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1．はじめに

　丹沢山地と箱根火山との間には，更新世の足柄層群が分

布する．固結が進み急角度で傾斜するこの地層の年代は，

かつて中新世－鮮新世と考えられたこともあるが（例えば，

Otuka, 1931；Kuno, 1951；Seki et al., 1969），古生物学的な
研究が進み（松島，1982；Huchon and Kitazato, 1984；長谷
川ほか，1986；岡田，1987），1980年代には更新世の地層と
見なされるようになった（註1）．この地層の北端部は神縄
衝上断層を介して中新世の丹沢層群と接しており，神縄断

層は活断層とされている（杉村，1972；町田ほか，1975；
活断層研究会，1991）．
　フィリピン海プレートの北限は，西南日本沖の南海トラ

フから相模湾海底の相模トラフに続くと考えられるが，両

者を繋ぐ陸上のプレート境界として，杉村（1972）は神縄
断層を含む田子ノ浦・酒匂川線を挙げた（註2）．杉村（1972）
の指摘後，足柄層群も伊豆と本州弧の衝突という視点から

研究されるようになった．すなわち，フィリピン海プレー

トに乗って南方から移動してきた伊豆地塊前面のトラフを

埋めて足柄層群が堆積し，これが引き続き変形して陸続き

南部フォッサマグナの足柄層群に含まれるトーナル岩礫の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： 丹沢山地と箱根火山の境界部には第四紀の粗粒砕屑物からなる足柄層群が分布する．丹沢層群起源とみ
られる火山岩類の礫は広くみられるが，丹沢深成岩体起源とみられる多量のトーナル岩礫は最上部の塩沢層に

なってから出現する．このトーナル岩礫の黒雲母につき予察的なK-Ar年代測定を行い，4.8±0.3Maを得た．こ
の年代は，道志川南東に露出する丹沢岩体主要部の黒雲母が示すK-Ar年代（5.1-4.6Ma）と誤差の範囲で一致す
るが，岩体西部の石割山付近の黒雲母年代（8-7Ma）とは明瞭に異なる．この結果は，検討した礫が丹沢岩体
主要部からもたらされたことを裏付けるとともに，塩沢層の堆積した前期更新世末－中期更新世初期になって

丹沢岩体主要部が地表に広く出現して塩沢層に礫を供給し始めたことを示唆する．

キーワード： フォッサマグナ，丹沢山地，神縄断層，足柄層群，塩沢層，礫岩，
トーナル岩礫，隆起冷却史，黒雲母K-Ar年代．　　　

K-Ar biotite age of a tonalite cobble from the Shiozawa Formation
of the Ashigara Group in the southern Fossa Magna region, central Japan

SATO Kohei

Meteorological College, Japan Meteorological Agency
Asahi 7-4-81, Kashiwa, Chiba 277-0852, Japan

Abstract： The Quaternary Ashigara Group is distributed in an area between the Tanzawa Mountains and Hakone vol-
cano. This area is thought to be situated in a northern margin of the Philippine Sea plate. The Ashigara Group consists of 
coarse-grained sedimentary materials derived mainly from the Tanzawa area. Preliminary K-Ar age dating for biotite in 
a tonalite cobble from the Shiozawa Formation, the uppermost conglomerate unit, yielded 4.8±0.3Ma. This age coincides 
with the K-Ar biotite ages for the major part of the Tanzawa tonalitic pluton（5.1-4.6Ma）, but it is clearly different from 
the age data for the western part of the pluton around Mount Ishiwari（8-7Ma）. These results suggest that the major part 
of the Tanzawa pluton emerged on the surface with in a source region of the Shiozawa Formation in the late Early 
Pleistocene to early Middle Pleistocene time.

Key Words： Fossa Magna, Tanzawa, Kannawa Fault, Ashigara Group, Shiozawa Formation, 
　　　 conglomerate, tonalite cobble, uplift and cooling history, K-Ar biotite age.



