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関東山地北西縁に産する八千穂岩脈群のK-Ar年代
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要旨：長野県南佐久郡八千穂村東部とその周辺で多数の流紋岩質（76-78 wt.% SiO2）岩脈を見出
し，八千穂岩脈群と名付けた．これらは関東山地北西縁部の秩父帯ジュラ系を貫き，NE系と
NW系の2系統の走向を示す．一部は熱水変質を受けて白色化し，窯業原料として採掘されたこ
とがある．代表的な2試料について得られた11.3±0.3Maおよび11.9±0.3Ma のK-Ar年代は，この
岩脈群が中期中新世の後期に貫入したことを物語る．
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K-Ar ages of the Yachiho dyke swarm in the northwestern Kanto Mountains
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Abstract： Many dykes of rhyolitic composition（76-78wt.% SiO2）were discovered in eastern Yachiho 
of the Minami-saku district, Nagano Prefecture; they are named Yachiho dyke swarm. The dykes with 
NE and NW trends intrude into Jurassic accretionary complexes of the Chichibu Belt within the north-
western Kanto Mountains. They are partly hydrothermally altered and mined for ceramic raw materials. 
The K-Ar whole-rock age dating of two representative samples yielded 11.3±0.3Ma and 11.9±0.3Ma, 
suggesting that the dykes were emplaced in the late Middle Miocene.
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１　はじめに

　群馬県南西部から長野県佐久地方にかけた関東山地北西

縁部には，秩父帯のジュラ系を基盤に，新生代の様々な火

成岩類が分布する．この火成岩類は，茂来山花崗岩体に代

表される中新世の貫入岩類と，本宿層に代表される鮮新世

の安山岩質火山岩類などからなる（佐藤，2002）．鮮新世の
火山岩類については，最近K-Ar年代データが蓄積され，そ

の形成時期がかなり明確になってきたが（佐藤，2004, 
2005, 2007），中新世の火成活動については公表された年代
データが皆無に近く，活動時期の詳細は不明のままであっ

た．

　筆者の一人由井は，『八千穂村史』執筆の依頼を受けて，

1997-99年ころに八千穂村（現南佐久郡佐久穂町南部）の地
質調査を行う過程で，同村東部の山地で多数の珪長質岩脈

を見出した．珪長質な特徴と東側に近接する茂来山北斜面
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に花崗岩体が露出することから，これらの岩脈も中新世の

火成活動でできた可能性が考えられた．また，茂来山北方

の余地地域には，蝋石として採掘された中新世の熱水変質

岩が広く分布する（例えば，藤本，1958；佐藤，2002）．八
千穂村東部の岩脈群が，これら花崗岩や熱水変質岩とどの

ような成因関係にあるのか興味が持たれたが，野外の相互

関係も年代も不明であった．そこで，代表的な試料につい

て放射年代を求めるとともに，野外調査を進めて岩体相互

の関係を把握し，岩脈の方向を規定した応力場を含め，こ

の地域の火成活動史を多少なりとも解明できないものかと

考えていた．ところが2003年9月19日，由井が南佐久郡臼
田町東部の田口峠付近を調査中に行方不明になるという不

幸な事態が発生し，この計画の進行は著しく困難になった

（註1）．ここでは，断片的ではあるが，これまでに得たデー
タを公表し，年代測定の結果を既存資料（佐藤，2002, 2004, 
2005, 2007）と比較して，今後の課題について考えてみた
い．

