

Maの年代値のある志賀溶結凝灰岩(Kaneokaetal.,1979)

年代は不明のままであった． 1980年代後半になっていくつ

に良く似た溶結凝灰岩層が産するという記載（本宿団体研

かのK‑Ar年代が報告されたが（野村・小坂, 1987;野村・

究グループ， 1970）は重要である． 本宿層の少なくとも上

海老原,1988)， 測定試料に及ぼす変質の影響があるためか

部はこれまでの解釈よりかなり若い可能性があるが，

年代値の信頼度に問題が残り，残念ながら全容解明には至っ

では5‑3Maと仮定しておこう．

ていない．

しかし，野村・海老原（1988)は野村・小坂

（1987）が報告した試料の多くを再測定して年代値を改訂

本宿層の年代については，

ここ

とくに下部層の場合変質の問

題を避けて通ることは出来ず，試料を厳選したうえでAr‑

しており， その結果を他の既存データと比較することによ

Ar法の適用を試みるなど再検討の必要がある．

り，本宿層の時代について重要な手掛かりが得られる．

成活動の開始時期については,K‑Ar年代だけから断定的

本宿層について再測定されたK‑Ar年代データを見ると，
野村・小坂(1987)で報告されていた最も古い年代値8,99

な結論を下すことは困難であるが，

とくに火

これまでに得られた比

較的信頼度が高いとみられる年代値に6Maより古いものが

=t2.23Maは5.37=t0.59Maに改訂され，他の2試料の年代

ないこと，本宿層の一部とされる妙義山塊の火山岩類も5.9

値3.88±0．10Maおよび3.64±0.12Maも含めて, 6Maより

‑4.8MaのK‑Ar年代を示し，少なくともその一部は新鮮で

古い年代値はなくなった（野村・海老原,1988)．ただし上

あることが確認されていること（野村・海老原， 1988, 1991；

述のように，

内海ほか， 1998）などから， 本稿では本宿居の時代を6‑3

この地層は多かれ少なかれ変質を受けており，

K‑Ar年代はある程度の若返りを受けたものである可能性

が高い．第5図にも示したように，地層の下位ほど若い年

Maの頃と推定した（第5図).

一方，

これまでの見解のように9Maに火成活動が始まっ

代が得られており，変質の影響が見て取れる．個々の測定

たのであれば, 3Maまで600万年の長期にわたって本宿カ

試料の変質の程度は必ずしも明らかではないが， 本宿層の

ルデラの活動が持続したことになり，地殻の一地点に向け

変質の程度はカルデラの中心部および地層の下位に向かっ

た安定的なマグマ供給システムについて特異なモデルを必

て強くなる傾向を示し，緑廉石‑緑泥石‑絹雲母などの鉱物

要とするように思われる．長期にわたる火ll ￨活動は陥没盆

組合せで特徴づけられる中心部の最高変質部に市野萱岩体

地の縁が急な傾斜をもっていたという野外観察（本宿団体

が貫入していて（本宿団体研究グループ, 1970),貫入岩

研究グループ， 1970） とも相容れない． そのような急崖を

の熱的影響を受けて変質が進んだことが読み取れる．

この

100万年単位の長期にわたって維持することは，急峻なカ

市野萱岩体についても全岩K‑Ar年代が再測定され，下位

ルデラ壁が同じ場所で噴火活動と連動して次々に成長して

層の年代値に近い3.0Maおよび3.3Maの二つの年代値が報

いくような偶然でもない限り，

告されている（野村・海老原， 1988)．

盆地縁の急崖という観察事実は，

これらの試料も変

質をこうむっていると半ll断され（野村・小坂,

1987;本宿

団体研究グループ, 1970),貫入年代より多少若い変質年
代を記録したものと推定されるが．

これらの測定結果は，

ほとんど不可能であろう．

むしろ火山活動が短期間

かつ大規模であったことを示唆する．

火山活動の継続時間については古地磁気データが手掛か

りを与えると期待される．

本宿層については下位から上位

本宿カルデラの活動が，その余波としての変質作用も含め

まで層序を識別しながら古地磁気方位が詳しく検討され，

て, 3Ma頃には終息していたことを物語る．

5回の磁化方位の逆転が検出されている （本宿団体研究グ

本宿層の再測定年代データのうち最も古い年代5.4Maを
示した荒船溶岩は，

本宿居上部に産するもので，

変質を受けていないという

（野村・小坂,

ほとんど

1987).