佐藤興平100

の伊豆半島ができた後も，プレート収束運動を解消する逆

断層として神縄断層が活動を続けている，とみられるよう

になったのである．こうして神縄断層と足柄層群は，島弧

の衝突現象を記録した証拠として，地殻変動が活発な南部

フォッサマグナ地域の中でも特に注目を集めることとな

り，1980年代には数多くの研究が行われた（例えば，Imana-
ga, 1999とその引用文献）．筆者らもこの研究の一端に関わ
り，丹沢・足柄両層群にまたがる変成分帯（Seki et al., 1969）
に着目して，丹沢岩体（註3）の冷却史と丹沢山地の変成作
用について論じたことがある（佐藤ほか，1990）．
　南部フォッサマグナ地域の研究から離れて20年余りの年
月が経過した．古い資料を整理する中で，部分的であり公

表の意義も高くないとして当時は論文にはしなかった予察

的なデータも，今後の研究の素材として記録に残しておく

べきではないかと考えるようになった（例えば，佐藤．

2009, 2012）．そのようなデータの中から今回は足柄層群に
含まれるトーナル岩礫の年代について報告し，関連する課

題について若干の考察を試みたい．

2．足柄層群

　南部フォッサマグナ地域における足柄層群の位置を図1
に，足柄層群周辺の地質を図2に示した．神縄断層をフィ
リピン海プレート北縁の断層とするなら（註2），足柄層群
はフィリピン海プレート最北端の表層地質体ということに

なる．足柄層群は酒匂川上流の山北から小山にかけた東西

約15km, 南北約8kmの範囲に分布する．北縁は神縄断層に
切られ，南側は箱根火山の噴出物に被われる（図2）．山北
以西の主要部は，北西に傾斜する背斜軸をもつ褶曲構造の

南西翼にあたっており，北北東方向の走向をもち西に30-
70度で傾斜する単斜構造を示すため，西側に上位の地層が
露出する（例えば，今永，1999）．分布の西縁は約8万年前
の後期更新世の河成堆積物とみられる駿河礫層（松島・今

永，1968；町田ほか，1975）により不整合に被われるため
上限は不明であり，東端部は河川堆積物などに被われて露

出を欠くため足柄層群の下限や基盤の地質は確認されてい

ない．

　足柄層群は礫岩・砂岩・泥岩からなり各所に火山岩が挟

まれるが，岩相の特徴に基づき下位から上位へ日向（根

石）・瀬戸・畑・塩沢の4層に分けて記述されることが多い
（図2）．これらの4層は整合に重なる一連の堆積物と考え
られ（例えば，今永，1999），それぞれの厚さを単純に積算
すると4850mを超えるという．堆積環境については，泥岩
を主とする最下部の日向層は水深1000-2000mの深海平坦
面の堆積物と推定されるのに対し，礫岩を主とする最上部

の塩沢層は浅海から潮間帯さらには陸域の扇状地の堆積物

と推定され（例えば，松島，1982；Huchon and Kitazato, 1984；
今永，1999），足柄層群の堆積場が次第に浅海化し堆積物も
粗粒化していった経過がうかがわれる．

　足柄層群に含まれる礫種にも時間変化が認められる

（図3，102頁 ）．すなわち，丹沢層群起源とみられる緑色の
変質火山岩類はどの地層にも見られるが，丹沢岩体やその

近傍の結晶片岩に似るトーナル岩礫や変成岩礫は，畑層以

下の地層にはほとんど見られないにもかかわらず，最上位

の塩沢層になると急激に増大する（今永，1999）．このこと
は，足柄層群堆積の末期になって砕屑物の供給源に丹沢岩

体や変成岩が広く出現し始めたことを示唆する．一方，粘

板岩やチャートなど関東山地起源の可能性が高い礫も，わ

ずかであるが瀬戸層や畑層に見出され（今永，1999），関東
山地あるいは関東山地起源の砕屑物からなる地層から足柄

層群が堆積した海まで粗粒砕屑物を運搬できる河川系が存

在したと考えられる．

　足柄層群に挟まれる火山岩は安山岩－デイサイト質の溶

岩や火砕岩層であるが，同源とみられる岩床や岩脈も見出

され，堆積場かその近傍で火山活動が続いていたと推定さ

れる（図3）．日向層から畑層までの地層中の溶岩や岩床や
岩脈について全岩K-Ar年代の測定が試みられ，2-1Maの年

図1．南部フォッサマグナ地域の地質の概略と足柄層群の位置．
　地質調査所（1992）や佐藤ほか（1992）を簡略化．火山フロ
ントは（佐藤，2011, 2012；佐藤・石原，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）．貫入岩体は北西から南東へ，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）．Nt
は中津層群の分布地．▲は第四紀火山．
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代値が得られている（今永・山下，1999）．これらの測定試
料は変質を受けているためか，全体に空気混入率が高くて