２　八千穂岩脈群の地質の概略と年代測定試料

　長野県南佐久郡の八千穂村は，関東山地の北西縁に位置

し，千曲川を挟んで東西に分けられる（図1, 2）．村の西部
は八ヶ岳火山群の噴出物に被われて比較的なだらかな地形

をなすが，岩脈が見出された東部は秩父帯のジュラ紀付加

体が露出する急峻な山地である．このジュラ系は，主に泥

岩とチャートからなり，一部に緑色岩を挟み，全体として

NW-SE系の構造をもつ．急峻な崖は付加体中の異地性
チャート岩塊に起因することが多い（八千穂村誌自然編編

纂委員会，2001）．チャートは他の岩石に比べて風化しに
くく露岩をつくり易いため，実際の分布以上に目立ってい

る可能性があるが，この地域の地層の主要構成岩であるこ

とは間違いない．

　今回報告する岩脈は，この秩父帯ジュラ系に貫入してお

り，その走向はNE系とNW系の2系統に分けられる．地形
の起伏によらず露頭を走向方向に追跡できることから，こ

れらの岩脈はいずれも全体としては垂直に近い急傾斜をな

すものと思わる．八千穂村に隣接する小海町でも類似の岩

脈が見出された．この報告では，これらの岩脈群を一括し

て八千穂岩脈群と呼ぶことにする．図3に分布の概略と試
料採取地点を示した．単一の露頭で岩脈の走向・傾斜が確

定できる例は少なかったが，母岩との貫入接触面が観察さ

れた場合は，その走向・傾斜を図に示した．岩脈近傍の堆

積岩には明瞭な熱変成の証拠が見られなかった．

　岩脈以外の火成岩体として，調査域の4カ所で小規模な
石英閃緑岩－花崗閃緑岩質岩体も見出された（図3のX印）．
このうち1岩体は穂積の穴原白土鉱山跡に露出しており（試
料97030406の地点，註2），周囲の泥質堆積岩は熱変成作用
を受けて微細な黒雲母ができている．その他の岩体の産状

は不明であるが，径100m以下の小岩株として産するもの
と思われる．八千穂村と佐久町の境界の尾根で見出された

岩体（図3のA）は径10m程度と見積もられた．
　K-Ar年代の測定に当たっては，岩脈の代表的な部分から
採取した試料の中から，鏡下観察と化学分析の結果を勘案

し，予察的な年代測定対象として2試料を選んだ．図3には
化学分析を行った全試料の採取地点を示し（註3），表1には
分析結果と帯磁率の測定値を示した．この表には比較のた

め茂来山岩体の代表的な3試料（図2参照）の分析結果も併記
した．化学分析用の粉末試料は，ジョー・クラッシャーと

図１　八千穂岩脈群の位置（◆印）と関東山地周辺部の中新世
－鮮新世火成岩類の分布．

　　　地質調査所（1992）を簡略化．火山フロントは（佐藤，2004, 
2005）を改訂．中新世－鮮新世火山フロントは，時代の判明
している中期中新世－鮮新世貫入岩体の分布の東縁を示
す．Tz：砥沢，Mr：茂来山，Cb：秩父，Kf：甲府，Kk：甲斐駒ヶ
岳，Tn：丹沢，Sn：佐野川．Mj：本宿カルデラ．
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タングステン・カーバイド製の器を用いた振動ミルを用い

て調製し，分析はカナダのActivation Laboratories Ltd.に依
頼した．このため，地球化学標準試料（Imai et al., 1995）も
合わせて分析し，推奨値との比較から分析精度を検証し

た．主成分と大部分の微量成分は公表に足る精度が達成さ

れていると判断されたが，大きな誤差が見込まれたBe, Bi, 
Pb, Sb, Tl, Hoおよび粉砕容器からの汚染に起因するCoとW
は表から除外した．化学分析の結果については，妙義－荒

船－佐久地域の他の試料の分析結果も合わせて，稿を改め

て論じたい．

　年代測定に供した2試料は，変質の弱い3試料のひとつ

97030417と多量の絹雲母を生じている変質岩01060201であ
る（註3）．穴原白土鉱山跡の変質岩97030406は，K2Oが著
しく少ないため年代測定の対象からは除外された．測定試

料の特徴を以下に示す．

97030417：穂積南東の林道に露出する岩脈で，穴原白土鉱

山跡で見られる岩脈の南東延長部にあたる（図3）．岩脈露
頭の北東縁部には，秩父帯の緑色岩との接触面に沿って，

母岩の岩片を含み流理構造の発達した幅20cm余りの急冷
周縁相が産する．接触面の傾斜は約30度と低角で，付近の
秩父帯堆積岩類の構造と調和的である．南西縁部の境界は

