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フォッサマグナ中央部の和田峠周辺に分布する花崗岩質岩体群のK-Ar年代

佐藤興平
気象庁　気象大学校

〒277-0852　千葉県柏市旭町7-4-81

要旨：フォッサマグナ中央部の美ヶ原から霧ヶ峰にかけた山地には，いくつかの花崗岩質貫入

岩体が露出する．これらは前－中期中新世の火山岩類を貫き，鮮新世－第四紀火山岩類に被わ

れる．既存の8.6-7.3 MaのK-Ar年代データと合わせて，この岩体群は中－後期中新世に貫入し
たと推定されるが，放射年代が測定されたのは3試料に過ぎず，追加的な検討が待たれていた．
この地域の南端部に露出する茅野岩体から採取した2試料の黒雲母につき，新たに11.2 Maおよ
び10.8 MaのK-Ar年代が得られ，少なくともこの岩体は後期中新世初頭の11 Ma頃かそれ以前に
貫入したことがほぼ確かとなった．
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K-Ar ages of granitoids in the area around the Wada Pass
within the Fossa Magna, central Japan
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Abstract： Granitoid plutons are exposed in the area around the Wada Pass within the central Fossa 
Magna, central Japan. The plutons intruded into the Early to Middle Miocene volcanic sequences, and 
they were locally overlain by Pliocene to Quaternary volcanic rocks. It is suggested, combined with the 
published K-Ar age data for three specimens, that the plutons were emplaced in the Middle to Late 
Miocene, but additional dating has been required for more understanding of the granitoid activity in this 
area. two Newly obtained K-Ar ages（11.2 and 10.8 Ma）for biotites from the Chino pluton southeast of 
Lake Suwa indicate that this pluton was emplaced before the beginning of the Late Miocene.
Key Words： Nagano, Wada Pass, Utsukushigahara, Matsumoto, Shimosuwa, Chino, Miocene, granitoid, biotite, K-Ar age.
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1．はじめに

　フォッサマグナ地域には，中新世－鮮新世の珪長質貫入

岩体が数多く分布する（図1）．それらは甲府岩体や甲斐
駒ヶ岳岩体のような地表での長径が20-40kmに及ぶ大規模
な花崗岩体から（佐藤・石原，1983；Sato, 1991；佐藤ほ
か，1986, 1989, 1992），大深山岩体や三頭山岩体のような径
2km程度かそれ以下の小規模な岩体まで（佐藤，2002, 
2009a, 2010）大小様々である．これらの多くは15-10 Ma頃
の中－後期中新世に貫入したと考えられるが，中新世末－

鮮新世に貫入した岩体も知られている．群馬県南西部から

長野県佐久地域に分布する火成岩類の年代データから，佐

藤・由井（2008）は火成活動が15-10 Ma頃の茂来山期と6-

3 Ma頃の本宿期に特に活発で，その間に隆起・削剥が進ん
だ比較的静穏な時期があったのではないかと推定した．し

かし更に検討範囲を広げてみると，実際にはこの2つの時
期の中間的な年代データがないわけではなく，和田峠花崗

岩体群の一部からは8.8-7.2 MaのK-Ar年代値が報告されて
おり（河野・植田，1966；柴田ほか，1976；再計算値），最
近になって三頭山岩体からは7.5 Maの年代値も得られてい
る（佐藤，2011）．フォッサマグナ全域の火成活動史を把握
するためには，更に年代データを補充することが望ましい

という状況は変わっていない．

　上記の中間的な年代値が報告された和田峠花崗岩体群と

は，長野県の霧ヶ峰から美ヶ原にかけた山地に露出する岩

体群に与えた総称で，地表露出の長径が1km程度から10km
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に及ぶものまで大小様々な岩体からなっている（図1, 2）．
これらの岩体は露出条件に余り恵まれず，めぼしい鉱化作