誤差が大きいものの，化石から推定される年代と矛盾しな

い結果となっている．また，塩沢層の上部に挟まれる火砕

流堆積物については0.7-0.6Maの全岩K-Ar年代が得られ，
塩沢層は1Maの頃かそれ以降に堆積したことがほぼ確実と
なった（今永・山下，1999）．さらに，畑層南端部を貫く石
英閃緑岩質の矢倉岳岩体については1.15Maの全岩K-Ar年
代が得られ（倉沢ほか，1989），その北西約1kmに産する畑
層中の火道角礫岩体についても1Ma程度のK-Ar年代値が報
告されて（今永・山下，1999），畑層が1Ma頃よりも前に堆
積したこと，そして堆積後も火成活動が続いていたことが

明らかとなった（註4）．
　丹沢山地の変成作用について詳細な研究をしたSeki et al.
（1969）は，丹沢岩体を中心に周囲に向かって変成度が低
下する累帯配列に着目し，この変成作用が足柄層群にまで

及び，神縄断層に近い足柄層群北端部は沸石相に相当する

低度変成作用を被っていると指摘した．また彼らは，沸石

相をZoneⅠと ZoneⅡに2分し，変成度のより高い北側の
ZoneⅡはローモンタイトの出現で特徴づけられるとした．
このZoneⅡは塩沢層の北端部付近に当たる．佐藤ほか
（1990）は，沸石属鉱物の安定関係から，このZoneⅡが100℃
 を超えていたと見積もる一方で，丹沢岩体のアパタイトに
ついて得られた2.5Maのフィッション・トラック年代から
（図3）, 足柄層群の堆積時には既に丹沢岩体がアパタイトの
閉鎖温度である100℃ 程度以下に冷えていたと考えられる
ので，足柄層群も含めた累帯配列に対応するような温度勾

配を想定することは困難であると指摘した．本稿の冒頭で

述べたように，足柄層群の年代が以前考えられていたより

もずっと若く更新世と判明したことが，丹沢山地の変成作

用の一部見直しに繋がったのである．佐藤ほか（1990）は， 
Seki et al.（1969）の変成分帯のうち最外部の沸石相は，足柄
層群堆積時かそれ以降の火成活動による熱水変質の影響を

受けたものである可能性を指摘している．
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図2．足柄層群周辺の地質概略図．
　杉山（1976）を簡略化．足柄層群の区分や構成層の特徴は今永（1999）とImanaga（1999）による．ここで報告する塩沢層のトーナル岩礫
86012011は，酒匂川支流の鮎沢川右岸にある採石場（御殿場線駿河小山駅の東方約2km）で採取．丹沢岩体中の試料採取地点に付けた
年代値は黒雲母のK-Ar年代で（佐藤ほか，1986），石割山北方の年代値は筆者の未公表資料による．Jz：地蔵平迸入岩体（松田，1966），
Yg：矢倉岳石英閃緑岩体（倉沢ほか，1989）．
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3．年代測定の試料と結果

　ここで報告するトーナル岩礫は，酒匂川上流の鮎沢川右

岸を通る東名高速道路脇で塩沢層の礫岩を採掘する採石場

で，1986年1月に採取したものである（図2）．この採取地点
は上述のSeki et al.（1969）の沸石相ZoneⅡの外側（南側）
に位置しており，塩沢層堆積後の変質作用は比較的弱かっ

たと考えられる．また，この採石場は鮎沢川左岸の 透  間 集
すき ま

落の700mほど東にあり，北西約1kmのパラステゴドン象の
化石発見地点（長谷川ほか，1986）に比べ層序的にはいく
ぶん下位にあたる．当時この採石場に露出していた礫岩層

は，径10-30cmのトーナル岩の円礫－亜円礫を主とし緑色
の火山岩礫も含む礫岩からなり，一部に砂層が挟まれてい

た．典型的な礫の外観は丹沢岩体の主岩相である畦が丸型

（滝田，1974）に似ており，帯磁率を測定した10×25cm位
のトーナル岩礫は22×10-3SIを示した（註5）．礫の基質は花
崗岩質な白色粗粒の砂岩で，礫岩としての固結度は低く，