これは

ループ,

1970).

これらが初生の磁化方位を過不足無く記

録・保存しているのだとすれば，磁場の逆転に関する標準
と対比することによって，本宿層の火山活動の時代は不明

噴火活動そのものを記録した年代と期待されるのであるが，

であっても，

兼岡ほか(1993)IjE,荒船山について3,2MaのK‑Ar年代を

Berggrenetal.(1995)の古地磁気極性の年代表を基準に

報告しており，両者の年代差は2.2Maに及ぶ．兼岡ほか

すると， 火山活動の時期が後期中新世であっても前期鮮新

(1993)の試料は内山峠から荒船山に至る県境沿いの登山道

世であっても，

にある水場「一杯水」で採取されたもので（兼岡一郎， 私

とが分かる．検出された5回の磁化方位逆転が地磁気の逆

信2002)，野村・海老原（1988）の試料採取地点に近い

転を過不足無く正確に記録している保証は必ずしもないか

同一溶岩を測定したものと判断される．

ら，

質な特徴をもつので，

この溶岩はガラス

これが測定結果に何らかの影響を与

えた可能性も考えられるが(McDougallandHarrison,

およその継続時間は見積ることができる．

5回の逆転は200万年以内に起こり得るこ

この継続時間は一応の目安とみるべきだろうが， 600

万年もの継続時間を想定するのは無理なように思われる．

また,

200万年の継続II寺間を仮定し9‑7Maに本宿層が出

1988, p.33),

2.2Maに及ぶ年代差の真の原因は今のとこ

来たのであれば，隣接する佐久地域にこれに相当する地層

ろ不明である．

このように，比較的変質の弱い上部層に限っ

が広く分布していると期待されるのであるが，

第5図に示

ても結論的な年代データが得られているという状況には至っ

すように10‑7Maには火山活動が欠如しているように思わ

ていない．

れる．唯一対比可能なのは香坂居であるが（野村，

しかし，

この溶岩の下位には湖成層を挟んで3.2

1991) ，
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第5図群馬県南西部県境地域の中新世一漸新世火成活動の概略と砥沢岩体の貫入時期
佐久地域の地層の時代は，既存のK‑Ar年代データを参照しつつ，小坂ほか(1991)および藤白ほか(1997)

を一部改変．本宿層の時代は， これまでの文献では9‑7Ma頃とされることが多いが（例えば，野村・小坂，
1987；野村,1991;群馬県地質図作成委員会,1999) ,野村・小坂(1987)で報告された最も古い年代8.99±2.23
Maは，再測定の結果5.37±0.59Maに改訂されており （野村・海老原,1988), これまでのところ6Maより古
い放射年代は得られていない．

この地層の下限については，変質の効果も含めて更に検討の必要があるが，
ここでは本宿層の全体が後期中新世末期一鮮新世の6‑3Ma頃と

上部層の変質は微弱であることを考慮して，

推定した（本文参照） ．志賀溶結凝灰岩の上下にも不整合が指摘されているが（例えば，小坂ほか, 1991) ,
年代値は接近しており，大きな時間間隙を示すものではないと考えて省略した．年代データの上付数字は出

典： 1）本研究， 2)野村・海老原(1988)， 3)兼岡ほか(1993), 4)Kaneokaetal. (1979), 5)佐藤興平(未公
表資料)．佐久地域北部の香坂層の年代値5.1Maは野村・海老原(1988)による熊倉峰溶岩の測定結果で，野
村(1991)はこの溶岩が香坂層の一部と判断した． この地層の下限も再検討の余地がある．地質時代の区分は
Berggrenaα/.(1995)による．
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これに含まれるとされる熊倉峰溶岩のK−Ar年代は5.1Ma

とされる駒込層は，主に内山峠西方に分布する凝灰質砂岩

であって（野村・海老原, 1988),9‑7Maの活動で出来た

を主とする地層で，砂質凝灰岩に含まれるジルコソについ

とする根拠にはならない．

て17.1Maのフィッショソ・ トラック年代が報告されてい

また余地地域では, 12‑10Maの

熱水変質帯を5‑4Ma頃の板石山の安山岩類が不整合に被っ

る （藤白ほか, 1997).