用も伴っていないためか，研究対象として注目されたこと

は殆どなかった．筆者もフォッサマグナ全域の広域的な予

察調査の過程で訪れただけであるが，採取した試料の年代

測定結果が従来の年代値といくぶんか異なるので，未公表

になっていたデータを印刷公表し，今後の研究資料として

提供したい．

2．地質の概略

　和田峠周辺の地質の概略を図2に示した．この地域の特
に糸魚川－静岡構造線の北東側では，中新世より古い地質

体はほとんど見られず，岡谷北方の横河川の谷沿いに結晶

片岩類のわずかな露出が知られているだけである（沢村・

大和，1953）．この横河川変成岩類は三波川帯の北方延長
部とされ，糸魚川－静岡構造線に沿う約12kmの左ずれで
現在の位置にもたらされたと考えられている（河内ほか，

1966）．この断片的な変成岩類を除くと，この地域に露出

する主要な地質体の中で最も古い単位は前期－中期中新世

の内村層である（註1）．この地層は緑色に変質した玄武岩
－安山岩質の海底火山岩類を主とし，泥岩や砂岩を伴う

（中野ほか，1998）．横河川の泥岩層からは浮遊性有孔虫
化石帯のN8に相当する放散虫化石が見出されており（公文
ほか，1990），この化石帯の年代が17-15 Ma頃であることを
考慮すると（例えば，Gradstein et al., 2004），内村層は日本
海拡大時の海底火山活動や堆積作用によって形成された地

質体のひとつであることが考えられる．内村層と横河川変

成岩類との関係は断層とされており（中野ほか，1998），内
村層堆積時の基盤について知る直接的な手掛かりはここで

は得られない．

　和田峠の周辺には，地表露出の長径が1km程度から10km
に及ぶものまで大小様々な花崗岩質岩体が露出する（図1, 
2）．ここではこれらを一括して和田峠岩体群と呼ぶ．比較
的な大きな岩体は石英閃緑岩－花崗閃緑岩質で，小規模な

岩体は閃緑斑岩もしくは安山岩体とされるが（柴田ほか，

1976；中野ほか，1998），図2には径1kmを超える主な岩体

図1　フォッサマグナの中新世－鮮新世火成岩類の分布．
　地質調査所（1992）を簡略化（佐藤，2010, 2011）．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．貫入岩体（群）は，北から南へ，Ss：須坂，Wd：和田
峠，Tz：砥沢，Mr：茂来山，Om：大深山，Cb：秩父，Kk：甲斐駒ヶ岳，Kf：甲府，Mt：三頭山，Tn：丹
沢．パイロフィライト鉱床は，Sy：信陽， Yj：余地（佐藤，2009b）．Mj：本宿カルデラ（佐藤，2004, 2005）．
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を示し，柴田ほか（1976）に従って岩体名を付けた．北部
の岩体は内村層に貫入することが確認されるが，南部の岩

体は露出条件の制約から貫入関係がよく分からない．

　河野・植田（1966）は，東北日本の花崗岩類のK-Ar年代
を広域的に測定した際，この地域の2試料につき8.6 Maと
8.5 Maの黒雲母年代を報告した．また柴田ほか（1976）は，
和田付近の花崗岩質ペグマタイトの黒雲母とカリ長石につ

いて，それぞれ7.3 Maと7.0 MaのK-Ar年代を報告した．し
かしその後，この地域の花崗岩類についての放射年代の報

告は見あたらない．上記の年代値は公表後改訂された壊変

定数に基づく再計算によっても8.8-7.2 Maとなり，この地
域の花崗岩類が後期中新世に貫入したことを示唆する．

　予察の過程で，図2の黒丸の地点で露頭の帯磁率を測定
し（携帯型帯磁率計Kappameter KT-5使用），試料を採取し
た．ほとんど全ての露頭で副成分鉱物の磁鉄鉱に起因する