礫と基質を比較的容易に分離することができた．角礫は見

られず，淘汰のよくない円礫－亜円礫が密雑した産状から

は，扇状地の様な堆積環境が想像された．

　この採石場から典型的とみられる試料を3個採取し，鏡
下の観察で最も新鮮な1試料のみを年代測定の対象とした．
これは丹沢岩体については新鮮な試料を厳選した上で年代

測定を行ったので（佐藤ほか，1986），その結果と比較し易
くするためであった．測定に供した試料は径約30cmの円
礫から割り採ったもので，片状構造の認められない塊状緻

密な中粒の角閃石－黒雲母トーナル岩である．年代測定の

対象とした黒雲母は，主に0.5-3mmの半自形結晶として産
し，一部は角閃石と連晶をなし，しばしば0.1-0.5mmの磁鉄
鉱を含む．いくぶん緑泥石化しているが，その割合は10%
程度かそれ以下とみられる．斜長石は累帯構造の明瞭な1-
3mm程度の自形で，変質はごく微弱である．
　測定試料の調製法はこれまでの報告と同様で（例えば，

佐藤，2009, 2011, 2012），上記のトーナル岩試料からアイソ
ダイナミック・セパレーターと重液を用いて黒雲母を分離・

濃集し，60-80メッシュの最終精製物を年代測定に供した．
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図3．足柄層群とその周辺地域の年代データの対比．
　足柄山地については今永（1999）とImanaga（1999）を参照．丹沢山地については，地蔵平迸入岩類の石英斑岩（a）の3.08±0.52 
Ma と角閃ひん岩（b）の2.36±0.49 Ma（それぞれ2回測定の平均，今永・山下，1999），および含ざくろ石流紋岩脈の2.45±0.09 Ma
（有馬ほか，1990）の全岩K-Ar年代に加え，丹沢岩体のトーナル岩のアパタイトについて得られたフィッション・トラック年代
（2.54±0.66Ma；佐藤ほか，1990）も示した．相模原地域の中津層群の年代は，野田ほか（1999）に記述された2.9-1.9 Ma（斎藤，
1988）に基づく．地蔵平迸入岩類や含ざくろ石流紋岩脈として痕跡が残る丹沢山地の火山活動による噴出物は，足柄層群よりもむし
ろこれら貫入岩体の東北東約30kmに分布する中津層群中に残されている可能性が高いことが分かる．中津層群は泥岩や砂岩や礫岩
からなり，5層に分けられるが（Ito, 1985；野田ほか，1999），この図では詳細を略してある．上部層に挟まれる軽石質テフラのジル
コンについて2.1±0.5 Maのフィッション・トラック年代が得られ（野田・奥村，2002），そのいくぶんか下位の軽石質テフラからは
丹沢山地の流紋岩脈に含まれるざくろ石と似た化学組成をもつざくろ石が見出された（野田ほか，1999）．
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測定は1986年にTeledyne Isotopes社に委託して実施した．
結果や年代計算に用いた定数は表1にまとめて示してある．
　今回トーナル岩礫の黒雲母について得られた4.8±0.3Ma
の年代は，以前筆者ら（佐藤ほか，1986）が求めた丹沢岩体主
要部の黒雲母年代（5.1-4.6Ma）と誤差の範囲で一致する．

4．考察：足柄層群からみた丹沢山地の隆起・削剥の歴史

1）トーナル岩礫の年代

　今回検討したトーナル岩礫は，北方に広く露出する丹沢

岩体主要部の岩相と良く似ており，黒雲母年代の一致も合

わせ考えて，この礫が丹沢岩体からもたらされたと結論し

ても異論はないであろう．これは一見当然の結論のように

も思えるのであるが，厳密に考えると，礫の年代と現在露

出する供給源の岩体の年代は必ずしも一致するわけではな

い．黒雲母のK-Ar年代はこれを含む岩石が黒雲母の閉鎖
温度である約300℃ まで冷却した時の年代を記録している
（例えば，佐藤ほか，1989；兼岡，1998）．一般に貫入岩体の
浅部は深部に比べて先に冷えるであろうから，岩体の上部