ており

（佐藤・由井, 1994),9‑7Maの火I̲LI岩類は見られ

積時期の差は小さく ，

ない．

このように9‑7Maであることが確かな火山岩類は佐

久地域には見付かっていないのである．むしろ後述のよう

に，佐久盆地東縁に分布する志賀溶結凝灰岩などの鮮新世
火山岩類の方が本宿層に近縁なのではないかと思われる．
本宿層の下限については今後慎重な検討が必要であるが，

この結果は，駒込層と内山層の堆
この時代に既に火成活動が始まって

いた可能性を示唆するが，他には前期中新世の火成活動の
証拠は得られていない．

なお， 内山層や駒込層の傾斜は全体としては緩やかであっ
て， 中期中新世以降のこの地域の短縮変動は，

あったとし

ても比較的小さなものであったことがうかがわれる点も興

以上のような状況から判断して， 本宿カルデラは後期中新

1床深い． 4.2では，

世末期‑前期鮮新世の6‑3Maの頃の火成活動でできたと考

とから，

本宿層がほとんど水平の構造を示すこ

えてよいであろう．

したがって，砥沢岩体について今回得

ことを指摘したが，実はもっと古く中期中新世まで過去1500

られた4.1Maおよび5.0MaのK‑Ar年代は，熱水変質を記

万年余りの長期の歴史を遡ってみても，隆起運動は別とし

録した年代であるが貫入時期にごく近いものであり，砥沢

て，南牧村付近には地層を大規模に傾斜させるような激し

岩体は本宿カルデラの活動とほぼ同時期に貫入したものと

い変動は無かったと推察されるのである（註5）．

結論される．

とは，南部フォッサマグナでは新第三系の多くが著しく傾

4.4群馬一長野県境付近における中新世一鮮新世の火成

柄層群のように場所によっては第四系までが激しい短縮変

この地域の鮮新世以降の変動が比較的小さかった

斜し （例えば,Matsuda, 1978;松田,
動を記録していることと対照的である．

活動史

このこ

1989),例えば足
本州弧と伊豆‑小

前報でも指摘したように（佐藤2001),群馬県南西部

笠原弧の接合部である南部フォッサマグナに見られる激し

の群馬一長野県境付近には中新世一鮮新世の花崗岩類や火￨ 11

い変形が関東山地の北側にある南牧村付近にまでは及んで

岩類およびそれらに伴う熱水変質帯の存在が知られている．

いないことは，

それらの活動史の中で砥沢岩体がどのような位置を占めて

例として興味深い．関東山地は衝突によって回転すること

いるのかをみるために，

この地域の地層の年代データに今

島弧の衝突による地殻の変形様式を示す一

はあったとしても （例えば,HyodoandNiitsuma, 1986) ,

回の検討結果を合わせて第5図にまとめた．新生代の地史

全体としては剛体のように振舞ったのであろう．

を古い方から新しい方へと概観してみよう．

磁化方位はほぼ南北であって（本宿団体研究グループ，
1970)，

1 ）前期中新世以前

本宿層の

少なくとも鮮新世以降は回転もなかったらしい．

2）中期中新世

この地域の新生代の記録は，秩父帯のジュラ系や山中地

日本列島が大陸から離れて島弧になった直後，

溝帯の白亜系を不整合に被う前期中新世末期の内山居の堆

中期中新

もらいさん

積に始まる．古第三紀の地層は知られておらず，
堆積するまでの長い期間，

内山層が

この地域は火成活動のない陸域

にあったと推定される．古第三紀の火成活動は，

日本列島

世の14‑13Maの頃に，

茂来山岩体に見られるように，花崗

岩質マグマの貫入活動があり

（第5図)，

これに引き続くl2

‑10Ma頃には佐久町の余地川流域を中心とする広い範囲に

の日本海側やその対岸にあたるロシア極東シホテアリソ地

熱水変質活動が起こって，

域の日本海岸側に分布しており

