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丹沢山地の石割山トーナル岩体の年代と
南部フォッサマグナ－関東山地の火成活動史における意義

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： 丹沢山地の中央部に東西約25km南北約5kmの規模で露出するトーナル岩質複合岩体については，これま
で11-4 Maにわたる後期中新世－鮮新世の放射年代が報告され，貫入時期や冷却史に関する様々な議論がなさ
れてきた．この複合岩体の西部を構成する石割山岩体から採取したトーナル岩試料のK-Ar年代を予察的に検
討したところ，黒雲母につき7.4±0.4 Ma，カリ長石につき7.0±0.4 Maが得られた．この黒雲母年代は石割山岩体
について以前報告された黒雲母年代（8-7 Ma）とほぼ一致し，道志川南東側の丹沢複合岩体主要部が示す黒雲
母年代（約5 Ma）より明らかに古い．石割山岩体は丹沢岩体主要部と一続きの露出をなすものの，ジルコンの
U-Pb年代や主成分組成の特徴（K/Na比）も合わせ考えると，主要部とは別の8 Ma前後の火成活動で形成された
ものと思われる．石割山から初狩にかけた丹沢山地北西部の石英閃緑岩質な小貫入岩体や高川山安山岩体もこ

の頃の一連の火成活動で形成された可能性が考えられる．

　南部フォッサマグナ－関東山地の後期新生代火成岩体の時空分布に注目すると，火成活動には強弱の波が認

められ，2 Ma頃には現在の火山フロント付近に収束していったことが指摘される．16-13 Ma頃と6-4 Ma頃は火
成活動の活発な時期であり，これらは環太平洋全域で火成活動が活発化した時期に対応する．この地域の火成

活動の消長は，島弧接合部のテクトニクスといった局地的な変動要因よりも，むしろ地球深部に起因するよう

な広域的な変動要因に規定されたのかも知れない．
キーワード： 関東山地，フォッサマグナ，丹沢山地，トーナル岩質複合岩体，石割山岩体，

黒雲母，カリ長石，K-Ar年代，冷却史，火成活動史，環太平洋．

Age of the Ishiwariyama pluton in the Tanzawa Mountains, and its relevance to the history of 
magmatism in the South Fossa Magna and Kanto Mountains, an island-arc junction, central Japan
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Abstract： A Neogene tonalite complex with an east-west elongated exposure of about 25×5km size occurs in the Tan-
zawa Mountains within the South Fossa Magna region, central Japan. This complex, named the Tanzawa tonalite 
complex, has been subjected to age dating and discussions on its cooling history, yielding Late Miocene to Pliocene 
radiometric ages of about 11-4 Ma. In this study, K-Ar age dating of a specimen from the Ishiwariyama pluton, 
constituting the western part of the Tanzawa complex, yielded 7.4±0.4 Ma for biotite and 7.0±0.4 Ma for K-feldspar. The 
biotite age is clearly older than those for the major part of the complex of about 5 Ma. The K-Ar data for the 
Ishiwariyama pluton, combined with published U-Pb zircon ages, suggest that this pluton intruded around 8 Ma and 
cooled in a short period. The Ishiwariyama and other small plutons as well as the Takagawayama andesite in the 
northwest Tanzawa Mountains may have been emplaced around 8 Ma, which is thought to be an older episode of 
magmatism than that for the major part of the Tanzawa complex emplaced around 5 Ma.
　Neogene to Quaternary igneous rocks in the South Fossa Magna and Kanto Mountains regions show a characteristic 
distribution in time and space. Igneous activity was extensive in two major episodes：ca.16-13Ma and ca.6-4Ma, with a 
small episode at 9-7Ma, and the activity retreated to the present volcanic front around 2 Ma. It is of interest to note that 
the two major episodes seem to have synchronized with major pulses of volcanism over the circum-Pacific regions, 
suggesting that the episodicity of magmatism in this region was related to global geodynamic events not to local tectonic 
activities at the island-arc junction. 

Key Words： Kanto Mountains, Fossa Magna, Tanzawa complex, Ishiwariyama pluton, tonalite, biotite, 
K-feldspar, K-Ar age, cooling history, episodic magmatism, circum-Pacific.  
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1．はじめに

　丹沢山地の中央部には新第三紀の石英閃緑岩－トーナル

岩質の深成岩体が広く露出する（図1）．露出規模は東西約
25km南北約5kmで，日本列島各地に分布する白亜紀－古第
三紀の大規模花崗岩質岩体ほど大きくはないが（佐藤ほか，

1992），甲府岩体や甲斐駒ヶ岳岩体とともに，南部フォッサ
マグナ地域を構成する重要な地質体のひとつとなっている

（Sato, 1991）．この深成岩体のうち道志川の南東側に分布
する主要部を記載した滝田（1974）は，この岩体をいくつ
かの岩型に区分し，全体を丹沢トーナル岩複合岩体と呼ん

だ（註1）．その後，丹沢山地全体の地質構造を取り纏めた
杉山（1976）は，石割山周辺に露出するトーナル岩体を滝
田（1974）のユーシン型に区分して丹沢トーナル岩複合岩
体に含めた（図2）．この丹沢岩体は，前－中期中新世の丹
沢層群を貫きこれに熱変成作用を与えていることから，貫

入時期が中期中新世以降であることは確かなのであるが，

詳しい貫入年代や岩体の冷却史については多様な見解が提

示されてきた（例えば，佐藤ほか，1986；Saito et al., 1991；
Tani et al., 2010）．
　佐藤ほか（1986）は貫入時期に関する既存の見解を整理し
た上で，それまでに報告されていたKawano and Ueda（1966）
による7.6-4.3 Ma のK-Ar年代は黒雲母について得られたも
のであり（註2），より閉鎖温度の高い角閃石の年代が決め
手となると考えて，同一試料中に共存する黒雲母と角閃石

の両方のK-Arを測定することにした．測定試料には，道志
川南東の岩体主要部から採取した多数の試料の中から新鮮

なものを厳選した上で，岩型も考慮して3試料を抽出し（図
2），角閃石の多い2試料から対の年代値が得られた．黒雲
母について得られた3つの年代値（5.1-4.6 Ma）はKawano 
and Ueda（1966）が報告した岩体主要部の黒雲母年代であ
る5.2 Maおよび4.3 Maと誤差の範囲で一致する結果となっ
たが，角閃石はそれらより5 Ma以上も古い10.1 Maおよび
10.7 Maという良く似た年代値を与えた．この結果を基に
佐藤ほか（1986）は，丹沢岩体の貫入時期を中期中新世と
考え，300-500℃ 付近の冷却速度を約50℃/m.y.と見積もっ
た．この速度は甲斐駒ヶ岳岩体について見積もられた110
℃/m.y.の半分程度であり，領家帯やその近傍の白亜紀花崗
岩について見積もられた20-60℃/m.y.に匹敵するゆっくり
した速度となった（佐藤ほか，1989, 1990b；Sato, 1991）．
　その後，Saito et al.（1991）は丹沢岩体の30個余りの角閃
石のK-Ar年代を測定し，16.8 Maから3.8 Maの広い範囲に
わたる年代値を報告した．彼らは8 Maを越えるような古
い年代は過剰アルゴンの影響によるとして除外し，貫入時

期を7 Ma頃として佐藤ほか（1986, 1990a）の見積もりより
速い冷却速度を提案した．彼らの測定試料の多くは丹沢岩

体中央部付近に迸入した第四紀火山の基部とみられる地蔵

平迸入岩類（松田，1966, 1991；今永・山下，1999；佐藤，2013b）

の周辺から採取されており，大半が緑泥石に富み黒雲母を

ほとんど含まないことから，変質した岩石を測定したもの

と思われる（註3）．また，近年になって，山田（2007）や
Yamada and Tagami（2008）は（U-Th）/He法によるアパタイト
やジルコンの年代を，Tani et al.（2010）はSHRIMPによるジ
ルコンのU-Pb年代を報告して，丹沢岩体の貫入時期や冷却
史に関する新たな手掛かりを提供している．SHRIMP年代
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図1．南部フォッサマグナ－関東山地の地質の概略と花崗岩質
岩体の分布．
　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, 2013a）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，Kf：甲府（Kf（a）は芦川型），Kk：甲斐
駒ヶ岳，Mt：三頭山，Tn：丹沢，Sb：下部，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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は道志川南東側の丹沢岩体主要部のトーナル岩体では黒雲

母のK-Ar年代とほぼ等しい5.4-4.0 Ma，石割山岩体では黒
雲母のK-Ar年代より1Ma余り古い8.9-8.8 Maとなっている．
もし丹沢岩体のSHRIMP年代がマグマの固結年代を記録し
ているのだとすると，貫入時期に関する佐藤ほか（1986）
やSaito et al.（1991）の結論は改訂を余儀なくされ，岩体主
要部の冷却速度は著しく速かったということになる．丹沢

