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山梨県初狩の高川山安山岩体：
K-Ar年代の予察的検討と南部フォッサマグナの構造発達史の考察
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要旨： 関東山地と丹沢山地の境界部を流れる桂川の上流域には，後期中新世－鮮新世の西桂層群を構成する砂
岩・礫岩層が分布している．これらは，堆積の前－中期には主に関東山地から，末期には両山地から供給され

た砂や礫が堆積してできた地層で，下位の前－中期中新世の丹沢層群を被い，その北縁は両山地の構造境界を

なす藤野木－愛川構造線などの断層で切られている．山梨県東部の初狩に産する高川山安山岩体は，西桂層群

の岩殿山礫岩層と指交するかこれを被うとされ，地層の形成時期を制約する情報が得られると期待されたの

で，全岩試料につき予察的なK-Ar年代の測定を行い，7.3±0.4 Maという後期中新世の年代値を得た．西桂層群
の層序と高川山安山岩体の年代から，岩殿山礫岩層が堆積した7.3 Ma前後には丹沢山地の地塊が関東山地の近
傍に位置していたことが考えられる．この推定は，丹沢層群中に多産する寒水系の貝化石Chlamys kaneharaiか
ら推定される古地理とも調和的であり，南方から移動してきた丹沢地塊が5-4Ma頃に本州弧に衝突したとする
説に疑問を投げかける．
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Fossa Magna, an island-arc junction in central Japan
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Abstract： The Nishikatsura Group composed mainly of Late Miocene to Pliocene sandstone and conglomerate is dis-
tributed along the upper reach of the Katsura River in eastern Yamanashi Prefecture, central Japan. This group was 
deposited on the Tanzawa Group of Early to Middle Miocene age, near the boundary between the Kanto block, a member 
of the Honshu arc, and the Tanzawa block, a former member of the Izu-Ogasawara arc. The coarse-grained clastic 
sediments were derived mainly from the Kanto Mountains located to the north in the early to middle Nishikatsura stage, 
but the Tanzawa Mountains also provided clastic materials in the late Nishikatsura stage. The northern margin of the 
Nishikatsura Group is cut by the Tonoki-Aikawa Tectonic Line, an active reverse fault between the Kanto and Tanzawa 
blocks.
　The Takagawayama andesite of unknown age occurs at Hatsukari to the south of the Tonoki-Aikawa Tectonic Line, 
with an interfingering relation to the Iwadonosan conglomerate formation, a middle member of the Nishikatsura Group. 
Preliminary K-Ar dating of a whole-rock sample of the andesite yielded 7.3±0.4 Ma. This result suggests that the 
Iwadonosan conglomerate was deposited at about 7.3 Ma in the Late Miocene, and that the Tanzawa block was situated 
near the Kanto block in the early to middle Nishikatsura stage. This estimate is consistent with a paleogeographic view 
that the Tanzawa block was located near the present position based on the occurrence of Chlamys kaneharai, a cold water 
shell fossil, within the Tanzawa Group. It also throws doubt on the current model that the Tanzawa block was derived 
from the south and collided against the Honshu arc at 5-4Ma.
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1．はじめに

　南部フォッサマグナ地域は，本州弧と伊豆－小笠原弧の

接合部に当たり，中新世から現在に至る複雑な地殻変動の

歴史が刻み込まれている．関東山地や赤石山地を構成する

ジュラ紀－古第三紀の付加体が日本海拡大前の東アジア東

縁部で形成されたのに対して，巨摩・御坂・丹沢などの山

地を構成する緑色火山岩類を主とする地質体は未成熟な海

洋性島弧で形成されたとされる．性質の異なる二つの島弧

の接合は，20-15 Ma頃の日本海拡大に伴う中新世の事変の
一部と考えられるが，接合とその後の地殻変動のプロセス

については，必ずしも全容が明らかになっているわけでは

ない．

　富士川谷－御坂山地－丹沢山地の地質については，過去

半世紀以上にわたって多数の詳細な研究が積み重ねられて

きた（例えば，松田，2007aとその引用文献）．1980年代に
は地質・地球物理分野が一堂に会して議論する試みもなさ

れて多様なデータが蓄積され（例えば，Matsuda and Niitsu-
ma, 1989；Niitsuma, 1992），筆者らも研究の一端に関与する
機会を得た（佐藤・石原，1983；佐藤・柴田，1987；Sato 
and Shibata, 1988；佐藤ほか，1986, 1989, 1990；Sato, 1991）．
中新世以降の地層の研究からは，御坂山地や丹沢山地の地

塊の本州弧への衝突に関するいくつものモデルが提案され

た（例えば，松田，1982, 1989；Niitsuma and Akiba, 1985；
天野，1986；Soh, 1986）．これらは，現在のフィリピン海
プレートの北限を丹沢山地南縁部の神縄断層（図1）付近と
する杉村（1972）の提案から10年以上の時を経ていたが，
南部フォッサマグナ地域の地質構造を過去のフィリピン海

プレート上にあった地塊の本州弧への衝突・付加で説明し

ようとした研究や議論の結果であった．提案されたどのモ

デルも，伊豆半島の地塊が1 Ma頃に丹沢山地と衝突したと
する点ではおおむね一致していたが，それ以前については

衝突の回数や時期も様々であった（松田，1989）．例えば，
天野（1986）とAmano（1991）はそれぞれの地塊が次々と
衝突したと考え，Niitsuma and Akiba（1985）とともに，丹
沢地塊の衝突時期を5Ma頃としたのに対し，松田（1989）
は巨摩・御坂・丹沢の地塊の本州弧への衝突が12 Maかそ
れ以前に1回だけ起こったと考えた．鎮西・松島（1987）と
鎮西（1991）も，寒水系の貝であるChlamys kaneharaiの化
石が丹沢層群上部に多産することから，丹沢地塊は既にほ

ぼ現在の位置にあったと考えて，南方域から移動してきた

という説には慎重な立場をとっている．

　このような異なる説が共存する状況は現在も続いている

（例えば，天野ほか，2007；松田，2007b）．後述のように，
その一因として個々の地層の位置づけや時代に関する判断

が研究者によって異なることが挙げられよう．例えば，上

記の衝突モデルで重要な役割を果たすと考えられる西桂層

群の年代判定も，中期中新世から鮮新世までの広い範囲に

及ぶ（福田・篠木，1952；松田，1989, 2007a；Amano, 1991；
青池，1999）．丹沢層群も西八代層群も変質した海底火山
岩類を主とし，広域にわたる鍵層を欠くうえに，断層や褶