10-50×10-3SIの高い帯磁率が得られ（註2），この岩体群が酸

化型に分類されることが判明した（例えば，佐藤ほか，

1992；佐藤，2003）．
　上記の中新世の地質体は，鮮新世－前期更新世の安山岩

質火山岩類に広く被われ，諏訪湖南東部では更に八ヶ岳火

山の噴出物にも被われる（図2）．前期更新世の安山岩－流
紋岩質火山岩類は塩嶺火山岩類とも呼ばれ，1.5-0.8 Maの
K-Ar年代が報告されており（Momose et al., 1966；Kaneoka 
and Suzuki, 1970；内海ほか，1998；佐藤，2004；Oikawa 
and Nishiki, 2005），諏訪湖東方では安山岩の板状節理を活
かした石材が「鉄平石」の名称で（佐藤，2004），また和田
峠付近のデイサイトに含まれる黒曜石が軽量骨材パーライ

トの原料として採掘されている．

図2　和田峠周辺の地質概略図．
　中野ほか（1998）を簡略化．主な花崗岩質岩体は，北から南へ，U：美ヶ原，W：和田，M：松本，S：下諏訪，
C：茅野（柴田ほか，1976）．Pはペグマタイト脈（山崎ほか，1976）．小さな黒丸は花崗岩露頭の帯磁率測定点で，
番号をつけた試料の主成分組成と帯磁率を表1に示す．左下の鎖線は糸魚川静岡構造線の主な断層（推定）．
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3．年代測定試料と測定結果

1）年代測定試料

　帯磁率を測定した露頭から採取した試料の中から，比較

的新鮮で代表的と思われる試料について主成分の化学分析

を行い，切断した平滑な面を測定して正確な帯磁率を求め

た（表1，図3）．この中から，鏡下の観察で最も変質が少な
く年代測定にふさわしいと判断された2試料を予察的な測
定試料として選び，黒雲母を分離してK-Ar年代を測定し
た．これらは茅野岩体を代表するとみられる花崗岩および

花崗閃緑岩である．試料の採取地点を図4に示した．年代
測定に供した試料の特徴は以下の通りである．

試料83111804

　諏訪市四賀の桑原という集落付近から霧ヶ峰に登ってい

く道路脇の露頭から採取した試料である．この露頭では苦

鉄質包有物（径1-3cm）はごく稀で，幅10-30cmのアプライ
ト岩脈が認められた．採取した試料は微少量の角閃石を含

む中粒の黒雲母花崗岩で（SiO2=73.89wt.%），帯磁率は
14.0×10-3SIであった（註3）．次に記述するより苦鉄質な試
料とは明瞭に異なるが，露出条件に恵まれず，予察調査で

は2つの岩相の関係は分からなかった．
　年代測定の対象とした黒雲母は，0.3-3mmの半自形結晶
として含まれる．鏡下の観察では緑泥石化など変質の兆候

は認められず，K-Ar年代の測定対象として好適と判断され

た．微少量含まれる角閃石（<1mm）や累帯構造を示す自
形－半自形の斜長石（1-4mm）にも変質が認められなかっ
た．石英やカリ長石はこれら自形－半自形鉱物の粒間を埋

めて産する．黒雲母と角閃石以外の苦鉄質鉱物は主に磁鉄

鉱であるが，これらは黒雲母に含まれるかこれと接する自

形－半自形の結晶（0.05-0.2mm）として産することが多い．
試料83111808

　茅野市街北西の上原という集落から永明寺山に登る道路

脇の露頭から採取した試料である．この露頭でも苦鉄質包

有物は少なく，径2-3cmのものが稀に見られただけであっ
た．採取した試料は黒雲母角閃石花崗閃緑岩で（SiO2=
64.59wt.%），粒度は試料83111804よりはいくぶん細かく，
帯磁率は27.4×10-3SIであった．
　K-Ar年代の測定対象になりうるのは黒雲母と角閃石で
あるが，予察の対象としては鉱物分離と試料83111804の結
果との比較検討が容易な黒雲母を選んだ．この試料の黒雲

母は，0.1-1.5mmの半自形結晶として含まれ，5 %程度緑泥
石化しているもののK-Ar年代の測定対象として問題にな
る変質ではないと判断された．角閃石の変質も微弱であ