棋に変質させた．変質帯の一部はパイロフィライトや絹雲

（例えば，佐藤， 2000) ，

当時の火山弧が現在の日本海付近にあったことを示唆する．

内山居を含む被貫入岩類を大規

･母の鉱床として採掘された．鉱床の規模としては余地地域

この時代の沈み込み帯の記録は四万十帯に残されているか

のものが大きいが，変質は群馬県側にも及んでおり，

ら，両帯の間にある南牧‑佐久地域は，

日本海が拡大する

峠東側の南牧村内に分布する内山層の変質部も採掘された

前のアジア大陸東縁の前弧域に相当する地帯に位置してい

ことがある（藤本, 1958,p.154‑158;長野県南佐久郡誌編

たと考えられる．

纂委員会, 1994,p.134‑136).

この地域最古の第三紀海成層とされる内山層は，主に長
野県側に分布し礫岩・砂岩・泥岩からなる（例えば，小坂

また，

余地

この中期中新世の火

成活動と熱水変質活動には，小規模なFe(大日向鉱床) ,

Cu(都沢鉱床),Pb‑Zn(十角平鉱床),Cu‑As(余地鉱床）

おおがみ

ほか，

1990)．南牧村には余地峠から大上峠付近の地形的

およびAu(宝来鉱床)などの金属の鉱化を伴うが（藤本，

高所に見られるに過ぎないが，海成層として中生界を不整

1958;南佐久郡誌刊行会,

合に被う内山層は，前期中新世に日本列島が大陸から離れ

は知られていない．

て島弧になり日本海が生まれた時期(ca.2015Ma;例え

り，

IK, Otofuji andMatsuda,

イト脈で，茂来山花崗岩質岩体に関係するものと推察され

1983)の海進を記録している

点で地史的に重要な地層である．

この地層に整合に重なる

1994;由井,

1996), Sbの鉱化

なお，宝来鉱床は佐久町館真木沢にあ

大正年間に開発されたと言われる含金花崗岩ペグマタ

るが，現況は不明である．
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第6図フォッサマグナー関東地方西部の新第三紀一第四紀火成岩類の分布と砥沢岩体の位置．
l 営主な第四紀火山，

2 ：後期中新世一鮮新世火山岩類（一部花崗岩類） ，

3 ：中期中新世花崗岩質岩体(Tz:

丹沢;Kf:甲府;Kk:甲斐駒ケ岳;Wd:和田峠;Mr:茂来山;Ss:須坂) , 4 §前期一中期中新世火山岩類, 5 :先
新第三紀基盤岩類， 6 ：本宿コールドロソ． 100万分の1日本地質図第3版（地質調査所, 1992), 20万分の1地質

図幅「長野」

（中野ほか， 1998）および10万分のl山梨県地質図（山梨県地質図編纂委員会, 1970)をもとに編

纂．須坂岩体(Ss)は後期中新世の可能性もある．
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群馬‑長野県境付近の中期中新世の火成活動で出来た他
の地質体としては八重久保層がある（第5図)．

これは神

が，

これについては3.1Maおよび3.4MaのK‑Ar年代が得

られており

（平均3.2±0.2Ma,Kaneokaetal.,1979) ,

津牧場西方の八重久保川付近に分布する地層で，安山岩質

類似の凝灰岩層が荒船山や兜岩山の本宿層にも挟まれてい

火砕岩類や砂岩。泥岩からなる（小坂ほか, 1991).安山

るという

岩質溶岩について12.2±0.3Ma,

この地層を貫くひん岩に

1970).両者は水落観音から兜岩山に至る尾根では5km程

ついて12.5 0.4MaのK‑Ar年代が報告されているが（野

度にまで接近しており，下位に角閃石を含むデイサイト質

村・海老原， 1988)，八重久保層に挟まれる泥岩から抽出

凝灰岩類を伴うという点も共通しているという．

された浮遊性有孔虫化石は有孔虫化石帯のN9(ca.15Ma)