は深部に比べて古い年代を記録するはずである．塩沢層が

約1Maに堆積したとすると，およそ100万年前に地表に露
出して礫を供給していた丹沢岩体は現在地表で見られる岩

体よりも古い年代を記録していた可能性もある．実は1986
年当時，そのような冷却史が検出されるかも知れないと考

えて礫の年代を予察的に調べてみたのであった．期待とは

異なって，約100万年前の丹沢山地に露出していた丹沢岩
体と現在地表で見られる岩体の黒雲母年代に測定誤差を超

えるような違いは見出されず，両者は5Maの頃ほぼ同時期
に黒雲母の閉鎖温度にまで冷えていたことが明らかとなっ

たわけである．当時の地表と現在の地表との間にどのくら

いの高度差があったかは分からないが，現在の地表に露出

している岩体内の離れた3地点の黒雲母がほぼ等しい年代
を記録しているということは（佐藤ほか，1986），岩体の場
所にはよらない一様な冷却史の反映なのであろう．

　ところが，この点で注目されるのは，丹沢岩体西部の石

割山付近では，道志川南東の岩体主要部に記録されている

約5Maより明瞭に古い8-7Maの黒雲母年代が見出されるこ

とである．河野・植田（1966）は，採取地点の詳細は不明
であるが，石割山付近の試料の黒雲母について7.8MaのK-
Ar年代（再計算値）を報告しており，筆者も未公表データ
ではあるが岩体北縁部で7.4Maの黒雲母年代を得ている
（図2）．石割山付近は現在は酒匂川の集水域外にあるが，
もし1Ma頃の足柄地域に砕屑物を供給した河川系に丹沢岩
体西部が含まれていたとすれば，塩沢層には8-7Ma程度の
黒雲母年代をもつ礫も含まれているはずである．もし全く

含まれていないとすれば（その証明は難しいが），丹沢山塊

と石割山の山塊は100万年も前から別の水系に所属してい
たことになるだろう．今回はたったひとつの礫を調べただ

けなので，このような議論は可能性の指摘にとどめるしか

ないが，将来年代測定が簡単にできるようになれば，多数

の礫の検討から河川系の変遷やそれを規定したであろう地

殻変動についての手掛かりが得られるかも知れない．

　既に述べたように，佐藤ほか（1990）は, 黒雲母よりもさ
らに閉鎖温度の低いアパタイトのフィッション・トラック

年代を基に, 丹沢岩体から足柄層群に至る地域の変成作用
の時空分布について考察を試みた．100℃ 程度というアパ
アタイトの低い閉鎖温度は，この鉱物の初生的な年代記録

が2次的な熱的影響を受けやすいことも意味する．例えば，
Seki et al.（1969）の沸石相ZoneⅡにあたる塩沢層北端部は
100℃ を超えたとみられるので（佐藤ほか，1990），この地
点のアパタイトは塩沢層の熱水変質の時代を記録している

かも知れない．熱水の循環が断層などの断裂系に規制され

ていたとしたら，足柄山地のような活構造地域の変動史の

解析に，アパタイトの年代学が何らかの手掛かりを与える

可能性も考えられよう．

2）丹沢山地の火山活動とその痕跡

　丹沢岩体南縁部の地蔵平付近には，丹沢岩体の角礫を含

む石英斑岩とこれを貫く角閃ひん岩からなる浅所貫入岩体

がある（図2のJz）．これは地蔵平迸入岩類と呼ばれ，かつ
ての火山体の下部が露出しているものと考えられる（松田，

1966）．この岩体も丹沢岩体の隆起削剥の歴史解明に何ら
かの手掛かりを与えるのではないかと期待して1986年当時
予察の対象としたが，得られた2Ma位の年代値には大きな

表1．足柄層群塩沢層トーナル岩礫のK-Ar年代．
Table 1．K-Ar age of a tonalite cobble from the Shiozawa conglomerate formation within the upper Ashigara Group in the 

southern Fossa Magna region, central Japan．

Age
（Ma）

K
（%）

 40Ar*
（%）

 40Ar*
（scc/g×10-5）

Rock
(Dated material)

LocalitySample No.