曲が構造を複雑にしている．多数の地層名が登場する文献

からこの地域の地史を理解するのは容易ではない．新たな

議論の展開のためにも，放射年代や化石層序のデータを集

積して，地層の時空分布を更に明確にしていく必要がある

様に思われる．

図1．関東山地－南部フォッサマグナ地域の地質の概略．
　地質調査所（1992）を簡略化．火山フロントは（佐藤，2011）を踏
襲．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（佐藤，2004, 
2005,2009, 2011；佐藤・由井，2008）．貫入岩体は北から南へ，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，Sn：佐野川．三頭山岩体は小規模なので
菱形で位置を示す（佐藤，2011）．Mjは本宿カルデラ．▲は第四紀
火山．
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　筆者がこの地域のテーマから離れて20年以上の時間が経
過した．古い資料を整理するうちに，未公表のデータがあ

ることにも気づかされた．そのひとつがここで取り上げる

高川山安山岩のK-Ar年代値である．測定試料を採取した
岩体は初狩に産し，それまで年代は不明であった．安山岩

体の産状については既に記載があり，議論の多い西桂層群

の時代推定に何らかの手掛かりを与えることが期待される

ので，予察の結果を公表し，既存の文献を参照しつつ南部

フォッサマグナ地域の構造発達史との関連を考えてみた

い．

2．地質の概略

1）初狩周辺の地質

　初狩は山梨県東部の桂川上流域に位置する（図1）．初狩
の谷を流れる笹子川は，大月で桂川の本流に合流した後

（図2），関東山地と丹沢山地の境界部を東に流れ，神奈川
県に入ってからは相模川として弧を描くように南に向い，

やがて相模湾に注ぐ．関東山地と丹沢山地の境をなす桂川

の谷は，甲府盆地と関東平野を結ぶ交通の幹線ともなって

おり，両山地を分かつ地質学的な境界である藤野木－愛川

構造線にも近い．地質学的な境界に近い位置に地形的な低

地ができ，そこを桂川が流れているとも言えるのである．

この構造線の少なくとも一部は活断層の可能性があり（活

断層研究会，1991），桂川の流路も第四紀地殻変動の影響を
受けているものと思われる．

　図2には初狩周辺の地質の概略を示した．この地域は藤
野木－愛川構造線によって南北に分けられる．北側には四

万十帯の付加体である古第三紀の泥岩と砂岩からなる小仏

層群が分布し，これを貫く中期中新世の甲府花崗岩体が広

く露出する（図1のKf；以下，甲府岩体）．藤野木－愛川構
造線の南側には，緑色に変質した海底火山岩類を主とする

前期－中期中新世の西八代層群や丹沢層群の地層が広く分

布し，その一部を中期中新世－鮮新世とされる砂岩・礫岩

層が被う（図2，3）．西八代層群と丹沢層群は主に玄武岩－
安山岩質の火砕岩や溶岩からなり，一部にデイサイト質凝

灰岩層や凝灰質砂岩が挟まれるが，関東山地や赤石山地起

源であることが明瞭な砂岩や礫岩は含まれない．両層群は

本来ほぼ同時代の一続きの地層群と考えられるので（例え

ば，松田，2007a），図2には一括して示し，図3と本文中で
は，便宜上桂川断層の西側を西八代層群，東側を丹沢層群

として記述する（註1）．
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図2．初狩周辺の地質略図．
　山梨県地質図編纂委員会（1970），本間（1976），小松（1984），石田（1988, 1989）および青池（1999）より編纂．地質図に不一
致が見られる場合は，原則として新しい資料を採用した．大月から初狩付近の地質は主として本間（1976）に，その西隣の鶴ヶ鳥屋
山付近の貫入岩体や藤野木－愛川構造線は石田（1989）によった．高川山安山岩体は，周囲の岩殿山礫岩層と指交関係にあるか（Ishi-
da, 1970），あるいは岩殿山礫岩層を被う（本間，1976）とされる．なお，本間（1976）および石田（1988）は，高川山周辺の丹沢層
群を都留層群（丹沢団体研究グループ，1973）としているが，ここでは杉山（1976）を参照して丹沢層群とした．断層に挟まれて孤
立した分布をなす大月北方の火山岩類について，杉山（1976）は未区分火山岩類としているが，本間（1976）は都留層群の一部を西
桂層群最下位の日向安山岩層が被うとしており，ここでは後者を簡略化し丹沢層群としてある．丹沢層群と西八代層群は，主に前期
中新世末－中期中新世の島弧－背弧域の海底火山活動でできた厚い火山岩層からなり，本来は同時代の一続きの地層群と考えられ
る（例えば，松田，2007a）．既存資料に両層群の明確な境界を見いだすことができなかったので両者を一括して図示したが，本文中
の記述や図3では便宜的に桂川断層の西側を西八代層群，東側を丹沢層群とした．
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　丹沢層群は全体として丹沢花崗岩体（図1のTn；以下，
丹沢岩体）を中心とするドーム状構造をなし，周囲に向

かって上位の地層が分布する（例えば，Seki et al., 1969；
丹沢団体研究グループ，1973；杉山，1976；松田，1986, 
1991）．図2の範囲では北西部により若い地層が露出してい
ることになり，高川山安山岩や岩殿山礫岩に被われる初狩

付近の地層は，丹沢層群最上部のデイサイト質凝灰岩層と

記述されている（杉山，1976；本間，1976）．
　西八代層群の北端部付近には黒鉱型鉱床が知られている

（図2のTM）．この鉱床は桂川の支流である大幡川源流域
の鶴ヶ鳥屋山南西斜面に産し，かつて宝鉱山としてCu-Zn
鉱石が採掘された．鉱床発見の歴史は1872年まで遡り，三
菱金属鉱業株式会社が稼行した1903年から1962年の閉山ま
でに，約153万トンの鉱石（Cu約2200トン, Zn約4890トン）
を産したという（日本鉱業協会探査部会，1965, p.94-97）．
Maruyama and Mori（1974）によれば，宝鉱床は典型的な黒
鉱鉱床と比べてCuとPbに乏しく，鉱床全体が周囲の地層と
ともに逆転している（註2）．

2）西桂層群

　南部フォッサマグナ地域の地層を数値年代を明記した層

序対比表に整理した研究はごく少ない．図3（93頁）には富
士川谷北部から御坂山地や桂川地域を経て丹沢山地北東部

に至る地帯の代表的な地層の年代に関する2つの見解を示
した．ここで問題となる地層は，西桂地域や丹沢山地北部

のコラムに示された西桂層群で，下部の砂岩・泥岩層（古

屋層・島田層）と上部の桂川礫岩層とからなる．下位の丹

沢層群との関係については不整合・整合・一部不整合など

と見方が分かれるが，断層と指摘した研究はない．桂川礫

岩層は砂岩・頁岩・チャートなど先新第三系起源の円礫を

主とし，後述の三ッ峠礫岩層と比べ固結度は低く，初狩北

方には亜炭層も挟まれるという（関，1937；福田・篠木，
1952；真野ほか，1977；小松，1984）．本間（1976）はこの
桂川礫岩層を下部の岩殿山礫岩層（註3）と上部の鶴川礫岩
層に分け，鶴川礫岩層には新第三系起源とみられる火山岩