岩体の貫入・冷却史は，南部フォッサマグナ地域のテクト

ニックな歴史と密接に関係していると考えられており，い

わゆる“衝突”現象とからめて議論されることが多いので，

この機会に筆者らの古い研究（佐藤ほか，1986, 1990a，Sato, 
1991）を見直してみたい．
　筆者が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
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図2．丹沢トーナル岩複合岩体周辺の地質概略図．
　杉山（1976）を簡略化し，初狩周辺は佐藤（2013a）を踏襲．扇山の花崗岩質岩体（Og）は10万分の1山梨県地質図（山梨県地質
図編纂委員会，1970）による．杉山（1976）の地質図で藤野木－愛川構造線の南側に狭長な分布をなす未区分火山岩類と西桂層群と
丹沢層群に間に産する苦鉄質火山岩類（T7c）は便宜上丹沢層群に含めて図示した．この研究による年代測定結果に加え，筆者らに
よるこれまでのK-Ar年代データ（トーナル岩の黒雲母年代と安山岩の全岩年代）と試料の採取地点も併せて示した（佐藤ほか，1986, 
1990a；佐藤，2013a）．足柄層群塩沢層のトーナル岩礫86012011の黒雲母も，丹沢岩体主要部に相当する4.8 Maを示した（佐藤，
2013b）．丹沢複合岩体は道志川あるいは道志断層を境に貫入時期が異なり，石割山岩体（Iw）など北西側の岩体は高川山安山岩体
（Tg）に近い8 Ma前後に貫入した可能性が高い（Sd：鹿留川，Ka：菅野川，Od：生出山）．図の範囲に分布するその他の岩体の年
代は，甲府岩体の徳和型（Kf）が約12Ma（佐藤興平，未公表資料），鶴ヶ鳥屋山岩体（Tt）が約10 Ma（石田，1989），地蔵平迸入岩
体（Jz）が約2 Ma（今永・山下，1999），矢倉岳石英閃緑岩体（Yg）が約1.2 Ma（倉沢ほか，1989）．また，山頂の標高が1000mを越
える山体の多くが丹沢複合岩体かその近傍に分布しており，山地の隆起と丹沢岩体の分布が無関係ではないことを示唆する．
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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，2012, 2013a, b）．そのようなデータの中から，今回は丹
沢トーナル岩複合岩体の西部を構成する石割山岩体の年代

について報告し，上に述べた丹沢岩体の貫入・冷却史につ

いて再考するとともに，南部フォッサマグナ－関東山地の

中新世以降の火成活動の消長について検討してみたい．

2．丹沢山地の地質とトーナル岩複合岩体

　南部フォッサマグナから関東山地にかけた地域の花崗岩

質岩体の分布を図1に，丹沢トーナル岩複合岩体周辺の地
質の概略を図2に示した．丹沢岩体は丹沢山地の中央部に
東西に延びた形で露出する．露出規模は東西約25kmであ
るが，西端部は富士火山の噴出物に被われていて，石割山

付近の実際の岩体規模は定かではない．石割山西方の忍野

村忍野八海の南西約1.5km付近の桂川河岸にはトーナル岩
の小露頭があり，これも石割山岩体の一部だとすると，丹

沢岩体の東西総延長は30kmを越えることになるだろう．
図2には海抜が1000mを越える山頂を黒三角で示したが，
それらが丹沢岩体の周辺に集中している傾向が認められ

る．丹沢岩体は丹沢山地の中でも比較的標高の高い所に露

出しているという地形的特徴が現れていると言えよう．

1923年の関東地震で丹沢山地は1m程も沈下したが（例え
ば，宇佐美，2008），普段は隆起を続けて山岳地形が維持さ
れているのであろう．

　丹沢岩体を取り巻くように分布する丹沢層群は（図2），
主に玄武岩－安山岩質で一部デイサイト質の海底火山岩類

からなる地層が整合に重なる地層群であり，下位から上位

へ塔ヶ岳・大山・煤ヶ谷の亜層群に分けられ，これらを積

算した層厚は10000mを越えると見積もられる（例えば，見
上，1955；杉山，1976）．丹沢層群の堆積時期は前－中期中新
世の17-12 Ma頃とされるものの（例えば，青池，1991；松田，
2007），全体に化石に乏しく，推定された年代範囲も研究者
によってかなり異なる（佐藤，2013aの図3）．丹沢層群最下部
の塔ヶ岳亜層群の下限は不明であり，丹沢層群がどのよう

な地質体の上に堆積したのかは分かっていない．丹沢層群

は丹沢岩体を中心としたドーム状構造をなし，周辺部に向

かってより上部の地層が分布する（見上，1955；Seki et al., 
1969；杉山，1976；松田，1986, 1991）．最下部の地層は丹沢岩
体周辺部に分布してその一部は結晶片岩となっており，そ

れらが丹沢岩体に貫かれていて，丹沢層群の基盤となる岩

石は地表には現れていないのである（杉山，1976）．
　丹沢山地の北縁には後期中新世－鮮新世の粗粒砕屑物か

らなる西桂層群が狭長な分布をなす（図2）．これは丹沢層

群の上に堆積した礫岩や砂岩を主とする地層で，下部は関

東山地から上部は関東・丹沢両山地から供給された砕屑物

で構成されており，周辺山地の隆起削剥の歴史を記録して

いる地質体と言える（佐藤，2013aとその引用文献）．化石の
証拠が乏しく，堆積時期の全容が判明したとは言い難いが，

初狩に産する高川山安山岩体のK-Ar年代から，西桂層群の
中部に位置づけられる岩殿山礫岩層は7 Ma前後に堆積し
た後期中新世の地層であることがほぼ確かとなった（佐藤，

2013a）．この結果は，西桂層群が堆積を始めた約7 Maより
も前に丹沢層群は関東山地から礫を受け入れる位置にあっ

たことを意味しており，南方からやってきた丹沢地塊が5-
4 Ma頃に関東山地に衝突したという説に強い疑問を投げ
かけた（佐藤，2013a）．
　丹沢層群の南側には神縄断層を介して第四紀の粗粒砕屑

物からなる足柄層群が分布する（図2）．この地層は伊豆の
衝突現象を記録した地質体として詳細な研究が行われ（例

えば，Imanaga, 1999），2-0.5Ma頃に堆積したことが判明し
ている．硬化し急傾斜しているため以前は中新世－前期鮮

新世と推定されたこともあるこの地層が，近年（2009）の
第四紀下限の改訂によって（註4），全体が第四系というこ
とになった．足柄層群最上部の塩沢層には多量のトーナル

岩礫が含まれており，礫を供給した丹沢岩体が1Ma頃には
地表に広く出現し始めたことを物語る（佐藤，2013b）．
　丹沢岩体は石英閃緑岩－トーナル岩質岩体群に斑糲岩類

を伴う複合岩体とされる．道志川南東部の岩体主要部を詳

しく調べた滝田（1974）は，トーナル岩類を10の岩型に分
け，野外の貫入関係から比較的早期に迸入したとみられる

熊木沢型・畦ヶ丸型・ユーシン型が岩体の大部分を占める

と指摘し，全体を丹沢トーナル岩複合岩体と呼んだ．この

岩体主要部の西側に連続して露出する石割山岩体について

は，杉山（1976）が岩相や鉱物組成の類似性からユーシン
型に区分し，石割山北方の丹沢山地北西部に分布する鹿留

川（Sd）・菅野川（Ka）・生出山（Od）などの石英閃緑岩質
小岩体（丹沢団体研究グループ，1973）については畦ヶ丸
型に似ると指摘している．これら小岩体の北方延長部に高

川山安山岩体（Tg）が位置する（Ishida, 1969；佐藤，2013a）．
図2では石英閃緑岩－トーナル岩質岩体群を一括し，斑糲
岩類は分けて図示してある．岩体主要部南側の中川付近に

産する小岩体（Mg）については，滝田（1974）は文象斑
岩，杉山（1976）は曲川沢変成石英閃緑岩体と呼んで岩体
主要部とは区別した．この岩体は変成作用を受けて周囲の

結晶片岩の構造と調和的な片状構造を獲得しており（Seki 
et al., 1969；丹沢団体研究グループ，1975），主成分組成も
丹沢岩体主要部とは全く異なることから（図3），貫入時期
も成因も丹沢岩体主要部とは異なると考えられるが，図に