る．角閃石は0.2-2mmの自形－半自形で散在するが，一部
は黒雲母に対し他形を示すことがあって，両者はほぼ同時

期に晶出したことが示唆される．斜長石は累帯構造が明瞭

な自形結晶で（0.5-2mm），一部に微かな炭酸塩化が認めら
れるが，全体としては新鮮である．石英やカリ長石は試料

83111804の場合と同様に他鉱物の粒間を埋める．黒雲母と

表１　和田峠花崗岩体群の化学組成と帯磁率
Table 1　Chemical composition and magnetic susceptibility of the Wada Pass granitoid complex in the central Fossa Magna region

7654321No.*
UUUWCCCPluton*

83081405830814038308140783081410831118058311180883111804Sample
afHbQdamHbGdmHbQdmHbBtGdmHbBtGdmBtHbGdmBtGrRock**
61.9569.7860.1966.2865.2964.5973.89SiO2
1.010.640.840.510.590.640.21TiO2
15.5113.6615.3315.1715.1914.8813.29Al2O3
3.851.783.042.042.042.240.88Fe2O3
2.301.343.502.442.863.061.04FeO
0.090.060.070.110.110.110.06MnO
2.041.053.371.842.162.350.52MgO
5.232.766.734.334.544.651.60CaO
4.943.843.413.063.122.973.21Na2O
0.323.191.993.042.842.794.45K2O
0.260.150.160.120.140.140.06P2O5
1.661.260.750.760.731.020.40H2O+
0.210.190.260.060.070.200.01H2O－
99.3799.7099.6499.7699.6899.6499.62Total
49.525.435.432.932.627.414.0κ(×10-3SI)*** 

Chemical analysis was done at Japan Analysis Center.
 *：Numbers correspond to those in Figure 2. Plutons are as follows: C: Chino; W: Wada; U: Utsukushigahara.
 **：Abbreviations are Gr: granite, Gd: granodiorite, Qd: quartz diorite, Bt: biotite, Hb: hornblende, a: altered, m: medium-grained; f: fine-grained.
 ***：Magnetic susceptibility measured on sawed falt surface by Kappameter KT-5 .
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角閃石以外の苦鉄質鉱物は主に磁鉄鉱で，黒雲母や角閃石

に含まれるかこれらと接して自形－半自形の結晶（0.05-
0.2mm）として産することが多い．

2）試料調製と測定結果

　鉱物分離の手法はこれまでの報告書と同様で（例えば，

佐藤，2009a），最終的には30-40メッシュの黒雲母濃集試料
を測定に供した．測定はTeledyne Isotope社に依頼して行わ
れた．得られたK-Ar年代値を塩嶺火山岩類の測定結果（佐
藤，2004）と共に表2にまとめ，年代計算に用いた壊変定数
などは表の下に示した．この表の試料採取地としては，最

も近い市街地名を記してある．

　得られた年代値は試料83111804が11.2 Ma，試料83111808
が10.8 Maとなり後者がいくぶん若いが，0.5-0.6 Maの測定
誤差も考慮すると2つの黒雲母の間に有意の年代差がある
とは言い難い．測定した黒雲母濃集試料の純度は極めて高

く，大気アルゴンの混入率も50%前後と高くないので，得
られた年代値は精度が高いと考えられる．今回の結果は，

おそらく茅野岩体が11 Maの頃かそれより少し前に貫入
し，黒雲母のK-Ar系閉鎖温度である300℃ 程度まで冷却し
た時の年代を記録していると考えられる．

4．考察：フォッサマグナの火成活動と隆起運動

1）和田峠岩体群の既存データとの比較

　今回のK-Ar年代測定で，和田峠岩体群の中の茅野岩体と
いう孤立した岩体内の異なる岩相がほぼ等しい黒雲母年代

を示すことが明らかとなった．5万分の1地質図（沢村・大
和，1953）には岩体内の岩相区分が示されておらず，筆者
の予察調査でも2つの岩相の野外での関係を明らかにする
ことはできなかったが，両者がある一時期に貫入したマグ