礫が混在すると指摘している．

　西桂層群の時代については，福田・篠木（1952）が中期
中新世と推定したのに対し（註4），青池（1999）と松田
（2007a）は後期中新世－鮮新世としている（図3）．これは，
古屋砂岩層や島田泥岩層から寺家泥岩層と同様CN9化石帯
（8.2-5.6 Ma）に属する石灰質ナンノ化石が見出されたこと
から（岡田，1987；青池，1999），少なくとも西桂層群の下
部は後期中新世の後半と判定したものと思われる．しか

し，桂川礫岩層からは時代の指標となる化石が発見されて

おらず，図示したAとBの両者で時代判定が大きく異なる．
青池（1999）は本間（1976）を踏襲して丹沢山地北部の桂
川礫岩層を2層に分け，上部の鶴川礫岩層を丹沢山地北東
部の落合礫岩層に対比している（図3）．落合層については

多くの研究が行われ（例えば，見上，1955；太田ほか，1986；
岡田，1987；鎮西・松島，1987；松島ほか，2003），その堆
積時期はCN10-11（5.6-3.8 Ma）とされており，関東・丹沢
両山地起源の礫が共存することから，両地塊の間にあった

トラフ状の海に堆積した地層と考えられている．しかし，

落合層の上部は断層で切られていて上限が不明であり，こ

の堆積過程がいつまで続いたかは明らかでない．松田

（2007a）は西桂地域でも丹沢山地北東部でも礫岩層の堆積
が2Maまで続いていたと解釈している（図3）．
　三ッ峠山山頂部付近と河口湖西方の足和田山付近で西八

代層群を被う礫岩層は（図2），砂岩・頁岩・チャートなど
先新第三系起源の円礫－亜円礫からなり，桂川礫岩層と比

べて礫の基質が凝灰質で固結度が高いという（真野ほか，

1977；小松，1984；青池，1999）．図3に示したように，松
田（2007a）はこれらの礫岩層を富士川層群のしもべ累層に
対比し，青池（1999）はさらに古く13-12 Ma頃の地層と見
なしている．これらの地層は関東山地起源とみられる礫か

らなるので，西桂層群より古いとする時代判定は，御坂山

地の地塊と本州弧の接合時期の議論に重要な要素となって

くる．

3）藤野木－愛川構造線

　藤野木－愛川構造線は，初狩の西で複雑な地表形態を示

すが（図2），全体としては北に凸な滑らかな曲線を描く（図
1）．これは関東山地と丹沢山地を分かつ重要な地質境界で
あって，北に急傾斜する逆断層となっており，顕著な破砕

帯を形成している（本間，1976）．この構造線は，初狩西方
の鶴ヶ鳥屋山の北側で石英閃緑岩質の岩脈状半深成岩体に

よって切られるが，その西側では甲府岩体と西八代層群の

境界となっている（図2）．しかし，図の西方の芦川付近で
は甲府岩体の南西端部が西八代層群の高萩玄武岩層を貫い

ており（例えば，水野・片田，1958；山梨県地質図編纂委
員会，1970），関東山地の小仏層群と御坂山地の西八代層群
の隣接関係は甲府岩体の貫入以前に出来上がっていたと考

えられる（例えば，Sato and Shibata, 1988, 佐藤ほか，1989；
Sato, 1991）．甲府岩体は実際には14-10Ma位の黒雲母年代
を示す早期の岩体群と5-4Ma位の黒雲母年代を示す後期の
小烏岩体からなる複合岩体であるが，芦川付近の岩体は早

期岩体群の南西端部にあたる（Kato, 1968；佐藤・石原，
1983；柴田ほか，1984；佐藤ほか，1992）．おそらく御坂地
塊は14-10Maよりも前に関東山地の地塊と接合したが，そ
の境界としての藤野木－愛川構造線はその後も活動を続け

たのであろう．藤野木付近の藤野木－愛川構造線は甲府岩

体貫入以降の断層と判断されるが，鶴ヶ鳥屋山北側の岩脈

状岩体については10-9 MaのK-Ar全岩年代が報告されてお
り（石田，1989），この付近の藤野木－愛川構造線は10Ma
頃以降には大きくずれ動いていないことが示唆される．一

方で，初狩より東側の藤野木－愛川構造線は桂川礫岩層を
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も切っており，この礫岩層堆積以降も活動を続けたことが

分かる．既に述べたように，この構造線の一部は活断層の

可能性があり（活断層研究会，1991），丹沢山地北方の桂川
が藤野木－愛川構造線の南側を流れているのは，北側の関

東山地がこの逆断層を境に隆起を続けているためかも知れ

ない．御坂地塊と関東山地の地塊が接合した時期について

は，考察の項でもう一度取り上げる．

4）高川山安山岩

　高川山安山岩は桂川の支流である笹子川の谷に産する

（図2）．初狩駅南東の高川山（875m）の北斜面に主岩体が
露出することからこの名称が付けられた（Ishida, 1969, 
1970）．この岩体は甲州砕石初狩鉱業所により砕石として
採掘されており，ここで年代を報告する試料もこの採石場

で採取されたものである．

　この安山岩体を最初に記載したのは関（1937）であろう．
彼の地質図では安山岩体が4つに分けられ，その一部が古
期岩層（ここでの小仏層群）や御坂層（ここでの丹沢層群）

や岩殿山礫岩層を貫くかこれらを被うように描かれている

が，本文中には相互関係についての記述は見当らない．後

年この付近を調査したIshida（1970）は，高川山安山岩体が
縁の部分で岩殿山礫岩層と指交するラコリス（餅盤）状の

形態をもち，地表には大きく2つに分かれて露出している
とした．彼はこれらの岩体が火砕岩と溶岩からなり，高川

山付近では主に溶岩とその貫入相からなると記述してい

る．その後，丹沢山地北縁の桂川沿いに分布する礫岩類に

ついて詳しく調査した本間（1976, 1984）は，高川山安山
岩体北縁の真木川右岸でこの岩体が岩殿山礫岩層の上にの

る露頭を確認したと記述し，高川山安山岩が岩殿山礫岩層

の堆積時かそれ以降の火山活動で形成されたと考えた．岩

体の北側にも北西に35-45度傾斜する岩殿山礫岩層が分布
している（本間，1976, 第2図）ことを考慮すると，この露
頭の産状は指交関係と解することもできよう．

3．年代測定試料と測定結果

　ここで報告する高川山安山岩の年代測定試料は，地質調

査所の小野晃司氏（故人）が1986年に甲州砕石初狩鉱業所

の採石場（図2）で採取して筆者に託したもので，残念なが
ら今となっては当時の採掘場での詳しい産状は不明であ

る．しかし，斑岩（porphyry）とも称すべき斑晶に富む緻
密な岩質から，この試料はIshida（1970）が報告した安山岩
溶岩の貫入相に相当するものと思われる．この試料は均質