は一括して示してある．
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3．年代測定の試料と結果

　ここで報告する石割山岩体の年代測定用試料（85080807）
は，鹿留川最上流部の岩体北縁部で1985年に採取したもの
である（図2）．鹿留川上流から石割山北斜面を経て二十曲
峠を越え忍野村に抜ける道路は当時既にできていた．前年

の予察でこの道路脇の露頭を観察したが，大半が変質を受

けていて年代測定にふさわしい試料を発見することができ

ず，今回報告する試料は翌年の再訪でようやく採取するこ

とができたものである．道路脇で観察した露頭の多くは比

較的粗粒の斑状角閃石・黒雲母トーナル岩からなり，しば

しば苦鉄質包有物（径1-30cm）が大量に含まれていた．全体
に割れ目が発達し，変質が進んでいて緑泥石や緑廉石の細

脈がしばしば見られた．鏡下の観察でも，黒雲母は緑泥石

や緑廉石に交代されて残っていないことが多かった．自形

性の磁鉄鉱がどの岩石にも含まれており，野外で測定した

帯磁率はトーナル岩で10-20×10-3SI，包有物で30-50×10-3SI
程度の高い値を示し，変質していても7×10-3SIを下まわる
ような低い値は得られなかった．二十曲峠に近い石割山北

斜面で採取した比較的変質の少ないトーナル岩と苦鉄質包

有物の全岩主成分組成を，年代測定に供した試料の分析結

果とともに，表1に示した．採取位置は表の下に記述して
ある．この表には，変質のため年代測定の対象からは除外

した石割山北方の鹿留川および生出山の2岩体の分析デー
タと前報（佐藤，2013a）で報告した高川山安山岩のデータ
も併記した．

　年代測定に用いた試料は，採取した試料のなかでは最も

変質の少ないトーナル岩で，岩体北縁の丹沢層群との接触

部から得られたものである．採取地点付近の道路沿いで

は，トーナル岩と丹沢層群起源とみられるホルンフェルス

（帯磁率40-50×10-3SI）が交互に現れ，岩体の縁が入り組ん
だ形状をしていると推定された．採取した試料は石割山岩

体の平均的なトーナル岩よりいくぶん優白質な黒雲母トー

ナル岩で，周囲には径3cm程度の苦鉄質包有物がわずかに
見られただけであった．露頭で測定した帯磁率は12-
15×10-3SI，試料を切断した平滑面の測定値は16.7×10-3SIで
あった．鏡下の観察によると，この試料は主に石英・斜長

石・カリ長石・黒雲母・磁鉄鉱からなる．角閃石は見られ

なかったが，同じ露頭の別の試料には微量の角閃石が含ま

れていた．斜長石は累帯構造をもつ0.5-5mm程度の自形－

表１．石割山岩体と丹沢山地北西部の火成岩体の化学組成．
Table 1．Chemical composition of the Ishiwariyama pluton and neibouring igneous bodies in the northwest Tanzawa Mountains.

86TR-18508080385080806840910178409101385080807Sample
TakawawayamaOideyamaShishidomegawaIshiwariyama*Ishiwariyama*Ishiwariyama*Igneous boby
AndesiteBtHbTn（a）BtHbQd（a）Mafic Inc.（a）HbBtTn（a）BtTnRock**
55.7464.2255.2151.5471.5173.04SiO2
0.600.480.650.850.320.21TiO2
16.5615.1419.0917.9014.1014.11Al2O3
2.762.693.763.891.581.16Fe2O3
5.362.774.246.131.651.12FeO
0.160.100.170.250.080.07MnO
3.892.573.524.681.080.76MgO
8.476.068.978.683.592.89CaO
2.412.982.613.443.714.00Na2O
0.580.980.440.801.361.99K2O
0.030.080.080.110.060.05P2O5
2.521.601.131.640.870.51H2O+
0.670.230.130.170.100.05H2O－
99.7599.90100.00100.08100.0199.96Total
46.538.070.542.817.116.7κ（×10-3SI）***

Wr.= 7.3± 0.4
Bt= 7.4±0.4
Kf= 7.0±0.4

Age（Ma）****

Sato（2013a）This studyThis studyThis studyThis studyThis studySource
Chemical analysis was done at Japan Analysis Center.
   *: 85080807: Northern margin of the Ishiwariyama pluton（Fig.2）, 84091013:～0.4 km east of Nijumagari-pass, 84091017:～1km east of Nijumagari-pass
  **: Abbreviations: Bt: biotite, Hb: hornblende, Tn: tonalite, Qd: quartz diorite,（a）: moderately altered
 ***: Magnetic susceptibility measured on sawed flat surface by Kappameter KT-5 .
****: Abbreviations: Bt: biotite, Kf: K-feldspar, Wr: whole rock
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半自形で，おおむね新鮮であった．石英の一部は径0.5-
1cmに及ぶ粒状を呈する．磁鉄鉱は0.1-0.5mmの自形で黒
雲母に伴って産することが多い．年代測定の対象とした黒

雲母は，0.1-0.5mm程度の半自形－他形で散在するが，周辺
部や劈開に沿って20%程度が緑泥石化している．カリ長石
は他の鉱物の粒間を充填して産し，含有量の測定はしてい

ないが，数%に及ぶとみられた．微細粒なので，鉱物分離
の粒度を下げることによって年代測定に必要な量を確保す

ることができた．

　石割山岩体のトーナル岩に少量ながらも年代測定用鉱物

の単離が可能なほどのカリ長石が含まれることは，丹沢岩

体東端部の玄倉川周辺に分布するユーシン型とは異なる点

である（註5）．この特徴は主成分組成にも現れている（図3）．
図3はCaO-Na2O-K2O重量比で花崗岩類の化学組成の特徴
を表したもので，フォッサマグナ地域の大半の岩体は花崗

閃緑岩－花崗岩系列（Granodiorite-granite trend）の組成を
もつが，それらとは対照的に，丹沢岩体はK/Naが低いため
トーナル岩系列（Tonalite trend）の組成をもつ（例えば，Sato, 
1991；佐藤，2012）．この図には石割山岩体のデータと比べ
るため丹沢岩体主要部の代表的な岩相の分析値（佐藤興平，

未公表）も示したが，石割山の試料が岩体主要部よりいく

ぶん高いK/Na比をもつことが読み取れる．図には石割山
北方の鹿留川・生出山両岩体などの分析結果も示した．

データが少ないという問題はあるが，これらにも同様の傾

向が見て取れる点が興味深い．

　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，2009a, 2011, 2012, 2013b），上記のトーナル岩試料
（85080807）を粉砕し，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とカリ長石を分離・濃集した．黒雲

母は60-80メッシュ，カリ長石は80-150メッシュの最終精製
物を用いて，それぞれ1986年と1989年にTeledyne Isotopes社
に委託して年代測定を行った．測定結果や年代計算に用い

た定数は表2にまとめて示してある．
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図3．丹沢トーナル岩複合貫入岩体のCaO-Na2O-K2O重量比．
　丹沢複合岩体の代表的試料の主成分組成を石割山周辺に分布
する石割山岩体とそれ以外の岩体主要部に分けて図示した．道
志川の南東側に分布する丹沢岩体主要部は，熊木沢型・畦ヶ丸
型・ユーシン型などの石英閃緑岩－トーナル岩質（Qd-Tn）岩体
と斑糲岩類（Gb）からなる（滝田，1974）．比較のため石割山岩
体北方に露出する石英閃緑岩質小岩体である鹿留川（Sd）・生出
山（Od）両岩体と初狩に産する高川山安山岩体（Tg：佐藤，2013a）
のデータも示した．石割山岩体など丹沢山地北西部の岩体群
は，丹沢岩体主要部よりいくぶん高いK2O/Na2O比を示す傾向が
読み取れる．曲川沢岩体（Mg）は，丹沢岩体南縁部中川付近の
結晶片岩中に産する小岩体であるが，変成作用を受けており，
岩体主要部とは成因が異なるとみられる（Seki et al., 1969；丹沢
団体研究グループ，1975；杉山，1976）．Granodiorite-Granite trend
とTonalite trendは佐藤（2012, 図3）を改訂．前者の傾向を示す新
生代花崗岩類は，関東山地（茂来山・大深山・甲府（主要部）
岩体など）や赤石山地（甲斐駒ヶ岳岩体）に分布するが，丹沢
山地には知られていない．石割山のデータの試料番号と採取地
点は，1：85080807（年代測定試料，鹿留川最上流部の岩体北縁），
2：84091013（二十曲峠東約0.4km），3：84091017（二十曲峠東
約1km）．

表2　丹沢山地の石割山トーナル岩体の黒雲母とカリ長石のK-Ar年代
Table 2  K-Ar ages of coexisting biotite and K-feldspar in a tonalite specimen from the Ishiwariyama pluton
　　 　 in the Tanzawa Mountains, central Japan

Age
（Ma）

K
（%）

 40Ar*
（%）

 40Ar*
（scc/g×10-5）

Dated      
　 mineral    

Rock   Sample No.