マの組成の違いを反映していると見るのが自然であろう．

もちろん両者が著しく異なる時期に貫入し，何らかの原因

で黒雲母がほぼ等しいK-Ar年代を記録しているという可
能性も否定しきれないが，そのように考えなければならな

い理由は今のところ見出されない．

　ところで，既存の4つのK-Ar年代データのうち3つは和田
岩体とこれに伴うペグマタイトから得られたもので（河野・

植田，1966；柴田ほか，1976），花崗閃緑岩の黒雲母が8.8 
Ma，ペグマタイトの黒雲母とカリ長石がそれぞれ7.5 Maと
7.2 Maであった（いずれも再計算値）．これらのデータは，
和田岩体の特にペグマタイトの形成時期が茅野岩体より有

意に若いか冷却速度が遅かったことを物語る．しかし実際

には，カリ長石年代は黒雲母年代よりいくぶん若いもの

の，測定誤差を考慮するとその差は有意とは言い難く，む

しろゆっくりと冷却したという考え方には否定的なデータ

となっている．和田岩体の少なくともペグマタイトは，異

86012102
(1.17 Ma w.r.)

83111804
(11.2 Ma Bt)

83111808
(10.8 Ma Bt)

83111805

0 1 2
km

図4　K-Ar年代測定試料の採取位置．
　採取地点に試料番号と年代値を示す．試料83111805は主成分
分析のみ実施．地形図は国土地理院5万分の1地形図「諏訪」
（2003年12月1日発行）による．1981年6月30日発行の地形図に
は，試料83111808の約500m西北西に「上原」という地名が記さ
れていた．
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図3　和田峠花崗岩体群のCaO-Na2O-K2O重量比．
　比較のため長野県南佐久郡下の茂来山岩体と大深山岩体（佐藤・
由井，2008；佐藤，2009a；佐藤興平，未公表資料）および甲斐
駒ヶ岳岩体の分析結果（佐藤ほか，1989）も示した．南部フォッ
サマグナ地域の花崗岩体は，日本の花崗岩の平均化学組成に近い
花崗閃緑岩－花崗岩質なものと，K/Na比の低いトーナル岩質なも
のに分けられるが（佐藤・石原，1983；佐藤ほか，1989；Sato, 1991），
ここではそれらをgranodiorite-granite trendおよびtonalite trendと名
付けた．甲府岩体の大部分を占める御岳昇仙峡型と徳和型および
焼地蔵岩体を除く甲斐駒ヶ岳岩体の本体は前者に，丹沢岩体と甲
府岩体南端部の芦川型などは後者に属する．和田峠岩体群の分析
試料には，表1に対応する番号を付けたが，苦鉄質包有物（No.7）を
除き，全てgranodiorite-granite trendに属することが分かる．
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なる閉鎖温度をもつ鉱物年代に顕著な違いが生じないほど

の速い速度で冷却したのであろう．これら和田岩体の年代

値が形成時期に近い年代を表しているとすれば，茅野岩体

との間には貫入時期に関して2m.y.程度の年代差が想定さ
れることになる． 
　一方，河野・植田（1966）の報告にある8.7 Ma（再計算
値）を与えた試料G66は，諏訪湖南東にある茅野の成田の西
600ｍで採取されたと記述されている．このような地名を
地図上に見出すことができないため詳しい採取位置は不明

であるが，この試料が茅野岩体からもたらされた可能性は

大きいとみなければならない．その場合，同じ岩体の黒雲

母が2m.y.以上も異なるK-Ar年代を与えたことになる．あ
るいは茅野岩体とされた岩体の一部に和田岩体に相当する

年代の岩体が含まれているのかも知れない．いずれにして

も，この不一致の原因は不明であり，今後の検証が待たれ

る．予察時には，和田峠岩体群は露頭に恵まれず，新鮮な

試料を得るのは容易ではないとの印象を受けた．また，和

田峠周辺域は鮮新世以降も火成活動が続いた地域であり，

花崗岩体の一部が熱的な影響を受けた可能性も否定しきれ

ない．今後の研究には，風化や変質の影響を受けにくい年

代測定手法も採用するなど冷却史を考慮した注意深い検討

が必要であろう．

2）フォッサマグナの他の地域との比較

　今回得られた茅野岩体の黒雲母年代が，南方20km余り
の赤石山地に露出する甲斐駒ヶ岳岩体の黒雲母年代（11.7 
Ma，佐藤ほか，1989）に極めて近いことは注目に値する．
このような中期中新世末－後期中新世初期の黒雲母年代