で緻密な暗灰色の安山岩で，捕獲岩片などは認められず，

46.5×10-3SIという高い帯磁率を示した（Kappameter KT-5に
よる切断面の測定）．斑晶鉱物としては斜長石（0.5-
1.5mm）・普通輝石（0.2-1mm）・紫蘇輝石（0.2-1mm）の他
に磁鉄鉱（0.1-0.3mm）が含まれ（括弧内はよく見られる粒
径），石基はこれらの鉱物の微細な集合からなる．斑晶鉱

物のほとんどは自形で，一部半自形である．不透明鉱物は

反射顕微鏡でも確認したが，外形からもほとんどが磁鉄鉱

と判定される．高い帯磁率はこの鉱物による．斜長石斑晶

の中心部は沸石属鉱物で交代されることがあるが，輝石や

磁鉄鉱に変質はほとんど認められない．石基の一部や斑晶

鉱物の粒間や割れ目に微量の粘土鉱物様茶褐色集合体が見

られるが，絹雲母や緑廉石のような変質鉱物は認められな

表2．南部フォッサマグナの初狩に産する高川山安山岩のK-Ar年代．
Table 2．K-Ar age of the Takagawayama andesite at Hatsukari in the southern Fossa Magna region, central Japan．

Age
（Ma）

K
（%）

 40Ar*
（%）

 40Ar*
（scc/g×10-5）

Rock
(Dated material)

LocalitySample No.

7.6±0.5　
7.1±0.4　

　　7.3±0.4（av.）　

0.47
0.47

33.4
36.2

0.014
0.013

Andesite
(whole rock)

Hatsukari**86TR-1

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.
　**: Hatsukari quarry of the Koshu-saiseki Co.,Ltd. near Hatsukari station, eastern Yamanashi Prefecture.

表１．高川山安山岩の化学組成．
Table 1．Chemical composition of the Takagawayama 

andesite in the southern Fossa Magna region．

86TR-1Sample
55.74SiO2
0.60TiO2
16.56Al2O3
2.76Fe2O3
5.36FeO
0.16MnO
3.89MgO
8.47CaO
2.41Na2O
0.58K2O
0.03P2O5
2.52H2O+
0.67H2O－
99.75Total
46.5 κ（×10-3SI）*

Chemical analysis was done at Japan Analysis 
Center.
*: Magnetic susceptibility measured on sawed flat 
surface by Kappameter KT-5 .
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かった．表1には主成分組成の分析結果を示した．H2O+は
主に沸石属鉱物や粘土鉱物に由来するものと思われる．

　試料調製や年代測定の手法はこれまでの報告書と同様で

ある（例えば，佐藤，2005, 2007, 2009, 2010）．今回は40-60
メッシュの全岩試料について測定した．試料調製にあたっ

ては斑晶鉱物を取り除くなどの選別はせず，粉砕・分級お

よび脱イオン水による洗浄と乾燥だけを行い，測定は1988
年にTeledyne Isotopes社に委託して実施した．測定結果を
表2に示した．年代計算に用いた定数などは表の下に記し
てある．得られた年代は7.3±0.4Maとなった．空気混入率
は65%前後なので，比較的精度は高いものと思われる．予
察的検討なので測定試料が1個だけという不十分さはある
が，高川山安山岩が後期中新世の7.3Ma頃に形成された岩
体であるとの見通しが得られたと言えよう．

4．考察：礫岩層の年代と構造発達史における意義

　今回の年代測定によって高川山安山岩体が7.3Maの頃に
形成されたとの見通しが得られた．測定した岩石はいくぶ

んか変質しているが，変質をもたらした可能性のある別の

火成岩体が近傍に存在したという証拠はないので，得られ

た年代値は岩体の形成時期に近いものと解される．追加的

な年代測定で，高精度の年代を確定していくことが望まし

いが，ここではこの年代値と既存の文献の記述を基に，南

部フォッサマグナの構造発達史について若干の考察を試み

たい．

1）高川山安山岩と岩殿山礫岩層の形成時期

　地質の概略の項で記述したように，高川山岩体は岩殿山

礫岩層と指交関係にあるかその上にのるとされている

（Ishida, 1970；本間，1976）．高川山岩体の北側にも岩殿山
礫岩層が分布していることも考慮すると（本間，1976, 第2
図），この岩体を形成した火山活動は岩殿山礫岩層の堆積

中の出来事であったと考えられる．したがって，今回得ら

れた年代測定の結果から，岩殿山礫岩層は7.3Ma前後の時
代に堆積したと結論されよう．この礫岩層の堆積開始時期

は下位の古屋層や島田層（下限9-8Ma）より若く，堆積終
了時期は上位の鶴川礫岩層の下限（5.6Ma）以前である
（図3）．ただし，鶴川礫岩層の下限は丹沢山地北東部に産
し石灰質ナンノ化石により時代が確定した落合礫岩層

（5.6-3.8 Ma）との対比に基づいているので（青池，1999），
堆積期間としては8-5Ma位の年代範囲をみておく方が無難
かも知れない．

　ところで，ここで言う岩殿山礫岩層とは，図3に示された
松田（2007a）の桂川礫岩層（5.5-2Ma）の一部であり，青
池（1999）の岩殿山礫岩層（7-5.6Ma）に相当する．した
がって，今回の測定結果は松田（2007a）・青池（1999）の
いずれとも完全には一致せず，岩殿山礫岩層は丹沢山地北

東部に産する落合礫岩層より明らかに古く（図3），寺家泥

岩層の時代に堆積したと結論される（註5）．丹沢山地北東
部には岩殿山礫岩層に酷似するという石老山礫岩層が知ら

れている（例えば，本間，1976, 1984）．青池（1999, p.137）
は，これらの礫岩層は一連の堆積帯に溜まった同時層と考

え（7-5.5Ma），異なる堆積場に溜まった寺家層の上部に対
比した（註6）．この時代判定の下限を少し下げて8-7Maとす
れば，本稿の結論との不一致は解消することになる（図3）．
また，青池（1999）が岩殿山礫岩層の上位にある鶴川礫岩
層を落合礫岩層に対比した根拠は，化石の証拠ではなく関

東・丹沢両山地起源とみられる礫が共存するという岩相の

類似性だと思われるが，この対比は今回の年代測定の結果

と矛盾しないということになる．

　鶴川礫岩層に関して注目されるのは，本間（1976）がこ
の地層の上部に挟まれる仲間川巨礫岩層を記載しているこ

とである．これは平均径50cm，最大2mに及ぶ輝石安山岩
の巨礫を主とする礫層で，亜角礫－亜円礫という礫の形状

と大きさは供給源が近かったことを示唆する．現在は西方

約17kmに位置する高川山安山岩体が，当時はもっと大き
な火山体として仲間川巨礫岩層に巨礫を供給していたかも

知れない．両者の関係を岩石学的・年代学的手法で検討し

てみるのも興味深い課題である．礫岩層の礫が地層の年代

より若くなることはあり得ないから，礫の年代も地層の時

代判定の手掛かりを与える．もし鶴川礫岩層が落合礫岩層

の化石年代CN10-11（5.6-3.8 Ma）をもつなら，仲間川巨礫
岩層の礫は3.8Maより古いはずである．逆に，もし巨礫の年
代が3-2Maであれば，供給源は高川山安山岩体ではないと
いうことになり，鶴川・落合両礫岩層の上限が松田（2007a）
の想定する2Maまで若くなる可能性が出てくるだろう．
　本間（1976）は，図2の東側で岩殿山礫岩層の下位に産す
る安山岩－玄武岩質火砕岩を主とする地層を島田泥岩層と