観察できなかったが，林道に沿って60-70m程の連続した露

図２　関東山地北西縁部の地質概略図．
　　　群馬県地質図（群馬県地質図作成委員会，1999）と南佐久郡地質図（藤本ほか，1958）および田中・藤田（1979）と筆者らの未公表資
料から編纂．この地域の詳しい地質図はできておらず，詳細については今後の調査を要する．太線で輪郭を示した田口峠および南
牧村の星尾と熊倉付近の火山岩体は，周囲を断層で囲まれており（地質調査所，1969；田中・藤田，1979），火道を埋めた火山岩とそ
れを貫く同源の貫入岩からなる火山深成複合岩体とみられる（佐藤，2002）．A：試料01060211，B：試料83111607，C：試料85010209の
採取地点，D：余地地域の流紋岩脈観察地点（本文参照）．
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図３　八千穂岩脈群の分布の概略と試料採取地点．
　　　国土地理院2万5千分の1地形図「高野町」と「海瀬」を活用．八千穂町と佐久町は2005年に合併して佐久穂町となった．岩脈の規模

はいくぶん誇張されており，詳細については再検討を要する．とくに試料01060209の岩脈は小規模で，幅約7mである．走向・傾斜
の数値は露頭で観察された岩脈の貫入接触面の測定値．X印は石英閃緑岩－花崗閃緑岩質小岩体の露頭位置（本文参照）．
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表１　八千穂岩脈群および茂来山花崗岩類の化学組成と帯磁率
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出が見られ，岩脈の厚さは50m余りに及ぶと見積もられ
た．年代測定に供した試料は，岩脈露頭中央付近の最も新

鮮と思われた部分から採取した．この試料は石英と斜長石

の斑晶（1-5mm）を含む流紋岩で，SiO2含有量は76%を超え
る（表1）．石英斑晶はしばしば融食構造を示し，内部に流
体包有物（<5μm）も観察される．斜長石斑晶はいくぶんか
絹雲母化しており，20-50μm程度の微細な石英と長石から
なる石基には黒雲母や角閃石の仮像とみられる緑泥石が微

少量含まれる．炭酸塩鉱物は認められなかった．また，帯

磁率計Kappameter KT-5による試料の切断面の測定値は
0.1×10-3SIであって，磁鉄鉱は含まれているとしても極めて
僅かであることが分かる（註4）．
01060201：小海町小海で相木川が千曲川に合流する（図2）．
その合流点の北東100m余りの道路工事跡で，この岩脈が
見出された．道路周辺の崖の大半がコンクリートに被われ

ているため，この地点では岩脈の走向・傾斜は不明瞭であ

るが，北東の市野沢川の渓谷に延長部とみられる岩脈が露

出することから，この岩脈はNE系で北西に急角度で傾斜
し，幅は50mを超えると推定される（図3）．道路工事はこ
の岩脈を走行方向に沿って削っていたので，露頭面で目立

つNNW系の節理は，岩脈に直交する方向に近いことにな
る．20m余りのこの連続露頭は，全体が変質して白色化
し，少量の黄鉄鉱が鉱染している．一部には黄鉄鉱を含む

3-7mm大の孔隙も見られ，黄鉄鉱の一部は風化して鉄の水
酸化物に変わっている．また，帯磁率は全ての測定点で

0.05×10-3SI以下であり，この変質岩脈は磁鉄鉱を欠くと判
断される．年代測定に供した試料は，黄鉄鉱や孔隙が少な

く明瞭な風化の影響が認められない緻密な部分から採取し

た．この試料は斑晶として石英と斜長石を含み（1-4mm），
石基は0.1mm以下の微細な石英と長石からなる．石英斑晶
にはしばしば融食構造が見られ，斜長石中には10-50μm程
度の絹雲母が散在する．絹雲母は石基中にも散在し，まれ

に0.4mm大の集合体をなすことがある．他に変質鉱物とし

て微少量の緑泥石も含まれるが，炭酸塩鉱物は認められな

かった．また，0.5-1mm大の空隙に自形の石英が晶出して
いる例も見られた．SiO2含有量は78wt.%を上まわる（表1）．

３　K-Ar年代の測定と結果

　K-Ar年代測定用の試料は，以下のような処理を施して調
製した．化学分析に用いたのと同一の岩石試料を粉砕し，篩

い分けにより97030417は40-60メッシュに，01060201は60-
80メッシュの粒度にそろえ，洗浄・乾燥の後，磁気分離装置
で磁性鉱物を取り除いた．01060201には微量の黄鉄鉱が混
入しているため，重液（ブロモフォルム）を用いて重鉱物を