7.4±0.4　
7.3±0.4　

　　7.4±0.4（av.）　

5.68
5.66

62.9
63.4

0.163
0.162

Biotite     

Tonalite85080807
6.9±0.3　
7.1±0.4　

　　7.0±0.4（av.）　

10.6
10.6

48.0
39.6

0.286
0.294

K-feldspar

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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　今回石割山岩体のトーナル岩試料の黒雲母とカリ長石に

ついて得られた7.4±0.4 Maおよび7.0±0.4 Ma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（5.1-4.6 Ma）よりも明らかに古く，黒雲母年代はか
つてKawano and Ueda（1966）が報告した石割山産試料の黒
雲母年代7.6Ma（再計算値は7.8 Ma）に極めて近い．これら
の年代値と丹沢岩体主要部の黒雲母年代との差は約2.5 Ma
となる．

4．考察：丹沢トーナル岩複合岩体の貫入・冷却史と

南部フォッサマグナ－関東山地の火成活動の消長

1）石割山岩体の貫入・冷却史

　石割山岩体のトーナル岩に含まれる黒雲母とカリ長石に

ついて今回得られたK-Ar年代を基に，これまでに公表され
た年代データと併せて，この岩体の貫入・冷却史について

考えてみよう．今回得られた7.4 Maという黒雲母年代は，
既存の黒雲母年代（Kawano and Ueda, 1966）に極めて近く，
この岩体の黒雲母が記録しているK-Ar年代が，道志川の南
東側に分布する丹沢岩体主要部の黒雲母が記録している5 
Ma前後の年代（例えば，佐藤ほか，1986）より明らかに古
いことが確認された．石割山岩体は丹沢岩体主要部の西側

に連続して露出しており（図2），全体がほぼ同時期に貫入
した一続きの複合岩体と捉える方が自然なのだが，年代測

定の結果に主成分組成の特徴（図3）も併せ考えると，石割
山岩体の形成には丹沢岩体主要部とは異なる歴史があった

可能性が浮かび上がってくる．

　近年Tani et al.（2010）が報告したジルコンのSHRIMP年代
は，石割山岩体の2試料が8.8±0.2 Maおよび8.9±0.3 Maで，
これらは丹沢岩体主要部のトーナル岩6試料が示す5.4-4.0 
Maより3-4 Maも古い．すなわち，ジルコンのU-Pb年代で
も黒雲母のK-Ar年代でも，石割山岩体は丹沢岩体主要部よ
りも系統的に古くなっており，ジルコンと黒雲母の年代差

は石割山岩体では1 Ma余りであるが，丹沢岩体主要部では
有意の年代差が認められないという結果になっている．ジ

ルコンのU-Pb年代の閉鎖温度は700℃ を上まわるとされる
ので（例えば，兼岡，1998），測定結果はマグマの貫入・固
結時に近い年代を示すと期待される．報告されたSHRIMP
年代がマグマの固結年代を記録しているのだとすると，石

割山岩体は丹沢岩体主要部より3 m.y.以上も前に貫入・固結
し，1-2 m.y.の短期間で黒雲母やカリ長石のK-Ar系閉鎖温
度である約300℃および約150℃まで冷えたことになる（註
6）．この解釈は同時に，丹沢岩体主要部が貫入した5 Maの
頃には，石割山岩体はすでに100℃以下にまで冷えており，
おそらく地殻浅所にまでもたらされていたというようなシ

ナリオさえ浮かび上がらせる．丹沢岩体主要部の冷却史は

更に激烈で，閉鎖温度が大きく異なるジルコンと黒雲母の

年代差が生じないほど短期間に急速に冷却してしまったこ

とになる．このような “地質学的には瞬時”と言ってよい
ほどの大きな冷却速度は，白亜紀花崗岩体について見積も

られた20-60℃/m.y.といった冷却速度（例えば，柴田ほか，
1988；佐藤ほか，1990b）からは想像しにくい速さであって，
通常の花崗岩質岩体とは異なる冷却過程を想定する必要が

出てくる．丹沢岩体には割れ目が発達し，緑泥石や沸石な

どの変質鉱物の細脈も頻繁に見られることから，熱水の循

環による効率的な冷却が想起されるのであるが，そのよう

なメカニズムで実際に急速な冷却は可能なのだろうか．裂

罅系を通じたマグマの急速な上昇で浅所の冷たい母岩に熱

を放出したとか，後続のマグマによる加熱がない間歇的な

火成活動とか，他のいろいろな原因を検討してみる必要が

あるだろう．もっとも，閉鎖温度の異なる複数の鉱物年代

から冷却速度を見積もったという例は，国内には余り多く

はないという実情もある．日本列島のような変動帯，とく

に島弧の会合する南部フォッサマグナのような地殻変動の

活発な地域では，貫入岩体の急激な冷却という現象も異常

なことではないのかも知れない．今後の研究が待たれる．

2）角閃石のK-Ar年代

　筆者らはかつて丹沢岩体の黒雲母だけでなく共存する角

閃石やアパタイトの年代も求めて丹沢岩体の冷却史を検討

してみた（佐藤ほか，1986, 1990a）．年代を測定した試料は，
丹沢岩体主要部の主な岩型や分布域を代表するように3試
料だけを厳選した．試料の選択にあたっては，鏡下の観察

で変形が認められず，変質も極力少なくて，鉱物分離で高

純度の角閃石と黒雲母の濃集試料を得やすい組織をもつこ

となどを基準としたことは言うまでもないが，採取地点の

近傍に新期の貫入岩体や大きな断層が認められないことも

考慮した．最終的には，高純度の角閃石試料が得られた

畦ヶ丸型の2試料を年代測定に供した．これらは誤差の範
囲で互いに一致する10.7±1.3 Maと10.1±1.7 Maを与えた．
この測定結果と丹沢岩体貫入の影響を受けている丹沢層群

の推定年代（16-15 Ma）を併せて，丹沢岩体の貫入時期を15-
11 Maの間，黒雲母年代の測定結果と併せて500-300℃付近
の冷却速度を約50℃/m.y.と見積もったのであった．
　この結論はSHRIMP年代（Tani et al., 2010）に基づく結論
とは大きく異なる．K-Ar年代はU-Pb年代ほどは閉鎖温度
が高くないので，貫入岩体の場合は基本的には冷却年代と

解すべきであろう．したがって，もしSHRIMP年代が貫入
年代を記録しているのであれば，それよりも古い角閃石年

代は見かけの年代ということになる．本稿の冒頭で紹介し

たように，Saito et al.（1991）は30個を超える多数の角閃石
を測定して，16.8 Maから3.8 Maの広い範囲にわたる年代値
を報告し，8 Maを越える年代は過剰アルゴンの影響を受け
たものとして除外して，7 Maを貫入年代としている．既に
述べたように，彼らの試料採取地点は2 Ma頃の火山体の基
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部と推定される地蔵平迸入岩類（松田，1966, 1991；今永・山
下，1999）の周辺に集中しており，検討した大半の試料は変
質して黒雲母はほとんど残っていない（彼らのtable 1）．こ
のような試料を選んだ理由は分からないが，8 Maを越える
古い年代のほとんど全てが地蔵平付近の変質岩から得られ

ていることを見ると，彼らの年代データには変質の影響が

加わっている可能性も考えられる．

　年代測定用の高純度の角閃石試料を鉱物分離で精製する

ことは時としてかなり難しい．黒雲母やその変質物の緑泥

石などの壊れやすい鉱物片が角閃石粒から離れず単離を妨

げるのである．K濃度が高い黒雲母やカリ長石ではそのよ
うな付着物が多少あっても実質的には問題にはならない

が，Kの乏しい角閃石の場合は付着物が不確定な要素を持
ち込み得ることになる．例えば，変質で放出されたArが緑
泥石にトラップされて残存するようなことがもしあれば，

この不純物が付着した試料では，変質前と比べてKが減少
してArが増えていることになり，見かけ上古い年代をもた
らすことになろう．このようなことが実際にあったかどう

かは分からない．段階加熱法を用いたAr-Ar年代の測定で
手掛かりが得られると期待されるが，Saito et al.（1991）はそ
の測定がうまくいかなかったと報告している．

　K-Ar年代を測定した5つの岩石試料についてその後もAr-
Ar法による検討を続けたSaito（1993）は，ユーシン型と石
割山岩体の角閃石について6-5 Maの年代を得たが，上記の
地蔵平周辺の3試料では低温で脱ガスされたArが著しく古
い年代を与えるなど，意味のある年代が得られなかったと