同時異層の日向安山岩層とした．この地域では岩殿山礫岩

層の堆積前から火山活動が始まっていたらしい．西桂層群

堆積期の火山活動の消長を把握するためには，日向安山岩

層の年代も求めておく必要がある．

2）西桂層群と富士川谷の地層の対比

　現在の富士川谷地域には鮮新世まで内陸深く海が入り込

んでいて砂岩・礫岩や安山岩質火山岩類が厚く堆積した（例

えば，松田，1984, 2007a, b）．富士川谷北部には大きく分け
て2つの層準に厚い礫岩層が出現する（図3）．それらは後期
中新世の身延累層に含まれる丸滝礫岩層と鮮新世の曙礫岩

層に代表される．松田（1984）は礫種や古流向から曙礫岩
層の礫は主に西－北方の赤石山地や巨摩山地からもたらさ

れ，丸滝礫岩層の礫は北東方の関東山地からもたらされた

と推定し，桂川礫岩層（岩殿山礫岩層を含む）は流動経路

に残っている地層であり，丸滝礫岩層は下流の海底谷を埋

めて溜まった地層だと捉えた．松田（2007a）は身延累層の
年代を後期中新世の8.8-5.5Maとしているので（図3），岩殿
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山礫岩層が7.3Ma前後の地層であるという本稿の結論は，
松田（1984）の見解と調和的である．
　その後，松田（1989, 2007a, b）は桂川礫岩層を後期中新
世最末期－鮮新世の5.5-2Maの地層であると見方を変えて
（図3），富士川谷南部に分布する鮮新統とみられる浜石岳
礫岩層（約5-2Ma）に対比し，これらの礫岩の流路を富士
火山の下に新たに想定して浜石岳－桂川チャネルと名付け

た．このシナリオは桂川礫岩層の時代判定の点で本稿の結

論とは調和しない．浜石岳礫岩層には北東方（御坂山地か

丹沢山地）から運ばれてきたと考えられる火山岩や花崗岩

の礫が含まれるという（松田，2007a）．既に述べたように，
桂川礫岩層上部の鶴川礫岩層とその同時層とされる落合礫

岩層は（図3），関東・丹沢両山地起源とみられる礫の混在
で特徴づけられ，これらの地層の堆積期には丹沢山地も海

面上に出現して礫を供給し始めたことを示唆する．桂川礫

岩層の岩相が上部と下部で異なるという観察事実と今回の

年代測定の結果を合わせ考えると，松田（1989, 2007a, b）
の桂川礫岩層のうち下部の岩殿山礫岩層を丸滝礫岩層に，

上部の鶴川礫岩層を浜石岳礫岩層に対比する方が合理的で

あるように思われる．三ツ峠山東斜面の西桂付近に分布す

る桂川礫岩層は（図2），関東山地起源とみられる礫を主と
する点で初狩－大月付近に分布する岩殿山礫岩層とよく似

るが（註4），丹沢山地起源とみられる礫が混在する鶴川礫
岩層（図2の東側に分布）とは異なる（福田・篠木，1952；
本間，1976；小松，1984）．この付近にもかつては鶴川礫岩
層に相当する上部層があったが，削剥により失われてし

まったのかも知れない．

3）御坂地塊および丹沢地塊と本州弧の“衝突”説

　冒頭で述べたように，南部フォッサマグナ地域は本州弧

と伊豆小笠原弧の接合部に位置しており，巨摩・御坂・丹

沢の山地は，フィリピン海プレートの運動とともにその東

縁部にあった地塊が本州弧に衝突・付加した地質体からな

るとと考えられている（註7）．この衝突・付加のプロセス
は，南部フォッサマグナ地域の構造発達史の中で最も重要

なテーマのひとつとして議論されてきたので，今回の検討

図3．南部フォッサマグナの層序対比．
　富士川谷北部から御坂山地を経て丹沢山地北東部に至る地帯の主な地層の年代に関する2つの見解を図示した．桂川谷の層序は西
桂地域（図2の西桂周辺）と丹沢山地北部（初狩－大月周辺）の2つに分け，その間に高川山安山岩体の年代測定結果を示してある．
Aは青池（1999）の図10，Bは松田（2007a）の図4に示された代表的な地層の年代を読み取り，それぞれの地層の特徴を主要な岩相
で代表させて4種に区分した．このような簡略化のため，変化に富む富士川層群の詳細は表現されていない．例えば，Aの夜子沢層
の下部は相又層と同時期の火山岩類からなるが（青池，1999），ここでは相又層と表記してある．身延層は丸滝礫岩が主体となって
いるが砂泥互層も含まれており，Bの曙層の下部にも静川砂岩などが含まれる（松田，1958, 2007a）．なお，この図の御坂山地と西
桂地域の境界は，便宜的に図2の桂川断層とし，西側に西八代層群が，東側に丹沢層群が分布するとした．地質年代と生層序はGrad-
stein et al.（2004）による．第四紀の下限が2009年に①の1.81Maから②の2.588Maに変更されたので両方を示した．生層序のNは浮遊
性有孔虫化石帯，CNは石灰質ナンノ化石帯で，NやCNの記号を略した数値だけを示した．これら生層序の年代尺度は研究者や研究
の進展により多少異なるので，あくまで目安として示したものである．本文中で化石帯の年代幅を記述する場合はこの図に基づく
が，既存の文献で採用された年代尺度との違いが問題となる場合は解説を加えた．
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結果を基に若干の考察を加えたい．

　巨摩山地は本稿の対象域から離れているので，ここでは

御坂山地と丹沢山地について検討してみよう．冒頭でも紹

介したように，御坂山地の地塊と本州弧の衝突・付加の時

期については，12Ma頃を境に以前とする説（例えば，松田，
1989）と以降とする説（例えば，天野，1986）が共存して
きた．筆者も御坂山地の西八代層群と四万十帯小仏層群の

両者を貫く甲府岩体の年代から，御坂地塊と本州弧の接合

は14-12Ma頃かそれより少し前であったと指摘したことが
ある（Sato and Shibata, 1988, 佐藤ほか，1989；Sato, 1991）．
類似の見解は他の研究者からも出された（石田，1989；
Takahashi, 1989）．石田（1989）は，初狩西方の鶴ヶ鳥屋山
の北側で藤野木－愛川構造線を切って貫入している岩脈状