直上に産する荒船溶岩について3.2Maの年代が得られてい

を指示するとされ（藤白ほか， 1997)，両者の年代差は300

ること （兼岡ほか, 1993)は既述の通りである．

（地質調査所, 1969;本宿団体研究グループ，

これらの

これらの

万年近くにも及ぶ.K‑Ar年代の測定試料は最上部から採

ことは，志賀凝結凝灰岩が本宿層の一部に対比される地層

取された未変質溶岩とされるが，

この地層の火山岩類は全

であり，本宿カルデラの噴出物であることを強く示唆する．

（野村・小坂, 1987),

また，佐久町の板石山(4.6Ma)や四方原山(3.7Ma)の山頂

体に変質を受けて緑色化しており

K‑Ar年代に変質の影響がなかったかどうかについて不安

部に孤立した分布をなす安山岩質溶岩についても近年5−3

が残る．一方，生層序学的年代の決め手となった浮遊性有

MaのK‑Ar年代が報告され（兼岡ほか,

孔虫化石は下部層から産したものであるから，

は佐久市や南佐久郡の東部一帯を火山岩類が広く被う時期

もし二つの

年代データが正しいとすれば，小規模な地層に300万年に

があったことをうかがわせる．

及ぶ歴史が刻まれていることになり，八重久保層はこの地

時空分布や岩石学的特徴については未解明の点が多く，噴

域の地史を記録した地層としての価値が高いと言えよう．

出地点が全て本宿カルデラであったかどうかは不明であり，

以上のような佐久地域の中新世の火成活動や熱水変質活
動に相当する活動は，南牧村や下仁田町の主要部およびそ
の東方の富岡地域には知られていない．長野県境に近い下

（地質調査所， 1969)，

これもこの時期の岩

これら火山岩類の

この地域の鮮新世火山活動史の詳細は今後の研究課題とし
て残されている．

4）火成活動の時空分布と火山フロントの移動

仁田町西野牧には中新統を貫き本宿層に不整合に被われる

ひん岩があり

しかし，

1993),鮮新世に

：今後の課題

さて，

この鮮新世の3Ma頃の火山活動を最後に群馬‑長

いずれにしても， 中期中新

野県境部の火成活動は終了し，第四紀には火山活動の場が

世の火成活動の東縁は，群馬一長野県境付近かそれよりや

西方の八ヶ岳火山群へと移る．火成活動の場の変遷を中期

や東寄りの本宿カルデラ付近にあったと推定される．

中新世以降について概観すると，

体である可能性が考えられる．

中期中新世には茂来山に

3）後期中新世一鮮新世

代表される花崗岩質マグマの活動の場が長野県内に位置し

以上のような中期中新世の活動後やや時間間隙をおいて，

たのに，

中新世末期‑鮮新世には安山岩質火山活動として

中新世末期から前期鮮新世に再び大規模な火成活動が起こ

本宿カルデラや妙義山までいくぶん東進し，第四紀には八ヶ

り， その噴出物が下位の地層を不整合に被った（註6）．

岳火山群まで大きく西進したように見える点が興味深い．

本宿カルデラはこの時代にできたもので，砥沢岩体もこの
活動の一環として貫入したと考えられる．

4.3で述べたように，本稿では本宿層の時代として6‑3Ma

中期中新世の花崗岩質岩体に着目すると，茂来山岩体は
甲府岩体や甲斐駒ヶ岳岩体など南部フォッサマグナに露出

する中期中新世花崗岩質岩体群（例えば, Sato,

1991 ;