報告している．この結果は，地蔵平付近の角閃石試料が示

した多様なK-Ar年代の一因に変質作用があったことを示
唆する．今後は試料中のArの分布や存在形態を詳しく調
べるといった検討が必要になってくるだろう．佐藤ほか

（1986）では極力新鮮な試料を厳選して測定しており，角
閃石年代が変質の影響を受けているとは考えにくいのであ

るが，マグマから角閃石が晶出する段階でアルゴンを取り

込んだ可能性を否定しきることもできないだろう．Kの少
ない若い試料のK-Ar年代には過剰アルゴンが無視できな
い影響を及ぼすことがある（例えば，兼岡，1983a）．当時
の筆者らにはAr-Ar年代測定の設備がなくて検討できな
かったが，今後のAr-Ar法による検証を期待したい．なお，
丹沢岩体主要部のジルコンのフィッション・トラック年代

には，SHRIMP年代に近い約5 Maの他に，より古い約7 Maと
いう年代値も報告されている（Yamada and Tagami, 2008）．
丹沢岩体の貫入時期の詳細については，更に検討が必要な

ように思われるのであるが，ここではジルコンのU-Pb年代
がマグマの貫入・固結時に近い年代を記録していると見な

して議論を続けてみよう．

3）南部フォッサマグナ－関東山地の火成活動の消長

　南部フォッサマグナから関東山地にかけた地域の中期中

新世以降の火成岩類の多くは，現在の火山フロント付近か

そのいくぶん東側に分布しており（図1），これらは太平洋
プレートの沈み込みに伴う火成活動によって形成されたも

のだと考えられる．ところが，プレートの沈み込みは連続

していたにもかかわらず（註7），この地域の火成活動は時
代に関係なく一様に続いていたのではなく，活発な時期と

比較的静穏な時期があった様に思われる．火成活動の場も

第四紀には西側に収束して行き，現在では第四紀火山フロ

ントの東側では火成活動が起こっていない（佐藤，2004, 
2005, 2009a, 2011）．この地域の火成活動の消長がはっきり
と見られるのは，群馬県南西部から長野県南佐久郡下にか

けた関東山地北西部であり，筆者らは15-11 Ma頃の活発な
時期を「茂来山期」，6-3Ma頃の活動期を「本宿期」と名付
けた（佐藤・由井，2008，佐藤，2011）．これらの名称は，関東
山地で最も顕著な磁気異常の原因となっている代表的な地

質体である茂来山岩体と本宿カルデラに由来する（佐藤・石

原，2011）．南佐久郡の余地地域では，14-11 Ma頃の熱水変
質帯を本宿層に相当する4 Ma頃の未変質火山岩が不整合
に被っており，両者の間には火成活動が静穏な隆起削剥の

時期があったように見えるのである（佐藤，2002, 2004, 
2010）．同じような火成活動の消長は，他の地域でも認めら
れるのだろうか，活動度に時代変化があったとすれば，そ

の原因は何だったのだろうか．環太平洋の広い範囲で認め

られる火山活動の間歇性とも比較しながら考えてみたい．

　図4には南部フォッサマグナ－関東山地の火成活動の時
空分布を模式化して示した．地域を地質構造境界で3分割
し，南から北へ（A）西八代層群や丹沢層群からなる南部
フォッサマグナ地域，（B）四万十帯の分布する関東山地南
部，（C）秩父帯の分布する関東山地北部に分けた．（A）と
（B）の境界が藤野木－愛川構造線，（B）と（C）の境界が仏像
構造線にあたる．図4では南側の地区を左側に，同じ地区
内では西側の岩体をなるべく左に配置するよう工夫した．

右側の欄には3地区の火成活動を総合した活動度を緩い
カーブで表現し，その右側に環太平洋地域の火山活動の消

長を示す曲線（Kennett et al., 1977）と世界の主なホットス
ポットの活動度を示すヒストグラム（Mjelde et al., 2010）
を併記した．岩体の名称や年代データの出典は図の下に示

してある．この図の時空分布は今後データの蓄積によって

更に改善されるべきものであり，特に火成活動の消長を示

す曲線は暫定的なものであることを断っておかなければな

らない．というのも，この曲線は現在の削剥レベルで見た

火成岩体の規模を大掴みに表現したもので，大規模な花崗

岩質岩体を活発な火成活動の証拠として採用することに余

り異論はないと思われるが，小規模な岩体や岩脈について

は，その上に存在したかも知れない火山岩体の規模を評価
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できないため，小規模だと断定することには異論があるか

も知れないからである．しかし，中期中新世末－鮮新世の

長期にわたって海域が存続し，周囲から堆積物を受け入れ

てきた富士川地域の地層（富士川層群）（例えば，松田，1961, 
2007）などにも注目すれば（註8），少なくとも巨大な火山
活動の見落としは避けられると考えてもよいであろう．

　この図4から，C地区で認められた茂来山期と本宿期に
は，AとBの両地区でも火成活動が活発であったことが分
かる．B地区の茂来山期活動としては大規模な甲府岩体の
早期岩体群が挙げられ（佐藤・石原，1983；Sato, 1991），本宿
期の活動としては，後期の小烏岩体（Kg）とその噴出相で
ある小楢山火山岩（Kn）を合わせた東山梨火山深成複合岩

体について6-4 MaのK-Ar年代が報告されている（柴田ほ
か，1984）．甲府岩体（Kf）の年代の詳細については，稿を改
めて報告する予定であるが，早期の岩体群では14-12 Ma程
度の黒雲母年代が卓越することを重視した．その南端部で

A地区の西八代層群に貫入する芦川岩体（Kf（a））は（図1），
御坂山地と関東山地の地塊が接合した時期に制約条件を与

える地質体として重要なので（Sato and Shibata, 1988；Taka-
hashi, 1989；Sato, 1991；佐藤，2013a），特に甲府岩体の本体
とは分けて，約12 Maの黒雲母年代を考慮して図示してあ
る．B地区の本宿期の活動としては峡東岩脈群（Kt；兼岡ほ
か，1993b）や極めて小規模であるが甲武信ヶ岳の角礫パイ
プ（Kb; Ishida, 1991）も含まれる．
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図4．南部フォッサマグナ－関東山地の後期新生代火成活動史．
　南部フォッサマグナ－関東山地の火山フロント周辺に分布する主な火成岩体につき（図1参照），放射年代から推定される活動時期
を3つの地帯に分けて示した．同一地帯では，なるべく東側の岩体を右側に配置するよう工夫した．火成活動の消長の欄には，この
地域の岩体の露出規模から想像した火成活動の消長をなだらかな曲線で示し，これと比較するため環太平洋地域の火山活動の消長
（Kennett et al., 1977）と世界の主なホットスポットの活動度（Mjelde et al., 2010）も図示した．環太平洋地域の火山活動史はKennett 
et al.（1977）による米国オレゴン州のカスケード山脈における苦鉄質～珪長質活動を重ね合わせたパターンであるが，彼らが検討
した他の地域も代表するとみてよい．15 Ma頃と5 Ma頃の活動ピークは環太平洋の多くの地域でも指摘されており，南部フォッサマ
グナ－関東山地でも類似のパターンが認められることは興味深い．本地域では環太平洋地域で認められる10-9 Ma頃の顕著な活動は
見出されていないが，いくぶん若い8 Ma前後の活動が高川山（Tg）・石割山（Iw）．太良ヶ峠（Tt）・三頭山（Mt）などの岩体として
認められる．岩体の記号と年代の出典は以下の通りである（地帯別に若い方から古い方へ記述）．（A） 御坂～丹沢山地：Fjs：富士
山，Kc：暮地（佐藤興平，未公表データ），Jz：地蔵平迸入岩類（今永・山下，1999），Sb：下部岩体（佐藤興平，未公表データ），
Tn：丹沢岩体（道志川南東の主要部）（佐藤ほか，1986；Tani et al., 2010），Tg：高川山安山岩体（佐藤，2013a），Iw：石割山岩体
（河野・植田，1966；Tani et al., 2010；本研究），Tt：鶴ヶ鳥屋山岩体（石田，1989），Ny-Tn G：西八代層群と丹沢層群（松田，
2007）．（B）関東山地の四万十帯：Mmy：飯盛山火山（兼岡ほか，1993a），Kfj：黒富士火山とMgm：水ヶ森火山（三村ほか，1994），
Kt：峡東岩脈群（兼岡ほか，1993b），Kb：甲武信ヶ岳角礫パイプ（Ishida, 1991），Kn：小楢山火山岩とKg：小烏岩体（柴田ほか，
1984），Mt：三頭山岩体（佐藤，2011），Tr：太良ヶ峠火山岩（三村ほか，1994），Kf（a）：芦川岩体（西八代層群を貫く甲府岩体南
端部）（Sato and Shibata, 1988），Kf：甲府岩体主要部（柴田ほか，1984；佐藤興平，未公表データ）．（C）関東山地の秩父帯：Mj：
本宿層とTz：砥沢岩体（佐藤，2002, 2004, 2005, 2007），Cb：秩父岩体（Ueno and Shibata, 1986），Yh：八千穂岩脈群（佐藤・由井，
2008），Mr：茂来山岩体（佐藤，2010），Om：大深山岩体（佐藤，2009a）．それぞれの岩体の年代は，火山岩や岩脈の場合はK-Ar全
岩年代から，花崗岩質岩体の場合はデータの揃っているK-Ar黒雲母年代のうち徐冷の効果も考慮して古い年代値を参照し，一部で
はジルコンのU-Pb年代も考慮して推定した． 
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　A地区で茂来山期に相当する火成岩体は，上記の芦川岩
体（Kf（a））とその直前まで活動していたとみられる西八代
層群や丹沢層群（Ny-Tn G）の上部の火山岩類である（図4）．
後者は生層序学的な証拠から17-12 Maの頃の海底火山活動
で堆積したと推定され（青池，1999；松田，2007；佐藤，2013a
図3参照），本州弧起源であることが確かな砕屑性堆積物を
欠くことから，当時はAとBの両地区が著しく離れていた
か，あるいは両者の間に堆積物の供給を阻む地形が存在し