の岩体を記載し（図2），その10-9Maの全岩K-Ar年代から，
御坂地塊と本州弧の接合の時期を10Ma頃と提案している．
接合の時期については研究者の間で多少の違いはあるが，

これらの見解はいずれも関東山地と御坂山地の両方の地塊

にまたがって貫入している珪長質貫入岩体の年代が基に

なっている．甲府岩体と西八代層群は図2の西側では貫入
関係にあるが（例えば，水野・片田，1958），この図の範囲
では断層で接しており，この断層が藤野木－愛川構造線の

西端部を構成している．鶴ヶ鳥屋山の北側の岩脈状岩体の

産状や年代もあわせ考えると，初狩より西側の藤野木－愛

川構造線は，甲府岩体の貫入以降もずれ動いたが，10Ma頃
より後には大きくずれ動いていないと考えられる．いずれ

にしても，これら珪長質貫入岩体の年代と貫入関係を重視

するなら，御坂地塊と本州弧が10Ma以降に接合したと考
えることはできない．

　ところが，天野（1986）は御坂地塊の“衝突”を12-6Ma
の間とし，その後も同様の説を維持して衝突の時期を9-
8Ma頃としている（Amano, 1991；天野ほか，2007）．この
説によると，衝突された側が隆起して衝突体前縁にある沈

み込み境界のトラフに礫など粗粒堆積物を供給するので

（“トラフ充填堆積物”），礫岩層は衝突の指標になるとい

う（天野ほか，2007，図3）．しかし，御坂山地の北側には
そのような堆積物は知られていない．9-8Ma頃の関東山地
起源の粗粒堆積物としては，既に述べたように富士川層群

の身延累層がよく知られているが（図3），これは御坂山地
の南側に分布するので（例えば，松田，1984, 2007a），御坂
地塊衝突の証拠として採用するわけにはいかない．それ

に，関東山地から富士川谷地域へ礫が供給され始めたのは

しもべ期（11-9Ma）だという（松田，1989）．結局のとこ
ろ，天野（1986）も天野ほか（2007）も認めるように，御
坂地塊の9-8Ma衝突説を裏付ける“トラフ充填堆積物”は
確認されていないのである．

　丹沢地塊の“衝突”説も礫岩の存在が根拠になっている

（例えば，Niitsuma and Akiba, 1985；Amano, 1991；天野ほ
か，2007）．丹沢山地北東部に産する落合礫岩層には，関東

山地起源の礫に加え，丹沢山地起源とみられる火山岩礫が

大量に含まれており，石灰質ナンノ化石から推定される堆

積時期CN10-11（5.6-3.8 Ma）（岡田，1978）が衝突の時期
とされている．落合層と丹沢層群との間にはCN9（8.2-
5.6Ma）とされる寺家泥岩層が分布し，それぞれの地層が堆
積した海の深さとして，落合層については貝化石の研究か

ら水深200-500m最大1000mが，寺家層については底生有孔
虫化石から1000m以上と推定されている（岡田，1978；太
田ほか，1986；松島ほか，2003）．このような地層の上方粗
粒化は，関東山地から離れていて粗粒砕屑物の届かない深

海底から，丹沢地塊が関東山地に接近し衝突して礫を受け

入れ浅海化していく過程を記録しているというのである．

ここではこれを「丹沢5Ma衝突説」と呼ぶことにする．
　この「丹沢5Ma衝突説」を初狩周辺の研究から浮かび上
がってくる変動像と比較しながら検討してみよう．初狩の

高川山安山岩の年代を検討した結果，西桂層群の岩殿山礫

岩層が7.3Maの頃かそれより少し前には堆積を始めていた
ことが判明した．西桂層群と丹沢層群の関係については，

場所による整合・不整合の違いはあるが（註8），断層とし
た研究がないことは既述の通りである．岩殿山礫岩層が泥

岩や砂岩からなる基底部の古屋層や島田層に整合に重なる

こともこれまでの研究が一致して認めている．したがっ

て，岩殿山礫岩層が堆積した7.3Ma前後に丹沢地塊が関東
山地起源の礫を受け入れる位置にあったことについては疑

問の余地がない．岩殿山礫岩層には亜炭層が挟まれており

（関，1937；福田・篠木，1952），挟在する砂岩層から広葉
樹の葉の化石も見出されることから（本間，1976），内湾性
の浅い海や潮間帯のような堆積環境が想像される．古屋層

に挟まれる砂鉄層や海緑石砂岩層からも浅海の環境が想定

されるという（松田，2007a）．岩殿山礫岩層が堆積してい
た7.3Maの頃，丹沢地塊の北東部はまだ深い海の底にあっ
て寺家泥岩層が堆積していた（図3）．「丹沢5Ma衝突説」で
は，寺家層堆積時の丹沢地塊は粗粒砕屑物の届かない沖合

にあって，関東山地との間にはトラフ状の深い海が存在し

ていたと想定したのであろう．もし，丹沢地塊北西縁部の

前面にもそのような海が存在していたとしたら，関東山地

起源の礫がトラフ状の海底を横断して初狩－西桂付近の浅

海に到達し，さらに富士川谷地域にまで届いた（松田，

1984）であろうか．このような非現実的な状況を想定する
よりも，岩殿山礫岩層が堆積した7.3Maの頃には既に丹沢
地塊北西端は本州弧に接合しており，近傍の関東山地から

礫を受け入れていたと考える方が自然である．

　また仮に，丹沢山地の北側に分布する礫岩層を“衝突”

の証拠とするなら， 8-7Ma頃から5Ma頃まで200-300万年に
わたって“衝突”が続いたことになる．これは単一の地塊

の衝突という本来の物理的イメージからはかけ離れてく

る．天野ほか（2007）では西桂層群を落合礫岩層に対比し
て鮮新統としたので，“衝突”の継続時間は余り問題になら
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なかったのかも知れない．しかし例えば，丹沢地塊が現在

のフィリピン海プレートの収束速度とされる3cm/y程度の
速度（例えば，瀬野，1995）で200-300万年間移動したとす
ると，移動距離の60-90kmは現在の丹沢山地の南北幅の2倍
を超える．もし丹沢地塊の北西端から北東端まで200-300
万年もかかって衝突が続いたのだとすると，丹沢地塊が単

一のブロックであったことを放棄しなければならなくなる

ような極端な変形か，移動速度が現在より遙かに遅かった

ことを仮定しなければならなくなるだろう．

　既に述べたように，丹沢地塊が南方から移動してきたこ

とには否定的な古生物学的証拠もある．丹沢層群上部に多

産する寒水系の貝化石Chlamys kaneharaiは，丹沢地塊が少
なくとも上部層堆積の頃ほぼ現在の位置にあったことを示

唆している（鎮西・松島，1987；鎮西，1991）．また，「丹
沢5Ma衝突説」は，丹沢山地と御坂山地の間にプレート境
界に相当する構造境界の存在を必要とする．これまでの研