4.8±0.3　
4.6±0.5　

　　4.8±0.3（av.）　

6.04
6.05

30.3
22.0

0.113
0.109

Tonalite
(Biotite)

Quarry
 near
Sukima

86012011

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.  
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誤差が含まれるので公表を控えるという経緯があった．そ

の後，今永・山下（1999）が石英斑岩について3.08±0.52Ma，
角閃ひん岩について2.36±0.49Ma（いずれも2回の測定値の
平均）の全岩K-Ar年代を報告して（図3），貫入時期がほぼ
確定した．誤差を考えると2つの年代値に有意の差がある
とは言い切れないが，その前後関係は野外で観察される貫

入関係と調和的である．松田（1991）は地蔵平迸入岩類の
上に想定される火山体を地蔵平火山と呼んだ．地蔵平火山

の噴出物は足柄層群に含まれているだろうか．今永（1999）
は2Maの少し前に丹沢地塊の南側からフィリピン海プレー
トの沈み込みが始まり，この時から足柄層群の堆積が開始

されたと考えた（図3）．一方，地蔵平の東北東約30km付近
には後期鮮新世－前期更新世の2.9-1.9Maの頃に堆積した
とされる中津層群が分布する（図1のNt）．これらの時間関
係を示す図3からは，地蔵平火山の噴出物が足柄層群に含
まれる可能性は低く，むしろ中津層群に残されている可能

性が高いと思われる（註6）．
　図2には示してないが，地蔵平迸入岩類の東側には丹沢
層群を貫く含ざくろ石流紋岩の岩脈が知られており（有馬

ほか，1990），これについても2.45±0.09Maの全岩K-Ar年代
が得られたという（図3）．一方，丹沢山地東方の相模川河
岸に露出する中津層群には多数のテフラが挟まれており，

その一部からざくろ石を含む珪長質なテフラが見出され

（野田ほか，1999），いくぶんか上位の軽石質テフラに含ま
れるジルコンについて2.1±0.5Maのフィッション・トラック
年代が得られた（野田・奥村，2002）．野田ほか（1999）
は，テフラに含まれるざくろ石の化学組成や斑晶鉱物の組

み合わせは，上記の流紋岩脈のそれらと完全には一致しな

いことを強調している．しかし，ざくろ石の化学組成は

Fe-Mn-（Mg+Ca）三角ダイヤグラム上でデータ点が重なる
ほど良く似ている．斑晶鉱物の組み合わせも，テフラに含

まれる角閃石と磁鉄鉱が流紋岩脈には欠落しているとされ

るが，斜長石・石英・黒雲母・チタン鉄鉱およびざくろ石

は両者に共通の斑晶鉱物であり，むしろ類似性が高いとも

言えよう．ざくろ石を含むテフラには結晶片岩や花崗岩質

岩の岩片（0.4-2.6mm）も含まれ，岩片の大きさからも給源
が近いことが示唆される（河尻，2005；河尻・久保田，2006）．
角閃石や磁鉄鉱はこれらの変成岩や花崗岩類からもたらさ