取り除いた．最後に脱イオン水で洗浄・乾燥した試料をAr
抽出用とし，その一部を粉末にしてKの定量用とした．この
ような前処理を施しているので，年代測定試料は厳密には

化学分析試料とはいくぶん異なる．K-Ar年代の測定は
Teledyne Isotopes社（現Allegheny Technologies社）に依頼して
行われた．年代計算に用いた定数は，λ β=4.962×10-10/y，
λe=0.581×10-10/y，40K/K=0.01167atom%（Steiger and J 寒 ger, 
1977）である．
　K-Ar年代の測定結果を表2に示した．これらの結果は，
空気混入率が低く誤差が小さいので，信頼度が高いとみて

よい．2つの試料は11.1 Maと11.9Maという中期中新世後半
のほぼ同時期の年代を示した．97030417はいくぶん変質し
ているものの，二次的な変化をもたらすような貫入岩体は

周囲に見られなかったことから，得られた年代値は岩脈の

貫入年代に近いものと考えられる．01060201については，
鏡下の観察で多量の絹雲母が見られることから，得られた

年代値は熱水変質の時代を表すと判断される．この岩脈周

辺の調査が不十分なため，変質の原因が解明されているわ

けではないが，岩脈自体の熱で変質が生じたとすれば，得

られた年代値は貫入年代にごく近いことになろう．

表２  八千穂岩脈群の全岩K-Ar年代
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４　考察：八千穂岩脈群の成因および今後の課題

１）花崗岩活動と熱水変質作用との関係

　妙義－荒船－佐久地域の新生代の主な火成活動は，15-
10Maの中新世中頃のものと，6-3Maの後期中新世末－鮮新
世の2つの時期に分けられる（佐藤，2002）．茂来山花崗岩
体や余地地域の熱水変質帯は前者に，荒船山周辺に広がる

本宿層相当の安山岩質火山岩類は後者の活動でできたもの

である．そこで，ここでは便宜上それぞれを茂来山期およ

び本宿期と呼ぶことにする．余地地域の板石山などの山頂

部では（図2），熱水変質帯を4Ma頃の未変質な安山岩が
被っているのが観察され（佐藤・由井，1994；佐藤，2004），
2つの火成活動の間には火成活動の静穏な時期があったこ
とがうかがわれる（佐藤，2002）．ただし，10-6Maの400万
年にも及ぶ長期の火成活動のギャップが実際にあったのか

どうか，あったとすればその原因は何か，これら興味ある

課題を考察するためには，信頼できる年代値を今後さらに

集積する必要がある．

　さて，今回報告した八千穂岩脈群の年代は上記の茂来山

期に相当する．得られた年代値は近傍の茂来山岩体のK-
Ar黒雲母年代（ca.14-13Ma）よりもいくぶん若く，むしろや
や離れた余地地域の熱水変質岩のK-Ar全岩年代（ca.12-
10Ma）に一致する（佐藤，2002）．黒雲母のK-Ar系の閉鎖温
度が300℃ と比較的低いことを考慮すると（例えば，Faure, 
1986; 兼岡，1998），徐冷の効果で茂来山岩体の貫入時期は
14-13Maよりもいくぶん古くなる可能性がある．これに対
し，厚さ50m程度の岩脈が，徐冷もしくは自身の熱で変質
することにより，貫入時期より200-300万年かそれ以上も
若い年代を与えることは考えにくい．試料97030417を採取
した岩脈には，ガラスは確認されなかったものの微細な組

織がよく残る急冷周縁相を伴っており，岩脈が顕著な再結

晶作用を受けたとは思われない．また，岩脈近傍の秩父帯

堆積岩類に明瞭な熱変成の証拠が見られなかったことも，

岩脈が熱源としては小さく比較的速く冷えたであろうこと

を示唆する．もし仮に，岩脈が茂来山岩体と同時期か，あ

るいは先に迸入したとすると，遙かに規模が小さい岩脈の

方がゆっくり冷えたか，岩脈の年代を若返らせる特殊なメ

カニズムを想定する必要があり，これはいかにも不自然で

ある．したがって現段階では，八千穂岩脈群は茂来山岩体

よりも遅れて貫入したと考えるのが妥当であろう．将来的

には，ジルコンのU-Pb年代など2次的な影響を受けにくい
手法を用いて，年代の検証を行うことが望ましい．

　余地地域でも八千穂岩脈群と同質の流紋岩脈が2003年6
月の調査で見出された（図2のD地点）．この岩脈は野尻集
落西方の神社に上がる石段の脇に露出する．この岩脈の走