の年代範囲を推定したが（第5図)，その根拠は荒船山や

佐藤ほか， 1989）の北東端に位置することが分かる（第6

妙義山など本宿層の一部とされた地層（本宿団体研究グルー

図)．

プ，

知られておらず，

1970）に含まれる未変質な安山岩質溶岩のK‑Ar年代

これより東側の関東山地には同時代の花崗岩活動は
関東山地北縁部から富岡市の付近は海が

の範囲(5.9‑3.2Ma)であった．本宿層の下限については，

広がる堆積の場であって富岡層群が堆積していた．

慎重な検討が必要であることを再度強調しておかなければ

下仁田町西野牧付近の本宿層に被われるやや苦鉄質な貫入

ならないが，

岩類も同時期である可能性があり，

しかし既存の解釈のように9Maまで遡るとい

ただし，

これも含めれば火成活

う積極的な証拠もないことを指摘しておかなくてはならな

動の東縁は中新世から鮮新世の間にあまり変化がなかった

い．

とも解釈できる．

本宿居はカルデラの中心に近いほど変質が強いことを

考慮すると，火成活動史の解析にはむしろ中心から離れた
地域の地層が手掛かりを提供してくれるように思われる．
本宿カルデラ西側の長野県内の火山岩類についてもいく

つかのK‑Ar年代が得られており，鮮新世の年代を示すこ

本宿カルデラや妙義山など鮮新世の火成活動場について

みても，

これより東側の富岡‑高崎付近には中新世末期一鮮

新世の火山活動の証拠はなく，

これらはこの時代の火山前

線（火山フロソト）に位置していたと考えられる．すなわ

れらの火山岩類は本宿層に近縁なのではないかと思われる

ち, 6‑3Maの頃本宿カルデラ付近にあった火山前線が第四

（第5図)．志賀溶結凝灰岩は佐久盆地東縁の山稜の広い

紀には八ヶ岳付近まで後退したと捉えられる．砥沢岩体か

範囲に西に緩く傾く傾斜をもって分布する凝灰岩層である

ら八ヶ岳火山群の北端部に位置する蓼科山までの距離は約

群馬県南牧村砥沢の金鉱山跡調査報告(続)

35kmであるから，
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ごく大まかにみて火山活動の中心地点
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ついて考察するとともに， 本宿居本体周辺の地層に着目す

が5‑10km/Ma程度の割合で西進したことになる（註7).

ることで本宿カルデラの活動史を探る手掛かりが得られる

しかし，

可能性があることを指摘した．

中間地帯に中間的な年代の火山岩類が規則的に分

布している訳ではないから，地質学的にみればこの移動は

旧坑の調査依頼を契機に故郷の地質や鉱床に関わり始め

不連続に起こったことになり， むしろジャンプしたという

て，その周辺地域へと筆者自身の興味も広がった．

表現の方が当たっている．

の地域の地質に関する多面的な研究の進展を期待している．

今後こ

火成活動の場が時間とともに移動した原因はよく分かっ

ていない．島弧会合部に位置するフォッサマグナ地域では，

謝

フィリピソ海プレートの沈み込みの影響で，太平洋プレー

辞

トの沈み込みによるマグマの発生域が鮮新世以降は西に移

東京大学地震研究所の兼岡一郎教授は，年代測定をした

動したという解釈も可能かも知れない（例えば, Kaneko

荒船溶岩の試料採取位置など詳細な未公表データをご教示

etal.,1996).