れた可能性もあるだろう．含ざくろ石テフラそのものの年

代は求められていないが，いくぶん上位のテフラが示す年

代2.1±0.5Maと岩脈の年代2.5±0.1Maに有意の差があるとも
言えない．丹沢山地の火成岩体にざくろ石を含む例は他に

知られていないことも合わせ考えると，含ざくろ石流紋岩

脈を形成したマグマの噴出相がテフラとして中津層群に保

存されていると考えるのが自然ではないだろうか．中津層

群の含ざくろ石テフラに似たテフラは，東京都江東区の地

下や千葉県銚子の同時期の地層からも発見され，それらも

丹沢山地からもたらされたと推定された（田村ほか，2010）．

　ところで，地蔵平火山などの噴出物が足柄層群に挟まれ

る可能性は低いと考えられるが，火山体を構成していた岩

石が砕屑物として足柄層群に加わった可能性は，もちろん

極めて高い．足柄層群の礫を詳しく調べることによって，

検証は可能であろう．足柄層群の礫種の時間変化から

（図3），丹沢岩体が地表に広く出現したのは塩沢層堆積期
になってからだと推定されるのは既述の通りである．今永

（1999）によれば，塩沢層の堆積開始は1.3Maと推定される
という．これらが正しいとすると，地蔵平火山の活動期に

はまだ丹沢岩体の主要部は地表に出現しておらず，火山体

の基盤としては丹沢層群が露出していたのであろう．おそ

らく，塩沢層堆積期には地蔵平火山の大部分は浸食され尽

くして，マグマの供給路だけが地蔵平迸入岩類として残る

現在と似た状況が出来上がっていたのだと想像される．

5．あとがき

　足柄層群という小さな地質体のたったひとつの礫に過ぎ

ないが，その年代測定結果を既存の文献資料と合わせて，

丹沢山地など周辺の変動史について考察してみた．ただ

し，データが限られていることから，議論の多くは可能性

の指摘に留まった．今後の検証を待ちたい．他にも残され

た課題は多い．例えば，（1）足柄層群の下限は露出が無く
て不明であるが，下位には箱根火山の基盤である早川凝灰

岩のような地質体があるのかどうか，（2）上限も不明であ
るが，足柄層群が堆積後に傾斜して駿河礫層に被われるま

でどのような変動を経てきたのか，などが挙げられよう．

＜註＞

註1）第四紀の下限が2009年に1.81Maから2.588Maに変更
され，後期鮮新世のGelasian期（2.59-1.81Ma）が前期
更新世に組み入れられることになった．本稿の記述も

この変更に基づく．かつての地質年代区分による足柄

層群の年代については，例えばOtuka（1931）が前期鮮
新世，Kuno（1951）が後期中新世－前期鮮新世，Seki et 
al.（1969）が中期中新世－前期鮮新世としており，当時
の基準で後期鮮新世以降と判定した研究はなかった．

1980年代の研究の多くは約2Ma以降と推定しており，
現在の基準による第四紀層と見なしていたことにな

る．

註2）杉村（1972）の田子ノ浦・酒匂川線は，新しい堆積物
に被われて地質学的な実態が必ずしも明確ではない

が，奈良・平安時代の足柄道に沿っており，現在も鉄

道や高速道路が通る相対的な低地である．杉村（1972）
は，この付近で最も顕著な逆断層である神縄断層にし

ても，その断層運動の速さはフィリピン海プレートの

運動から予測される速さより2桁も小さいことを指摘
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しており，神縄断層そのものがプレート境界であると

断定したわけではない．

註3）丹沢岩体とは丹沢山地の中央部に広く露出する深成
岩体で（図1, 2），主にトーナル岩からなり一部に斑糲
岩を伴う複合岩体である．かつては石英閃緑岩体など

と呼ばれていたが，滝田（1974）の研究以来トーナル
岩質岩体とかトーナル岩複合岩体などと記述されるこ

とが多い．ここでは単純に丹沢岩体と呼ぶことにす

る．

註4）畑層中の火道角礫岩体は，最大10mを超える安山岩
や足柄層群の巨大角礫の間を同質の基質が埋めた角礫

岩体で，堆積時の海底火山活動でできたという見解も

あったという（今永，1999）．矢倉岳岩体の年代値
1.15Maは2個の全岩試料のK-Ar年代1.10±0.05Maと
1.23±0.09Maの平均値である．なお，矢倉岳岩体の貫
入接触部の堆積岩には明瞭な熱変質の形跡が見られな

いという（倉沢ほか，1989）．マグマの貫入を受けた堆
積岩に熱変質の痕跡が見られないことは岩脈の場合に

も認められるので（例えば，佐藤・由井，2008；佐藤，
2009），マグマの体積が小さい場合には，被貫入岩に再
結晶などの明瞭な変化が起こる前にマグマ自体が固

結・冷却してしまうのだと解される．

註5）年代測定試料を採取した採石場での帯磁率の測定記
録としては，ここに記した22×10-3SIだけが残っている
が，周辺の採石場で測定したトーナル岩礫の帯磁率も

全て高く30-60×10-3SIに及んだ．

註6）中津層群は相模川やその支流の河岸に露出する海成
層で，四万十帯の小仏層を不整合に被う．泥岩・砂岩・

礫岩からなり（全層厚約340m），泥岩からなる上部層
に多数のテフラが挟まれる（Ito, 1985；野田ほか，
1999）．テフラの岩相は，（1）軽石質テフラ，（2）有色鉱
物が顕著なテフラ，（3）スコリア質テフラの3種に分け
られるという（野田・奥村，2002）．
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