たと推定される．両地区の地殻は著しく異なり，関東山地

のB-C地区が日本海拡大前の大陸縁で形成された付加体か
らなるのに対して，南部フォッサマグナのA地区はそれら
よりずっと若い島弧火山岩類からなり，その基盤に関東山

地のような地質体は知られていない．このような状況か

ら，伊豆－小笠原弧の北方延長部にあった火山性の地塊

（御坂や丹沢）が，プレート運動によって本州弧の一部で

ある関東山地の地塊と接合するに至ったと考えるのは自然

なことであろう．図4の時代判定が正しいとすると，Ａと
Ｂの両地区の位置関係は分からないが，例えば茂来山期初

期の15 Maの頃には，ともに火成活動の場となっていたは
ずである．両地区の接合の時期は芦川岩体の産状と年代か

ら約12 Maよりも前と判断されるが，正確にいつどのよう
に接合したのかは判然としない．しかし，関東山地起源の

礫が西八代層群を被う富士川層群最下部のしもべ期の地層

から出現し始めるだけでなく，この時期の地層からは西八

代層群起源とみられる砂粒さえも見出されることから（例

えば，松田，1961, 1989, 2007），富士川谷の海には，関東
山地だけでなく，既に一部が海面上に現れていた西八代層

群からも砕屑物が供給されていたのだと考えられる．御坂

山地にはしもべ期に相当する礫岩層として足和田礫岩や

三ッ峠礫岩が知られており，その下限は13-12 Maとされる
ので（佐藤，2013a図3参照），芦川岩体のデータと併せて接
合の時期を13 Ma頃とみておくのが妥当と思われる（註9）．
この推定は松田（1989）の見解とも調和的である．
　さて，A地区における本宿期の活動は，ジルコンのSHRIMP
年代を採用すれば，道志川南東側に露出する丹沢岩体主要

部（Tn）に代表される． 下  部 付近の石英閃緑岩質小岩体
しも べ

（Sb）もこの時期のものとみられる（佐藤興平，未公表デー
タ）．一方，石割山岩体（Iw）は丹沢岩体主要部よりいく
ぶん早く9-8 Maの頃に貫入したらしい．この北方の高川山
安山岩体（Tg）もこれに近い時期のものである（佐藤，
2013a）．これらは本宿期の丹沢岩体（Tn）と比べれば小規
模であるが，B地区の太良が峠火山岩（Tr）や三頭山岩体
（Mt）がほぼ同じ年代をもつことが注目されるので（佐藤，
2011），火成活動の消長を示す曲線には8 Ma前後の位置に
小さなピークを描いた（図4）．
　A地区の第四紀火成活動としては，地蔵平迸入岩類（Jz；
松田，1966, 1991；今永・山下，1999）を挙げたが，その近傍に
はほぼ同時期の含ざくろ石流紋岩脈が知られており（有馬

ほか，1990），また富士吉田市上暮地にも小規模な安山岩体
（Kc）が産する．図4には示してないが，神縄断層の南側に
は足柄層群を貫く矢倉岳岩体（Yg；約1.2 Ma，倉沢ほか，
1989）や火道角礫岩体（約1 Ma, 今永・山下，1999）が産す
るので，丹沢山地にも同時期の火成活動があった可能性が

考えられる．富士山（Fjs）はA地区の現世火山体というこ
とになる．

　神縄断層より南側は伊豆地塊に属すると考えて図4から
除外したが，ここには上記の足柄層群堆積期の火山岩類や

箱根火山の噴出物に見られるように第四紀の火山活動が目

立つ．箱根火山の基盤をなす早川凝灰角礫岩は微化石の証

拠から4 Ma頃のものと判定され，伊豆半島新第三系上部層
とされる白浜層群の原田層についてもこれに近い年代が推

定されるという（萬年ほか，2003）．これら伊豆地塊の代表
的な珪長質火山岩層の少なくとも一部は本宿期に形成され

たことになる．伊豆半島新第三系下部層とされる湯ヶ島層

群は，伊豆半島を構成するもうひとつの火山岩質な地層で

あるが，16-10 Ma頃に堆積したとみられるので（小山，1986；
山下ほか，2008），その一部は茂来山期の火山活動の産物で
あろう．

4）環太平洋地域の火成活動の間歇性

　図4の右の欄を見ると，南部フォッサマグナ－関東山地
の火成活動の消長と環太平洋地域の火山活動の活動度を示

す曲線が良く似ていることにまず驚かされる．15 Ma頃の
ピークと5 Ma頃のピークはよく一致するが，後者にある
10-9 Ma頃の小さいピークは南部フォッサマグナ－関東山
地ではいくぶん若い側にずれて9-8 Ma付近にあり，10 Ma頃
の活動としては鶴ヶ鳥屋山の岩脈状小岩体（Tt）が見出さ
れるだけである．しかし全体としては良く似ていると言わ

ざるを得ないだろう．何故このような類似性が現れるのだ

ろうか．

　環太平洋地域の火山活動に広域的に同期する活動期と静

穏期の波があることが指摘され始めたのは40年も前のこと
である．McBirney et al.（1974）は，北米西部のオレゴン州に
あるカスケード山脈の新生代火成岩類の年代データから，

この地域の火成活動には15, 10, 5Maおよび現世というよう
に5 Ma位の間隔で火山活動の活発な時期があったことを
指摘するとともに，中米など他の環太平洋地域でもこれに

同期するような活動が認められるとして，地球上の広い範

囲で同様の変動が起こったのではないかと推定した．翌年

のGeology誌のFORUMでこの考えを支持したArmstrong
（1975）は，カスケード山脈の火山活動がイエローストン・
ホットスポットの火山活動の消長と同期していることを指

摘して，陸弧とホットスポットの間に見られる密接な関係

はグローバルなテクトニックモデルの新たな束縛条件にな

るだろうと述べている．これに関連して Jackson et al.
（1975）は，ハワイのホットスポットの軌跡である海山列
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の配列から約40 Ma以降の太平洋プレートの運動を解析し
て，太平洋プレートが全体としては直線的にほぼ一様な速

さで移動しながらも，進行方向が左右に最大で20-40度振
れるような運動を繰り返してきたと主張し，方向が急変す

る年代がカスケード山脈の火山活動の活発な時期（16-14, 
11-9, 6-4, 1.5-0 Ma；McBirney et al., 1974）と同期していると
指摘した．しかし，カスケード山脈の下に沈み込んできた

のは太平洋プレートではなくファンデフーカ・プレートで

あって，両者は海洋底拡大軸やトランスフォーム断層で隔

てられており運動方向も異なる（例えば，Atwater, 1970；
Madsen et al., 2006）．火山活動と同期している原因も解明
されたようには思われない．

　その後Kennett et al.（1977）は，環太平洋全域の新生代火
山岩類の放射年代とDSDP（Deep Sea Drilling Project）で掘
削した深海堆積物に挟まれる火山灰層を調べて，カスケー