向・傾斜や年代は未解明であるが，余地地域の熱水変質岩

が八千穂岩脈群と同様のK-Ar年代を与えることから（佐
藤，2002），熱水変質をもたらしたマグマは八千穂岩脈群と

一連の流紋岩質マグマであった可能性が考えられる．この

熱水変質岩には，酸性条件下で安定なパイロフィライトや

ダイアスポアや明礬石が含まれており，地表水が関与した

酸化的な条件下でできたとみられる．もしこの想定が正し

いとすると，珪長質マグマ－熱水系の浅所が余地地域に，

深所が八千穂地域に露出していることになろう．また，こ

の変質帯は余地地域を越えてさらに北方に広がり田口峠西

側の雨川上流域にまで及ぶとみられ，その規模の大きさが

注目される（図2）．この変質帯は群馬－長野県境を越えて
南牧村側にも及んでおり，余地峠東側の絹雲母鉱床（藤本，

1958，p.156-158）はこの変質帯の一部とみられる（図2のS）．
もし，この変質帯も地下のマグマ溜まりに対応するのであ

れば，12-11Maころ佐久地域に存在した地下のマグマ溜ま
りは，5×10km以上の広がりをもつ大規模なものであった
ことになろう．熱水変質岩の原岩は，強変質部では判定困

難なことが多いが，比較的変質の弱い部分の観察から，秩

父帯ジュラ系や前期中新統内山層の堆積岩のほかに，時代

未詳の軽石凝灰岩も確認され，その起源に興味が持たれ

る．この軽石凝灰岩は，熱水変質の熱源となった流紋岩質

マグマの一部が地表に噴出し，引き続いて変質を受けたも

のかも知れない．

　ところで，ここで一括した“茂来山期”は花崗岩活動と

それに続く流紋岩脈の形成というように2段階に分けられ
る可能性が高いことが明らかになった．しかし，これは八

千穂岩脈群と茂来山付近の主要岩体を比較した場合のこと

である．さらに詳しく，穴原白土鉱床（長野陶石鉱床）が石

英閃緑岩質岩体の貫入により形成されたとの指摘（八千穂

村誌自然編編纂委員会，2001）も考慮すると，八千穂岩脈群
の貫入以降も花崗岩質マグマの貫入があったことになる．

藤本（1958）も，余地峠の絹雲母鉱床は花崗閃緑岩－石英閃
緑岩－閃緑ひん岩に伴うと指摘している．余地地域の熱水

変質帯には，この他にも類似の半深成岩組織をもつ岩体が

見られるが，小規模で産状も不明なため図2には示してい
ない．これらは変質しているため放射年代も得られていな

いが，八千穂岩脈群と同時期かそれよりいくぶん遅れて貫

入し，熱水変質をもたらした可能性がある．このように，

全ての花崗岩類を一括して茂来山岩体とするのは早計のよ

うである．この地域の火成活動と熱水変質作用の成因や継

続時間を知るためにも，これら比較的苦鉄質な岩体の産状

と年代を明確にしていく必要がある．

２）岩脈の方位と花崗岩類の分布

　八千穂岩脈群の貫入方向はNE系とNW系の2系統に分け
られる（図3）．NE系は秩父帯の構造に直交する方向であ
り，この付近の花崗岩体もNE系の配列をなす点が興味深
い（図2）．群馬県地質図には，山中地溝帯の構造を胴切り
する形のNE系断層が多数描かれている（群馬県地質図作成
委員会，1999）．この西側に隣接する茂来山周辺域にも同
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様の断層があって中新世の珪長質マグマの貫入時に通路を