究でそのような構造境界は特定されていないことも，この

説にとって都合が悪い．今回の研究からは，「丹沢5Ma衝
突説」を支持するような証拠や推論を見出すことはできな

い．松田（1989）も指摘するように，丹沢地塊は御坂地塊
とともに中期中新世末には本州弧に接合していたと考える

のが自然だと思われる．ただし，この考え方は西桂層群の

堆積や高川山安山岩の活動はプレート内の変動としてお

り，後期中新世以降のフィリピン海プレートの北限を丹沢

山地の南縁に想定していることにもなる．南方にあったで

あろう伊豆半島の地塊と丹沢山地の間には衝突・付加する

ような地塊がなかったか，あるいはあったとしても沈み込

むか削剥されて消滅したことも仮定しなくてはならないの

で，批判的な検証を受ける必要があるだろう．

　これまでの層序対比の研究に今回の年代測定の結果を加

味すると，以下の様な情景が浮かんでくる．すなわち，高

川山安山岩が活動した後期中新世の7.3Maの頃，現在の初
狩周辺では丹沢地塊の北西縁部に岩殿礫岩層が堆積してい

た．そのころ丹沢地塊の北東縁部では石老山礫岩層が堆積

し，その沖合では寺家泥岩層が堆積していた．丹沢地塊は

大半がまだ海面下にあったが，鮮新世になると隆起して海

面上に広く出現し，周囲に大量の砕屑物を供給するように

なった．丹沢山地の北側では岩殿山礫岩層の上に鶴川礫岩

層が堆積し，北東部では寺家泥岩層の上に落合礫岩層が堆

積した．おそらく短縮変動は続いており，鶴川層や落合層

の礫岩を溜めた海もやがて消滅して，これらの地層は現在

は藤野木－愛川構造線として知られる逆断層で断ち切られ

た．初狩より東側の構造線主要部は，現在も活断層として

短縮変動の一端を担っているのであろう．

4）関東山地の隆起

　後期中新世には関東山地が隆起して現在の桂川の谷や富

士川谷にあった海に礫を供給した．富士川谷に礫の供給が

始まったのは11-9Maのしもべ期までさかのぼるという（松
田，1989）．本間（1976）は，桂川の谷で見られる礫岩の岩
相から，礫の供給源となった関東山地は，礫径が比較的小

さく淘汰のよい岩殿山礫岩層の時期には比較的ゆっくりと

隆起し，礫径が大きく不淘汰な鶴川礫岩層の時代になると

急激に隆起したと想像している．隆起の時期やパターンは

何によって決まったのだろうか．これは筆者にとって難問

であるが，興味深い課題ではある．今回の検討結果では岩

殿山礫岩層の堆積時期が7.3Ma前後であることが言えるだ
けで，関東山地の隆起について語ることはできないのであ

るが，甲府岩体の年代データが今後の考察に何らかの手掛

かりを与えてくれるかも知れないので，最後にそのことを

付け加えておこう．

　既に述べたように，甲府岩体は早期の岩体群（約14-
10Ma）と後期の小烏岩体（5-4Ma）に2大別される（例え
ば，佐藤・石原，1983）．早期の岩体群は甲府盆地の周辺に
広く露出しており（図1），盆地の北側で太良ヶ峠火山岩
（7.9Ma）や東山梨火山深成複合岩体の噴出相である火山
岩類（6.1-4.5Ma）に不整合に被われる（柴田ほか，1984；
三村ほか，1994）．小烏岩体は東山梨火山深成複合岩体の
貫入相として噴出相の中央部に貫入している．これらの地

質体の産状と年代は，少なくとも甲府盆地周辺の関東山地

が花崗岩体の貫入後おそらく比較的速く隆起して，8Ma頃
には既に早期の岩体群が地表に出現していたことを示す．

この隆起が甲府岩体付近の局地的な現象であったのか，そ

れとも関東山地の全域にわたるような変動の結果であった

のかは分からないが，9-7Maは関東山地から大量の粗粒砕
屑物が富士川地域にもたらされた身延期にあたり，今回明

らかになった西桂層群の厚い礫岩層が堆積した時期でもあ

る点が興味深い．

5．まとめ

1）これまで年代が不明であった桂川上流初狩の高川山安山
岩について，予察的な全岩K-Ar年代の測定を行い
7.3±0.4 Maを得た．
2）この高川山安山岩は西桂層群の岩殿山礫岩層と指交関係
にあると判断される．古生物学的データや層序対比から

推定された上下の地層の年代も考慮すると，岩殿山礫岩

層は8-6頃に堆積した後期中新世の地層と考えられる．
3）これまで様々な見解があった岩殿山礫岩層の年代が，こ
の研究によって予察的ではあるが明らかになるととも

に，西桂層群が被う丹沢層群からなる丹沢地塊は，

7.3Maの頃には既に関東山地の近傍にあったと結論づけ
られた．これにより，丹沢地塊が5-4Maの頃に本州弧に
衝突したという説には強い疑問が投げかけられた．さら

に，南部フォッサマグナ地域の構造発達史について以下

のようなシナリオが提示された．すなわち，御坂・丹沢
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両地塊は中期中新世のおそらく14-12Maより少し前に本
州弧と接合した．後期中新世には丹沢地塊の大半はまだ

海底にあり，関東山地起源の堆積物を受け入れて岩殿山

礫岩層などの地層が堆積した．礫は富士川谷地域まで到

達して厚い礫岩層を形成した．鮮新世になると丹沢地塊

も隆起し海面上に広く出現して周囲の海に礫を供給し，

鶴川礫岩層や落合礫岩層が堆積した．これらの礫岩層は

藤野木－愛川構造線などの断層に断ち切られ，浸食に耐

えた部分が丹沢山地を取り囲む相対的な低地に残ってい

る．

6．今後の課題

　今回報告したのは高川山岩体についての予察的な年代測

定結果に過ぎない．この岩体と周囲の地層との関係や岩体

内の岩相変化など詳しい観察を経た上で，さらに年代デー

タを追加して検証を進める必要がある．丹沢－御坂山地に

は，これまで年代の知られていない岩脈や小岩体が他にも

ある．それらの産状と年代から，この地域の構造発達史を

もう少し詳しく読み取ることができるかも知れない．ここ

では仲間川礫岩の巨礫や岩殿山礫岩層の下位にある日向安

山岩層の年代測定を提案した．本稿で一括した丹沢層群や

西八代層群も火山岩類を主とした多数の地層からなる．ジ

ルコンのU-Pb年代法などによって変質した火山岩類の年
代が決定できれば，さらに詳しい層序対比とそれに基づく

議論が可能になると期待される．
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西清高博士から貴重な助言をいただいた．また，東京