しかし，西進のタイミングが北ほど新しい

くださった．南牧村文化協会の皆様は，休暇中に行う筆者

とは言えない．

中新世花崗岩類の分布を規定した原因にな

ると，

さらに分からないことが多くなる. 12‑10Maの熱水

の野外調査を支援して下さっている．物質材料研究機構・
物質研究所の小野晃博士と筑波大学地球科学系の小林洋

変質帯はパイロフィライトやアルーナイトを含んでおり，

二博士からは，

この研究を含めて日頃から貴重な助言をい

地表に近い酸性条件下で生じたものと解され，

ただいている．

また，北海道大学理学部元教授の由井俊三

域がすでに陸化していたことを示唆するが，

当時この地

この変質活動

と茂来山の貫入活動との関係も詳しくは分かっていない．

博士は，丁寧な査読により原稿の不備を指摘してくださっ
た．以上の皆様に深謝する．

茂来山岩体や八重久保層の形成時期から本宿居の時期まで
の間に火成活動の停止期もしくは静穏期があったようにみ

える（第5図) ．

これも原因が分かっていない．

これらの

問題は日本列島全体の構造発達史の視点でとらえる必要が
あろう．
は，

その際，群馬一長野県境付近の火成活動史の解明

困難ではあるが，

火成活動の時空分布問題を考える上

＜註＞

註1）

「大黒鉱山」に関しては，小山(1940)が唯一の資料

であり，詳細は不明である．

この資料に記された鉱山の

場所「萱谷澤」は砥山本谷の西側斜面にある地籍名称
かやのや

「萱ノ谷」に対応する可能性が考えられる（佐藤2001) ．

での手掛かりを与えると期待される．

この想定に基づき， 2001年7月22日南牧村文化協会主催
の調査が行われた．

5 ．あとがき

この調査には地主も含む10数名が参

加し，御荷鉾林道より上の「萱ノ谷」一帯を踏査したが

径1km足らずの小規模な貫入岩体に過ぎない砥沢岩体が，

熱水変質と金やアソチモソの鉱化を伴っていたことで，貫

（ 「朝日新聞」

・

「上毛新聞」7月23日群馬版参照)，小

屋跡の石垣は確認されたものの，小山(1940)の記述にあ

入後約500万年の時を経て，地表に露出し人間の産業や軍

るような旧坑は発見できず，今のところ「大黒鉱山」の

事活動に関わることになったと言える．熱水変質部は砥石

実態解明には至っていない．調査地一帯の熱水変質が微

となって江戸時代以降長期にわたって活用され，金鉱床は

弱であることから，鉱床はもっと岩体に近い場所に存在

直接間接に軍資金目的に戦国時代と太平洋戦争時代に採掘

する可能性も考えられ，

されたのである （佐藤2001) .

た．一方2001年9月には，蝉の渓谷（第2図）南の通称

このような人間社会との

これは今後の課題として残され

日本列島の島弧

「甲斐無しの沢」の堰堤工事現場で￨日坑が出現した．坑

会合部の火成活動の記録の一部として，砥沢岩休は小さい

口が崩壊しており地主も含めて地元では全く知られてい

ながらも広域的な意味を持っている．

なかったもので，坑道の全長は15‑16mあったと思われ

関わりとは別に，前項で考察したように，

しかし，砥沢岩体の

野外調査は充分にば進んでおらず，伴う鉱化作用の全容解

るが，

入口付近の4‑5mが堰堤基礎の掘削で破壊され，

明にも相当の時間がかかるだろう．第1図には省略したが，

残念なことに詳しい調査もないまま工事が続けられて，

南牧村には砥沢岩体以外にも岩脈などの貫入岩がいくつか

全体が埋没してしまったという．

しかしそれらには砥沢岩体のような熱水変

註2）砥沢岩体の岩質については，前報では石英閃緑ひん

質や鉱化は知られておらず，砥石も金も採掘されたことは

岩一石英斑岩質と記述したが，変質が著しいため詳細は

ない．

不明であるものの，石英斑晶が少ない特徴を考慮し，簡

知られている．

これは何故だろうか？

本宿層についてはすでに詳細な野外調査が行われている

略化のためもあって，

だけに，地層に信頼度の高い年代目盛りを刻み込むことに

しておくことにする．

よって，

島弧会合部の火成活動史に寄与できる可能性が高

いだろう．

ここでは，既存の年代データを吟味して時代に

ここでは石英閃緑ひん岩質と表記

註3）黄鉄鉱の磁性の原因として，前報では磁鉄鉱が残存
する可能性を指摘したが，岩石研磨片の鏡下観察では確

佐藤興平
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認されていない. 97N6bの黄鉄鉱にも稀ながら類似の包