提供した可能性が考えられよう．一方，NW系の岩脈は，
秩父帯の地層の走向方向にも割れ目ができやすかったこと

を示唆する．ただし，試料97030417の露頭で観察された岩
脈北東縁部の貫入接触面は，岩脈全体の分布から予想され

る傾斜よりも緩い約30度の傾斜を示し（図3），むしろ近傍
の秩父帯の堆積構造と調和的である．おそらく，岩脈のも

とになった割れ目は局所的には複雑な形状を呈することが

あって，岩脈全体の走向・傾斜と一致するとは限らないの

であろう．

　ところで，現在の地殻応力の方位を浅発地震の発震機構

や応力測定のデータから推定するという手法がある．この

手法によると，関東山地では最大水平圧縮軸がNNE-NE方
向を向いており，これに直交する方向は引張力となるとい

う（例えば，塚原・池田，1991；塚原・小林，1991）．この
ことは，中期中新世のNE系の岩脈や花崗岩体の配列を規
定した地殻の割れ目が，現在と似た応力場でできた可能性

を示唆する．この一致は偶然に過ぎないのであろうか．一

方，NW系の岩脈は上記のような地殻応力方位では説明し
にくい．今回の年代学的検討で，2系統の岩脈はほぼ同時
期に形成されたことが分かった．しかし，厳密には2系統
の岩脈の形成が同時であったという確証はなく，野外での

前後関係も不明である（図3）．応力方位が短期間に変化し
た結果なのかも知れないが，当時の応力場については推測

の域を出ない．

　この課題と関連して，石英閃緑岩－花崗閃緑岩質小岩体

の存在も無視できない．これら小岩体の詳しい形態は不明

であるが，少なくとも岩脈というよりは小規模の岩株とし

て産するらしい．これらが岩脈の形態をとらなかったとす

れば，それは何故であろうか．また，これらは小規模であ

るにもかかわらず，周囲の岩石に熱変成作用や熱水変質作

用を及ぼし得たのは何故であろうか．いずれも興味深い問

題である．この地域の珪長質マグマの貫入形態や周囲に対

する熱的影響を規定した要因は，今後の検討課題として残

された．

３）南部フォッサマグナ地域の火成岩類との帯磁率の比較

　今回報告した八千穂岩脈群は極めて低い帯磁率を示すこ

とで特徴づけられる（表1）．0.05×10-3SI以下の極めて低い
値を示す変質岩だけでなく，変質のわずかな97030417も含
めて，化学分析を行った全ての試料が0.1×10-3SI程度かそれ
以下の低い帯磁率を示し，これらの岩石に磁鉄鉱は含まれ

ないか含まれているとしても極めてわずかであることが分

かる．これは，この地域の火成岩類が，本宿期の火山岩類

も含めて，一般に10-50×10-3SIあるいはそれ以上の高い帯
磁率を示すことと著しく異なる．これまでに知られていた

低帯磁率の火成岩は，茂来山岩体南縁部の黒雲母花崗岩

（0.1-0.3×10-3SI）のみであった．花崗岩類の帯磁率はSiO2の

増加と共に低下する傾向があるから，帯磁率だけから岩系

を論ずるには注意が必要だが，この地域の珪長質マグマの

特にSiO2に富む一部が還元型（佐藤ほか，1992）になってい
た可能性は十分考えられる．我々は野外調査で得られた低

帯磁率から，当初は八千穂岩脈群を茂来山岩体南縁部に対

比したほどであった．

　珪長質火成活動について南部フォッサマグナ地域まで視

野を広げると（図1），実は低帯磁率の火成岩が決して稀で
はないことが分かる（佐藤ほか，1992）．山梨県の甲府盆地
周辺に分布する中新世－鮮新世花崗岩体は主に酸化型から