ド・中米・南西太平洋の間に対比可能な活動期が確認でき

るとして，中新世の16-14Maと第四紀の2-0Maの2つの重要
なパルスの他に，後期中新世の11-8Maと中新世末－前期鮮
新世の6-3Maにいくぶんか弱いパルスがあったと指摘し
た．図4に示した曲線は，彼らの描いたカスケード山脈の
玄武岩－安山岩と流紋岩の活動度を示す曲線を重ね合わせ

たものである．15, 10, 5, 0 Maにピークをもつ類似の年代
頻度分布が，フィリピンからニュージーランドに至る太平

洋南西部や中米の火山岩の年代データに認められるだけで

なく，これと調和的な火山灰の頻度分布が深海堆積物のコ

アにも認められたというのである．その後も海洋底の調査

に基づく同様の指摘が続いた．藤岡（1983）は，岩手県沖の日
本海溝前弧域の堆積物に出現する火山灰の頻度から，16-
15Maと5-2Maの2つの時期に東北日本弧の珪長質火山活動
が最も激しかったと指摘した．Cambray et al.（1993）や
Cambray and Cadet（1994）も深海掘削で得られた環太平洋各
地の深海堆積物の火山灰層の出現頻度を調べて，東北日本

弧では18-14 Ma，5-3 Ma，2-0 Maの3つの時期に島弧火山活
動のパルスが認められると指摘し，Straub and Schmincke
（1998）も15-12Maと5Ma以降の2つのパルスの存在を認めて
いる．Cambray and Cadet（1994）はさらに，これらのパル
スは海洋プレートの沈み込み速度よりは島弧リソスフェア

のテクトニックな枠組み（応力場）に関係しているとの考

えも提起した．環太平洋各地の島弧火山活動に関係する海

洋プレートは，その性質（年代）も沈み込む速度も様々な

ので，広い範囲で同期して起こる火山活動の原因を沈み込

むプレートの側に求めることは不適当であろう．しかし，

環太平洋地域には，太平洋西岸のように背弧海盆を伴う島

弧と東岸のように伴わない陸弧の火山活動もあれば，南部

フォッサマグナ地域のような島弧接合部もある．このよう

な多様性を考慮すれば，環太平洋全域のテクトニックな枠

組みが同期して変化するという彼らの発想は受け入れにく

い．

　一方，このような成因的議論とは別に，McBirney et al.
（1974）らの主張に対する反論も現れた．いったんは賛意
を表明したArmstrong（1975）が，コルディレラ全域にわた
る大量の年代データを検討するとカスケード山脈で見られ

るような4つのパルス（McBirney et al., 1974；Kennett et al., 
1977；McBirney, 1978）は不鮮明になると述べて，前言を
事実上撤回してしまったのである（Armstrong and Ward, 
1991）．彼らはコルディレラの新生代火成活動に強弱の変
遷があったことまで否定したわけではなく，批判の記述も

ごくわずかであったが，この研究課題発祥の地での否定的

な見解は，その後の研究動向に何らかの影響を与えたのか

も知れない．Episodicityやsynchronismをキーワードとする
類似の研究は影を潜めてしまった（註10）．
　しかし，陸上の地質情報とは独立に，海底堆積物に挟まれ

る火山灰の出現頻度に基づいた火成活動のパルスの指摘は

重要である（Kennett et al., 1977；藤岡，1983；Cambray et al., 
1993；Cambray and Cadet, 1994；Straub and Schmincke,1998；
Sigurdsson, 2000）．これらの指摘を総合すると，15Maと5 
Ma前後に環太平洋の広い範囲で，少なくとも大規模な爆
発的噴火を伴う火山活動が活発化したとみるのが自然であ

ろう．ホットスポットと島弧や海洋底拡大軸での火山活動

の関係は（例えば，Jackson et al., 1975；Rea and Scheidegger, 
1979；Shaw et al., 1980），当初注目されたものの顧みられな
くなっていたが， 近年Wessel and Kroenke（2007）は，太平洋
地域のホットスポットに関係する火山活動も18-15Maと
6Ma頃に活発化したと指摘している．これは1970年代の研
究を追認した見解のように思われる（註11）．さらに
Mjelde et al.（2010）は，世界の主な新生代ホットスポットの
マグマ生産速度を比較して，遠く離れたホットスポットの

活動史に約10 Maあるいは2次的には約5 Maの間隔で同期
しながら活発化するリズムが見られると指摘している．図

4の右端に示したヒストグラムは，平常の50%以上のマグ
マ生産速度が見積もられた時期をパルスとして，その数を

1 Maごとに集計した結果である（註12）．環太平洋地域の
火山活動の活動度変化と比べると，3 Ma以降は調和的でな
いが，それ以前はかなり似たパターンを示すことが注目さ

れる．ただし，このヒストグラムにはパルスの認定や集計

の方法に起因する限界があるので（註12），あまり細かな議
論は控えるべきであろう．それにしても，マグマの形成メ

カニズムが異なる島弧とホットスポットのそれぞれに活動

期と静穏期の波があって，それらが対応するようにみえる

という指摘は重要である．これは偶然だろうか．このよう

な火成活動の活動度が広範囲で同期して変化するという指

摘（episodicity）が確かであるとすれば，それを局地的なテ
クトニクスの枠組みで解釈するのは困難であり，もっと地

球内部に起因する要因を考慮すべきであろう．

　ところで，上記のようなepisodicityが成り立っていると
すれば，日本の他の地域の火成活動史にも南部フォッサマ
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グナ－関東山地と類似のパターンが見られるはずである．

詳細は後日を期することにして，最後にその一端を垣間見

ておきたい．南部フォッサマグナ－関東山地と同じように

太平洋プレートの沈み込みによる火成活動が続いた地域の

なかでは，陸上の面積が最も広い東北日本弧に最も豊富な

情報が集積しているであろう．兼岡（1983a, b）は，当時ま
でに得られていた放射年代をヒストグラムにまとめて，

25-20 Ma, 17-7 Ma, 3-0Maに年代測定数の多いピークが認め
られることを指摘した．海底堆積物中の火山灰出現頻度

（藤岡，1983）から見た東北日本弧の火山活動の強弱と必
ずしも一致しない点については，マグマの組成や噴火形式

の反映であって，海底堆積物には主に激しい爆発を伴う酸

性火山活動が記録されていると解釈した．その後このよう

に年代データを総括した研究は見あたらないが，『日本の

地質2東北地方』の第9章「構造発達史の概要と諸問題」で
新第三紀～第四紀を担当した大槻（1998）が，東北地方の
構造発達史を6つのステージに分けて解説している．これ
らのうち日本海の拡大期以降のステージⅢ～Ⅵの火山活動

の特徴は，Ⅲ（20-14 Ma）：日本海の拡大に伴うバイモーダル
な火山活動と黒鉱鉱床の形成，Ⅳ（14-8 Ma）：火山活動の衰
退期，Ⅴ（8-2.5 Ma）：多数のカルデラの形成，Ⅵ（3-0 Ma）：現
世に続く火山活動，となる．海底堆積物中の火山灰から推定

された火山活動の16-15 MaのピークはステージⅢに，5-
2Maの活動期はステージⅤに対応することになる．
　このように，南部フォッサマグナ－関東山地の火成活動

に見られた茂来山期と本宿期には，東北地方でも活発な火

山活動が起こっていたらしい．詳細についてはさらに検討

を要するが，火成活動の消長が東北地方から南部フォッサ

マグナ地域まで同期していたようにみえる点は，成因は不

明であるが，やはり興味深い．近年は，島弧の“衝突”現象

から南部フォッサマグナの火成活動の消長を説明しようと

する傾向が見られるが，もっとグローバルな視点から見直

してみる必要があるのではなかろうか．

5．まとめと今後の課題

　丹沢トーナル岩複合岩体の西部を構成する石割山岩体に

つき，予察的に検討したK-Ar年代の結果を公表する機会
に，これまでに得られている年代データと併せて，南部

フォッサマグナ地域から関東山地に分布する火成岩体の時

空分布を概観してみた．その結果は以下のようにまとめら

れる．

1）石割山岩体について得られた7.4±0.4 MaのK-Ar黒雲母年
代は，道志川の南東側に広く露出する丹沢岩体主要部の

黒雲母が示す約5 MaのK-Ar年代より明らかに古く，むし
ろ北方の初狩に産する高川山安山岩体のK-Ar全岩年代
（7.3±0.4 Ma）に一致する．公表されたジルコンのU-Pb