‑5.3Ma,Berggrenetal.,1995)から前期鮮新世(5.3

有物が観察された．

これら包有物は微細粒であり，鑑定

‑3.5Ma)の活動で出来たと考えられる． なお本稿では，

も反射顕微鏡下の色と光学的異方性を基にしているので，

K‑Ar年代の測定精度を考慮して，既存の年代値を直接

詳しくはEPMAなどによる分析が必要である．

引用する場合を除き，個々の年代値は少数以下1桁目ま

註4）藤本ほか(1957)は南牧川主流に近い位置に南に凸な
円弧状の断層を想定して羽沢断層と名付け，

でを示してある （2桁目は四捨五入)．

これに沿っ

註7）東方の富岡一前橋地域には本宿カルデラの時期の火

これは秩父帯の構造が

成活動は認められないので，東北地方の火山から赤城一

南北で異なるとし，その境界部に想定した断層であるが，

榛名一浅間と続く火山前線（フロソト）が北に移動した

検証が難しいのか，最近刊行された群馬県地質図（群馬

のではなく，伊豆一マリアナ弧北端部のフロソトが西進

県地質図刊行委員会， 1999）には描かれていない．

したと解される．

て岩脈類が貫入したと推定した．

もし

なお，島弧会合部としては本州弧と伊

実在したとしても，貫入活動以前の断層とされているの

豆弧の接合部という意味で南部フォッサマグナが取り上

で，貫入後の激しい再活動がない限り，本稿の論旨には

げられるこ

影響しない．

ナ火山弧の接合部という意味では浅間山と八ヶ岳火山群

註5）長野県南佐久郡北相木村に小規模に分布する第三系

とが多いが，東北日本火山弧と伊豆一マリア

の間の佐久盆地付近を「会合部」とすべきだろう．

北相木層は，秩父帯のジュラ系を不整合に被い，北東部
は逆断層で下位のジュラ系と接する（渡部， 1953；藤本，
1958)．
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Abstract

K‑AragesoftheTozawaplutoninNanmoku,

southwesternGunmaPrefecture,andtheirbearingson
Cenozoicmagmatismintheregion
SAToKohei

G20/ogi"/S"w)ﾉ 0/""".･"grzs"I‑1‑1,Ts況紘6α，乃α""305‑8567,"""

TheTozawaplutoninNanmoku,southwestern

GunmaPrefecture, is

accompanied

bygold

(Au)

near

the

southern

periphery

about lOkmindiameter.

of

the

cauldron

of

It is estimated, on the

mineralizationwithin

hvdrothermallv

alteredwall

basisofthetopographicrelationbetweentheTozawa

rocks

accretionarycomplexof the

plutonand theMotojukuvolcanic sequences, that

of the Jurassic

ChichibuBelt.

Thepluton

itself is

also strongly

theplutonwasemplacedinashallowlevel, probably

altered,anditwaspartlyminedfOrwhetstonefora

at or less thanO.5‑1km,

longtimesincetheEdoperiod, althoughtheassoci‑

mighthaveeruptedtothesurface.

atedmetalmineralizationwasexploitedonlyinasmall

scale.

Theageofmineralizationandhydrothermal

alterationwas

examinedbvK‑Armethod

for two

and apart ofmagmas

Areaof southwesternGunma toSakudistrict of

Nagano is thought tohavebeen located inafore‑

arcregionofeasternAsiancontinentinthePaleogene,

representativewhole‑rocksamplesofhydrothermally

but theEarlyMiocene transgression,

alteredpomhyrywhich is composedessentiallyof

relationtotheopeningofJapanSea,resultedinthe

quartzandsericite.

Theyweredatedat4.1士0.1Ma

depositiOn

of

the

marine

this

area

probably in

Uchiyama

Formation.

and5．0=t0.1Ma: theyoungerageforanapophysis

Magmatismin

fromtheoldmineworkingand theolder age for

divided intotwomajorstages:MiddleMioceneand

themainintrusivebody.

LateMiocene‑Pliocenewithan

degree
activity

of

alteration

related

to

Thedifferenceinageand

suggests

that

hydrothermal

goldmineralization

lasted

for

sinceMiddleMiocene

apparent

lull

is

be‑

tweenthe two.

Thelatteractivitythat formedthe

Tozawa

andMotojuku

pluton

volcanic

sequences

longertimepreferentiallyalongfracturesthanperva‑

ceasedinearlyLatePliocene time (ca.3Ma), and

sivealterationwithinthemainpluton.

subsequentmagmatismshifted toward thewest to

Theresultsofagedating inthis studyalso indi‑

三

theYatsugatakevolcanoesintheQuaternary.

The

catethat theTozawaplutonwasemplaced inEarly

remarkable retreat ofvolcanic frontmay reflect a

Pliocene timewithagenetic linkto theMotojuku

uniquegeodynamichistoryin this area, a siteof

cauldronwhichis thought tohaveformed in latest

theislandarcjunctionbetweentheNortheastHonshu

Miocene‑EarlyPliocene time; thepluton is located

arcandlzu‑Marianaarc.

Keywords :Nanmoku,Tozawa, golddeposit,Miocene,Pliocene,K‑Ar age, pluton,
depth of intrusion,magmatism, hydrothermal alteration,mineralization,
Toishi (whetstone),FossaMagna, volcanic front, island arc junction,
cauldron,MotojukuFormation,Saku