大学地震研究所名誉教授の松田時彦博士は丁寧な査読

を通じて数多くの貴重な助言くださり，それらが原稿

の改善に非常に役立った．以上の皆様に深謝します．

＜註＞

註1）御坂山地の前－中期中新世火山岩類からなる地層に対
し，かつては御坂層（層群）の名称が与えられていた．

その後，全国各地の類似の火山岩層の標準となって多

用されたためか，用法が人によって異なってきた．水

野・片田（1958）は，模式地の御坂層群（河口湖地域）
は富士川上流地域の西八代層群の上部にあたるとし

て，混乱を避けるため両者を一括して西八代層群と呼

んだ．現在は西八代層群の名称を用いる例が多いの

で，ここでもそれに従った．水野・片田（1958）は西
八代層群と丹沢層群の類似性にも言及しているが，両

者の境界については論じていない．

　　　御坂山地東部の地質に関する研究には，他に真野ほ

か（1977）や小松（1984）がある．真野ほか（1977）
は，桂川断層は西傾斜の古い断層が不整合に転化した

地質境界であり，その西側には桂川礫岩層より若い火

砕岩類や三ッ峠礫岩層が分布するとし，三ッ峠礫岩は

熱水変質を受けて硬くなったため山頂部に残っている

と解釈した．小松（1984）は，上記の“古い断層”を
陥没盆地の東縁とし西縁を御坂断層付近と考えたが，

この盆地を埋めた堆積物の年代を確定できる化石は得

られていないと述べている．このような解釈は図3の
時代判定とは相容れない．いずれにしても，真野ほか

（1977）と小松（1984）は桂川断層付近を丹沢・御坂
両山地の構造境界と見なしていた様に思われる．丹沢

団体研究グループ（1973）も丹沢層群北西部を都留層
群と名付けて詳しく記載したが，西八代層群との境界

については論じていない．ちなみに，図2の桂川断層
は青池（1999）に基づく．

註2）宝鉱床は御坂層の河口層中に胚胎するという（日本鉱
業協会探査部会，1965, p.94-97）．これは水野・片田
（1958）の西八代層群河口累層に相当するものと思わ
れる．宝鉱床は北東－南西方向の走向で北西に70-80
度で急傾斜するレンズ状鉱体からなるが，構造的上位

から下位に向かって石膏を含む凝灰岩，珪鉱，黄鉱，

黒鉱，凝灰岩・頁岩互層の順に重なっており，典型的

な黒鉱鉱床層序と比較すると，地層が逆転していると

考えられる（Maruyama and Mori, 1974）．

註3）岩殿山については，殿を「どの」か「との」，山を
「さん」か「やま」のどちらの読みを採るかにより，

既存の文献に4通りの表記が見られる．『コンサイス日
本山名辞典』（三省堂1985年発行）には「いわとのさん
（いわどのさん）」と2通りの読み方が示されている．
大月市役所に聞くと，呼称が決まっているわけではな

いが，「いわどのさん」と呼ぶことが多いとのことで

あった．ここでは英文要旨の表記をIwadonosanとし
た．高川山は地元でも「たかがわやま」と呼ばれてい

るとのことである．なお，笛吹市役所によると，藤野

木は「とうのき」と読むことになっているという．

註4）福田・篠木（1952）は「桂川（礫岩）層（岩殿山礫岩
層）」と記述しており，三ッ峠山東斜面の礫岩層を桂川

層，初狩－岩殿山付近の礫岩層を岩殿山層とし，両者

は同等のものと見なしていたと解される．Ito and 
Masuda（1986, Fig.4）は福田・篠木（1952）の時代判
定を踏襲したのか，古屋層を中期中新世の約11.5-
10.5Ma，桂川層を中－後期中新世の約10.5-7.5Maとし
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ている．

註5）寺家泥岩層については，岡田（1987）・青池（1999）
とも石灰質ナンノ化石帯のCN9（それぞれ，8.2-5.6Ma・
8.6-5.6Ma）に属するとしており，この地層に挟まれる
デイサイト質凝灰岩中のジルコンについては

7.46±0.51Maのフィッション・トラック年代が報告され
ている（水上ほか，1991）．なお，岡田（1987）と青池
（1999）でCN9の下限が異なるのは，基準とした標準
化石帯の違いを反映している（Berggren et al., 1985, 
1995）．図3の基にしたGradstein et al.（2004, p.410）は
CN9を8.2-5.6Maとしている．青池（1999）は彼の図10
では寺家層の下限を7.4Maとしており，本稿の図3はそ
れに従った．

註6）同時異層とされた石老山礫岩層と寺家泥岩層は，現在
の位置関係で最も近いところでは4kmまでに接近して
いる．両者が同時代の堆積物であるなら，堆積後に接

近したとみるのが自然と思われるが，元の位置関係を

復元するのは難しいだろう．

註7）本稿では2つの地質体（帯）の接触関係を表す用語と
して「接合」と「衝突」を用いている．基本的には前

者は状態を，後者は運動を表すが，衝突・付加に近い意

味で「接合」を用いた部分もある．南部フォッサマグ

ナ地域の議論で用いられる「衝突」には，双方とも瞬

時に破壊される物理的な衝突現象とは異なるイメージ

があって，違和感を覚えることがある．杉村（1991）
は「伊豆半島の衝突」について語る中で，実際には穏

やかにぶつかるのだから「衝突」より「付着」と言う

べきだと述べている．

註8）丹沢層群を被う西桂層群の基底部について，福田・篠
木（1952）と真野ほか（1977）および小松（1984）は
不整合とし，丹沢団体研究グループ（1973）と本間
（1976）は整合としている．しかし，これは観察した
場所の違いを反映しているらしい．丹沢団体研究グ

ループ（1973）と真野ほか（1977）は，三ツ峠山東方
の西桂付近（図2）の古屋層基底部は明らかな傾斜不整
合だが，北方の初狩－大月付近では整合に見えるとし

て南北の違いを指摘し，小松（1984）は西桂付近の丹
沢層群だけが隆起・侵食を受けた部分不整合（local un-
conformity）と解釈した．

　　　丹沢山地北東部でも，丹沢層群とその上位の地層と

の関係に見解の相違が見られる．寺家泥岩層と下位の

地層との関係を不整合あるいは大部分不整合とする見

解（太田ほか，1986；青池，1999）に対して，見上（1955）
は整合とするばかりでなく寺家層を丹沢層群最上部の

煤ヶ谷亜層群に含めている．松田（2007a，図6）は，
しもべ期から身延期まで（後期中新世）の古地理図で，

西桂付近を含む丹沢層群分布域を海域とし，甲府岩体

とその周辺の西八代層群分布域を陸域としている．後

期中新世にこの状態が持続したとすれば，丹沢層群と

上位の地層との関係は海底浸食は別として基本的には

整合になるはずだが，鮮新世には丹沢山地中央部は陸

域になっていたと考えられるので（松田，2007a, 図7），
丹沢層群の一部は後期中新世の間に既に海面上に現れ

て侵食を受けたのかも知れない．
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