年代データも合わせ考えると，鹿留川・菅野川・生出山

などの石英閃緑岩質小岩体も含めて，石割山岩体から高

川山岩体の至る丹沢山地北西部の岩体群は，丹沢岩体主

要部よりは古く8 Ma前後の火成活動で形成された可能
性が考えられる．

2）8 Maに近い年代は関東山地の三頭山岩体（7.5 Ma）や甲
府盆地北方の太良ヶ峠火山岩（7.9 Ma）についても得ら
れており，南部フォッサマグナ－関東山地の火成活動史

の中では，小さいながらもひとつのピークを構成してい

るらしい．

3）この地帯の中新世以降の火成活動は，時代とは無関係に
一様に起こったのではなく，活発な時期と比較的静穏な

時期が認められる．中期中新世の15-11 Ma頃（茂来山期）
と後期中新世末－前期鮮新世の6-3 Ma頃（本宿期）には
特に活発で，これらは環太平洋全域の火成活動の活発な

時期と同期しているように見える．

4）丹沢岩体主要部では，これまで様々な年代測定が試みら
れてきたが，近年報告されたジルコンのU-Pb年代は，閉
鎖温度の高い角閃石のK-Ar年代（11-10Ma）より大幅に
若く，黒雲母のK-Ar年代に対応する5-4Maに集中する．
もしジルコン年代がマグマの固結年代を記録し，角閃石

年代は過剰アルゴンの影響を受けて見かけ上古くなった

年代だとすると，丹沢岩体主要部は上記の本宿期の火成

活動で迸入したことになるだけでなく，通常の花崗岩体

では知られていないほど速く冷却したことになる．推定

される貫入時期が異なるにもかかわらず，現在の地表露

出が石割山岩体と一続きの様に見えるのも不思議であ

る．丹沢山地における石英閃緑岩－トーナル岩質貫入岩

体の貫入・冷却史を，Ar-Ar法による角閃石年代の検証も
含めてさらに詳しく検討することによって，この地域の

火成活動や構造発達史が解明されていくことを期待した

い．

謝辞：東京大学地震研究所名誉教授の松田時彦博士による

丁寧な査読は，本稿の改善に極めて有益であった．篤

くお礼申し上げます． 

＜註＞

註1）丹沢山地の中央部に広く露出する丹沢岩体は（図1, 2），
主に石英閃緑岩－トーナル岩からなり一部に斑糲岩を

伴う．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，トーナル岩複合岩体とか深
成複合岩体あるいは単にトーナル岩体などと表記され

ることが多い．ここでは基本的には丹沢トーナル岩複

合岩体という表記を用いるが，文脈によっては丹沢複

合岩体あるいは単に丹沢岩体などと表記することにす

る．滝田（1974）による熊木沢型・畦ヶ丸型・ユーシ
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ン型などの岩型区分はその後の研究でも踏襲されてお

り，本稿でもこの区分に従う．

註2）Kawano and Ueda（1966）の丹沢岩体のデータは，河野・
植田（1966）にも掲載されている．

註3）Saito et al.（1991）が，変質して黒雲母がほとんど残っ
ていない地蔵平周辺から年代測定試料を採取した理由

は不明である．15 Maを越える古い年代はこの付近か
ら得られている．貫入年代を7 Maとした理由も分か
りにくいが，8 Maを越える古い年代は過剰アルゴンに
起因するとして除外した角閃石年代のうち出現頻度が

高くかつ比較的古い年代を採用したとみられる．な

お，彼らのデータの中には，黒雲母が残存する試料の

黒雲母年代も4点含まれており，丹沢岩体主要部の3試
料は4.5-4.2 Ma，石割山岩体の1試料は8.4 Maとなって
いる．前者のうちの2試料は緑泥石が稀と記述されて
いるが，他の2試料には相当量の緑泥石が含まれてい
たらしい（彼らのtable 1）．彼らは7 Maよりも古い石割
山の8.4 Maは過剰アルゴンの影響によると解釈した．

註4）鮮新世最上部のGelasian期（2.588-1.81 Ma）が第四紀に
編入されて，第四紀の下限が1.81 Maから2.588 Maに改
訂されたことを指す（例えば，Gradstein et al., 2012参
照）．

註5）丹沢団体研究グループ（1973）は，石割山岩体のカリ
長石量を6.6%と報告している．一方，丹沢岩体主要部
のユーシン型のカリ長石はごく微量で（滝田，1974，
第2表参照），筆者らは丹沢岩体研究当時に年代測定用
カリ長石の鉱物分離を試みたが成功しなかった．

註6）ジルコンの閉鎖温度を750℃と仮定し，黒雲母とカリ
長石のK-Ar系閉鎖温度を約300℃ および約150℃ する
と（佐藤ほか，1986, 1989, 1990b），3種の鉱物の年代
データが年代－温度座標でほぼ直線上に並び，平均的

な冷却速度は約320℃/m.y.となる．

註7）ハワイのホットスポットの軌跡から推定される太平洋
プレートの進行方向や速度は，全体としては大きな変

化がなく，過去30 Ma以降約10cm/yで北西方向に移動
してきたとみられる（例えば，Condie, 2011, p.71）．

註8）富士川層群の時代は，しもべ期（約12-9 Ma）・身延期
（約9-5.5 Ma）・曙期（約5.5-2 Ma）に3区分され（松
田，2007の図4），主に中－上部に安山岩質火砕岩層が
産するが，曙期初期の 5 Ma頃の烏森山火砕岩層の分
布が圧倒的に大きい（松田，1958, 2007）．火砕岩類は

富士川西岸の山地に発達しており，この付近に火山活

動の中心があったと推定される（松田，1961）．なお，
松田（1961）では，身延期に相当する相又期を設け，
烏森山火砕岩層は礫岩を主とする最上位の曙累層から

切り離して相又累層に含めている．

 
註9）関東山地と御坂地塊が13 Maよりも前に接合した可能

性も否定しきれない．しかし，例えば15 Maに接合し
たとすると，関東山地の側から供給された砕屑物が西

八代層群中に挟まれるといった産状が見られてもよい

と思われるのであるが，そのような証拠は知られてい

ないので，ここでは13 Maとした．この議論は微妙で
あって，関東山地の側が大量の砕屑物を供給できる山

地になっており，しかも御坂地塊の側まで砕屑物を運

搬できる地形的条件が整っていたのかどうか，あるい

は化石の乏しい西八代層群の時代判定に改訂の余地は

ないのかどうかなど，今後の検証が求められる．な

お，赤石山地起源の礫が富士川層群に出現し始めるの

は最上部の曙期になってからであって，赤石山地が山

脈と言えるほどの山地になったのは第四紀になってか

らである（例えば，松田，1984）．また，丹沢山地につ
いても，「南方から移動してきた地塊が6-4 Maの頃に
衝突した」という説（例えば，Niitsuma and Akiba, 1985；
天野ほか，2007）には否定的な古生物学的証拠がある
（佐藤，2013a）．14-10 Ma頃に生息していた寒流系の
貝化石Chlamys kaneharaiが丹沢層群上部に産すること
から，遅くとも10 Ma頃にはすでに丹沢地塊はほぼ現
在の位置にあったと考えられる（鎮西・松島，1987；
鎮西，1991）．丹沢層群の上限が12 Maであるとすれば
（図4），丹沢地塊が現在地に来たのは12 Ma頃よりも
前ということになるだろう．御坂山地と丹沢山地の間

に顕著な構造境界が知られていないのも上記衝突説に

は都合が悪い．

註10）Episodicityやsynchronismというキーワードで文献
データベースを検索しても，1990年代以降には該当す
る文献が余り見つからなかった．研究の進展で蓄積さ

れた膨大な情報を解析するのは容易ではなく，かえっ

て広域対比が難しくなったというような側面はなかっ

たろうか．北米コルディレラの新生代火成活動に関し

ては，ridge subductionやslab windowといった沈み込む
プレートの性状に原因を求める研究が主流となってい

るらしい（例えば，Madsen et al., 2006）．

註11）例えば，Rea and Scheidegger（1979）はハワイ海山列
のマグマ生産量が15-13 Ma, 11-10Ma, 6-4 Ma, 1-0 Maに
増大したことを図で明示していた．しかし，奇妙なこ

とに，これらの論文がWessel and Kroenke（2007）や
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Mjelde et al.（2010）に引用文献として取り上げられて
いない．

註12）Mjelde et al.（2010）は，火成活動の“パルス”の定義につ
いて，We define magmatic pulses as periods with magmatic

　　productivity at least 50% higher than the background value 
for a specific hotspot. と記述し，年代データが3 Ma以下
しか違わないものはそれらの平均値を採用したとして

いる．したがって，図4のヒストグラムは1 Ma刻みに
なっているが，3 Ma程度以上の分解能はなく，“パル
ス”の数え方によってはヒストグラムのパターンも変

わってくる可能性があるだろう．
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