なるが，甲府岩体北西部の昇仙峡－瑞牆山付近や甲斐駒ヶ

岳岩体の大部分は極めて低い帯磁率を示し，還元型に分類

されるのである（佐藤・石原，1983; Sato, 1991）．このよう
に，南部フォッサマグナ地域は酸化型と還元型の花崗岩類

が共存することで特徴づけられるのである．

　佐藤（2003）やSato et al.（2004）は，環日本海地域の花崗岩
と鉱床の時空分布特性から，堆積岩質地殻の存在と地殻応

力場が酸化型花崗岩になるか還元型花崗岩になるかの基本

的な支配要因であり，火成活動を経て還元物質が枯渇した

火成岩質地殻からは酸化型花崗岩ができると指摘した．ま

た，堆積岩質地殻の存在下でも伸張場では酸化型花崗岩が

でき得るとして，前期白亜紀の北上山地の例を挙げた．こ

の視点から長野県南佐久郡や甲府盆地周辺部の中新世花崗

岩活動をみると，それまで花崗岩活動を経ていない秩父帯

や四万十帯に花崗岩活動が生じたにも関わらず酸化型が卓

越する点では北上山地に似ているとも言える．一方で，昇

仙峡付近などの還元型花崗岩は同時期の西南日本外帯の花

崗岩に類似しており（佐藤ほか，1992），花崗岩類の多様性
は島弧会合部の複雑なテクトニクスの反映のひとつと思わ

れる（Sato, 1991）．八千穂岩脈群や茂来山岩体の帯磁率変
化もこのような枠組みで解釈してよいかどうか，それぞれ

の岩質や貫入時の応力場などを今後とも検討していく必要

がある．

　なお，既述のように，鮮新世の本宿期火山岩類は観察し

た限り全て高帯磁率を示す．これも，甲府岩体中央部の鮮

新世火山深成複合岩体である小烏岩体が高帯磁率の酸化型

であることと合わせて興味深い（佐藤・石原，1983; Sato, 
1991）．いずれも中期中新世の花崗岩類や熱水変質帯の隆
起・削剥後に活動したという共通点がある．後期中新世に

は，火成活動が比較的静穏で関東山地全体が隆起し削剥を

受けるというような時代があったのではなかろうか．

４）八千穂岩脈群の化学組成

　八千穂岩脈群と茂来山岩体の代表的な試料の化学組成を

表1に示した．八千穂岩脈群は，茂来山岩体の花崗岩類よ
りもCaOや苦鉄質成分に乏しく，SiO2含有量は77-80%に及
ぶ．相互の成因関係は今のところ不明であるが，茂来山岩

体の黒雲母花崗岩（01060211）のような還元型のマグマがさ
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らに分化して八千穂岩脈群のようなSiO2に富む流紋岩質マ
グマが出来たのではなかろうか．このような考察は稿を改

めて行うとして，ここでは変質岩脈の特徴と問題点につい

て触れておきたい．

　化学分析を行った岩脈5試料のNa2O+K2Oは6.7-7.4%と大
差はないが，穴原白土鉱山跡の鉱石97030406だけは他の試
料と著しく異なりK2Oが乏しくNa2Oに富む（註5）．この鉱
石が石英閃緑岩質岩体の貫入に伴う熱水変質でできたのだ

とすると（八千穂村誌自然編編纂委員会，2001），変質前には
同一岩脈の試料97030417と同様の化学組成をもっていた岩
石からKが放出されNaが加わったことになる．これは曹長
石化作用の一種であり（例えば，Meyer and Hemley, 1967）， 
NaClに富む熱水がカリ長石を交代して曹長石に変えるよ
うな反応が起こったのだと考えられる．しかし，この一試