は，甲府花崗岩体でも稀ではなく（Sato, 1991；佐藤ほか，
1992；佐藤興平，未公表資料），むしろ甲府盆地周辺の花崗
岩体の黒雲母に一般的な年代とみてもよい位である．これ

らの年代は，妙義－荒船－佐久地域の火成活動史に照らせ

ば，茂来山期に相当することになる（佐藤・由井，2008；
佐藤，2009a, 2011）． また，和田岩体の約9 Maという黒雲
母年代は，茅野岩体よりいくぶん若いが，どちらかといえ

ば本宿期よりも茂来山期に含めるべきであろう．なお，こ

の茂来山期の花崗岩活動を酸化型・還元型の枠組みで見る

と，例えば茅野岩体が酸化型であるのに対して甲斐駒ヶ岳

岩体は還元型であるように，両者が混在していることにな

る．この岩型は地殻の岩質（酸化還元状態）や温度構造や

応力場に規定されて決まると考えられるのであるが（例え

ば，佐藤，2009a, 2011），この問題については稿を改めて論
ずることにしたい．

　ところで，諏訪湖の北方に露出する鮮新世とされる安山

岩類も（図2），火成活動史の考察では小規模ながら重要な
地質単位である．この安山岩類については放射年代が報告

されていないが，この時代判定が正しいとすると，鮮新世

には花崗岩体が地表に露出していたことになる．岩体が地

表に出現したのは，和田岩体についてはカリ長石のK-Ar年
代である7.2 Ma以降であろう．和田峠周辺域でも，茂来山
期の花崗岩活動の後に，火成活動の静穏な隆起変動の時期

が存在した可能性が考えられる（註4）．
　南部フォッサマグナ地域では，富士川谷に分布する後期

中新統身延層の丸滝礫岩に関東山地起源の礫が多産するこ

とから，この地層が堆積した9-7 Maの頃には関東山地が隆
起して礫を供給していたと考えられる（松田，1984, 1989）．
関東山地の北側に富岡層群を堆積させた中新世の海も次第

に浅くなって8 Maの頃には消滅し，地層は陸成層に変わっ
た（例えば，佐藤，2010の図4）．これらのことを考えると，
後期中新世の隆起運動は，関東山地からフォッサマグナ中

央部にわたる広い範囲に及んでいたのではないかと思われ

る．この隆起運動はどのような地殻変動に起因するのだろ

うか．東北日本でも後期中新世の8 Ma頃から脊梁地域が
隆起して陸域に転じたとの見解がある（例えば，小池ほか，

表2　和田峠花崗岩体群茅野岩体と塩嶺火山岩類のK-Ar年代
Table 2　K-Ar ages of the Chino pluton within the Wada Pass granitoid complex and the Enrei volcanic rocks

Age
（Ma）

K
（%）

 40Ar*
（%）

 40Ar*
（scc/g×10-5）

Rock
(Dated material)

LocalitySample No.

11.2±0.6　
11.2±0.6　

　　11.2±0.6（av.）　

7.47
7.43

57.0
56.9

3.24
3.25

Granite
(Biotite)

Kamisuwa83111804

10.8±0.5　
10.9±0.5　

　　10.8±0.5（av.）　

7.18
7.17

47.7
44.3

3.02
3.05

Granodiorite
(Biotite)

Chino83111808

1.07±0.05
1.29±0.08
1.18±0.06

　　1.17±0.06（av.）

2.41
2.38

55.3
35.0
53.9

0.010
0.012
0.011

Andesite
(Whole rock)