料の鏡下の組織からは，このような反応が実際に起こった

のかどうかを読み取ることはできなかった．

　Utada（1980）に基づくと，曹長石を主とする穴原白土鉱
床の鉱物組み合わせはアルカリ変質帯に，パイロフィライ

トや絹雲母などからなる余地付近の熱水変質岩は酸性変質

帯に区分される．穴原白土鉱床には稀ながら磁硫鉄鉱が見

出されるが，余地地域には硫砒銅鉱が産し試掘されたこと

がある．このことは両者の硫黄分圧－温度条件が著しく異

なっていたことを物語る．両者が同じマグマ－熱水系の産

物だとしたら，このように大きな違いが生じたのは何故だ

ろうか．1）で論じたように，もし深度だけが異なるのだと
したら，余地地域の深部にも穴原白土鉱床と同様の曹長石

化岩が期待できるのであろうか．地下の比較的浅い場所に

あった余地地域では蒸気相が卓越し，その中に含まれる

SO2などからできた硫酸イオンが酸性条件をもたらしたの
ではなかろうか．マグマから放出された熱水が沸騰や地表

水との混合などを経てどのように変化し，また母岩を変質

させていったかという課題を，今後は流体包有物のデータ

なども加味して，比較検討していく必要がある．

　なお，小海の変質岩脈（01060201）では，主成分・微量成
分とも弱変質岩脈と大きな違いが見られず，穴原白土鉱床

の変質とは異なり，H2OやSを除く顕著な成分移動はな
かったものと思われる．この岩脈の変質が何に起因するの

か現段階では不明であり，今後さらに野外調査を進める必

要がある．

５　まとめ

　長野県南佐久郡八千穂村東部とその周辺で，『八千穂村

誌』執筆のための野外調査中に，関東山地北西縁部の秩父

帯ジュラ系に貫入する多数の珪長質岩脈を見出した．本稿

で八千穂岩脈群と名付けたこの岩脈群は，NE系とNW系の
2系統の走向を示し，前者は茂来山付近の花崗岩体の配列
とともに，秩父帯の構造方向と直交する．八千穂岩脈群は

SiO2に富む（76-78wt.%）流紋岩組成をもち，一部は熱水変
質を受けて白色化し穴原白土鉱山として窯業原料用に採掘

されたことがある．

　代表的な2試料について得られた11.3±0.3Maおよび
11.9±0.3Ma のK-Ar年代は，この岩脈群が茂来山岩体主要部
からいくぶん遅れて，中期中新世の後期に貫入したことを

示す．この年代値は余地地域の酸性熱水変質岩の年代とほ

ぼ等しく，変質をもたらしたマグマ－熱水系の深部が見え

ている可能性がある．

　八千穂岩脈群は，極めて低い帯磁率を示すことでも特徴

づけられ，南部フォッサマグナ地域の低帯磁率花崗岩類と

同様に還元型に区分される可能性があり，岩脈の方向を規

定した応力場の解明とあわせて，その成因を今後の課題と

して追求する必要がある．
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ら，地元の方々と地質関係者による田口峠周辺の捜索が続

けられた．一時は消防や警察当局のヘリコプターも加わ

り，地表の捜索に参加した延べ人数は1000人をはるかに超
えるとみられるが，2007年12月までに先生は発見されてい
ない．本稿の野外地質の既述とくに図3は，由井先生の調
査資料に基づいており，共著者に加わっていただいた．本

稿に何らかの不備があれば，それは全て佐藤の責任である

ことは言うまでもない．

註２）穴原白土鉱山の鉱石は，流紋岩脈が熱水変質を受け

てできたと考えられるNaに富む白色の岩石で（表１，試料
97030406），近くに露出する石英閃緑岩質の小岩体が鉱化
をもたらしたと考えられる（八千穂村誌自然編編纂委員会，

2001）．大島（1948）によれば，彼が調査した1947年当時，こ
の鉱床は長野陶石鉱床と呼ばれ，ガラスや陶磁器の原料と

して，それまでに総量5700トンの鉱石が露天掘りで採掘さ
れたという．

註３）化学分析のみ行った岩脈試料は以下の通りである．
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01060109：崎田東方の石材「初の久保石」採掘跡で見られ
る柱状節理が発達する岩脈．97030417に似て変質が弱く，
年代の追加測定に好適．石基に微細な（<50μm）黒雲母が
残るが，多くはスメクタイト様粘土鉱物に変わっている．

01060209：小海町阿登久良山北側の農道脇に見出された幅
約7ｍの岩脈．97030417に類似．
97030406：穴原白土鉱山跡の代表的な鉱石とみられる白色
岩．斜長石斑晶を絹雲母が散点的に交代．K2Oが著しく少
ないため年代測定の対象からは除外．

　これらはいずれも炭酸塩鉱物は含まず，表1の加熱減量
（LOI）はH2O+とH2O-の合計にほぼ等しいと思われる．

註４）帯磁率の測定はCzechのGeofyzika BRNO製の携帯型
帯磁率計Kappameter KT-5による．正確な帯磁率値を得る
ためには，岩石試料を切断し検出部より大きい平滑な面を

作成して測定する必要があるが，野外の露頭では比較的平

らな面を選んで測定するだけで概略の把握には充分である

（例えば，佐藤，2006）．試料01060201の記述にある測定は，
そのようにして行われた．

註５）穴原白土鉱床の鉱石97030406は，弱変質岩脈と比べ
て，主成分ではFe, Kが低下してNaが増大し，微量成分では
BaやRbや軽希土類が低下してSrが増大している点が目立
つ（表1）．
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