“Teppeiseki”
quarry in
Kamisuwa

86012102*

λ β=4.962×10-10/y，λ ｅ=0.581×10-10/y，40K/K=0.01167 atom %（Steiger and Jäger，1977），40Ar*：radiogenic Ar
　　Analyst：M.Siragusa, Teledyne Isotopes.  Detailed sample localities are shown in Figure 4.
*：Enrei volcanic rocks reported in Sato (2004). Teppeiseki is a building stone made of andesite lava with platy joints.
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2005）．このような隆起運動は，南部フォッサマグナでの
衝突というような局所的な原因ではなく，もっと広域的な

変動に対応しているのかも知れない．

5．まとめ

　フォッサマグナ中央部の美ヶ原から霧ヶ峰にかけた山地

に産する和田峠花崗岩質貫入岩体群のうち諏訪湖南東に露

出する茅野岩体の2試料の黒雲母のK-Ar年代を測定し，
11.2±0.6 Maおよび10.8±0.5 Maというほぼ一致する年代値
を得た．この結果は茅野岩体が約11 Ma以前に貫入したこ
とを示唆する．妙義－荒船－佐久地域の火成活動史と対比

すると，茅野岩体の貫入は茂来山期に相当する．一方，こ

れまでに報告されていたK-Ar年代値は8.6-7.3 Maとやや若
く，本宿期との中間的な年代値とも見える．既存のデータ

との違いが，和田峠岩体群の長期にわたる貫入活動を示す

のか，それとも変質など2次的な影響を反映しているのか
などについて更に検討を続ける必要がある．

＜註＞

註1）5万分の1地質図「諏訪」で，沢村・大和（1953）が守
屋層と呼んだ諏訪湖周辺の第三系は，20万分の1地質
図「長野」（中野ほか，1998）では内村層として一括さ
れており，ここでは後者を踏襲している．

註2）和田峠岩体群の露頭の帯磁率は15-30×10-3SI程度のこ
とが多いが，和田峠から下諏訪に下る途中にある樋橋

（とよはし）付近の変質露頭で4-6×10-3SIという中間的
な値も得られた．変質により帯磁率が低下することが

多いので，新鮮な露頭が見つかればもっと高い値が得

られるであろう．

註3）Kappameter KT-5による野外の帯磁率測定は，露頭面
の凹凸の影響で実際の帯磁率よりいくぶん低い値を与

える．正確な帯磁率を知るためには，比較的大きな試

料を採取し，岩石切断機を用いて平滑な面を切り出し

て測定する必要がある．均質な酸化型花崗岩試料なら

ば，平滑な面の場所による測定値のばらつきは通常

10%以下である．ここでは数回の測定の平均値を示し
た．なお，酸化型と還元型の境界は，帯磁率で3×10-3SI
程度としているが（例えば，佐藤，2003），実際には境
界付近の値を示す試料は少なく，還元型は0.5×10-3SI以
下のことが多い（例えば，佐藤ほか，1992）．また，帯
磁率値が小さいため還元型の測定では相対誤差は大き

くなる．

註4）和田峠岩体群が地表に出現した後，いつから火成活動

が再開されたのか，本宿期に対応する活動なのかどう

かという問題を明らかにするためにも，鮮新世とされ

る安山岩類（中野ほか，1998）の年代測定が望まれる．
塩嶺火山岩類（ca.1.5-0.8 Ma）や八ヶ岳連峰の火山岩
類（ca.1.3-0.23 Ma；Kaneoka et al., 1980；Kaneoka and 
Kawachi, 1983），さらには八ヶ岳南東方の飯盛山火山
岩類（ca.1.4 Ma；兼岡ほか，1993）などの分布と年代
データからみて，1.5-1.0 Maには現在の火山フロント
に近い火山の線状配列が形成されていたと推定され

る．中期中新世－鮮新世の火山フロントは，現在より

25-50kmも東方にあって，3-2 Ma頃に現在の位置まで
後退したと考えられるが（例えば，佐藤，2004, 2005, 
2011），この後退の時期や原因について詳しいことは
分かっていない．塩嶺火山岩類の下位に産する火山岩

類の研究は，このような問題の考察に何らかの手掛か

りを与えると期待される．
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