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原著論文

甲府盆地周辺の花崗岩体の年代と
南部フォッサマグナ地域の構造発達史における意義
佐藤興平１・柴田

賢２・内海

茂３

１

気象庁 気象大学校：〒277-0852 千葉県柏市旭町 7-4-81
元地質調査所：〒470-0232 愛知県みよし市黒笹いずみ 2-16-18
３
元地質調査所：2012年8月死去

２

要旨：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，日本列島の中でも特異な変動史
が記録されている．この地域の新第三紀－第四紀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斂していったという活動史が浮かび上がってくる．特に
中期中新世の活動は大規模な花崗岩体を形成しており，それらの活動と島弧の接合という変動の関係に興味が
持たれる．ここでは，甲府盆地周辺の花崗岩体を中心に，未公表になっていたK-Ar年代データを公表し，筆
者らの既存データと合わせて，この地域の火成活動史を検証するとともに，島弧接合の時期について考察した．
その結果，甲府盆地周辺の甲府岩体主要部と甲斐駒ヶ岳岩体は14-12Ma頃の「茂来山期」に，甲府岩体中央部
の小烏岩体と富士川地域の下部岩体は5 Ma頃の「本宿期」に形成されたことが確認された．円井岩体はこれ
らとは別に，前期中新世に形成された可能性が考えられるが，詳細については高精度の年代値を求めて検証す
る必要がある．丹沢岩体について得られた3.9±0.1 Maの黒雲母年代は，筆者らの従来のデータと調和的である．
甲府岩体は本州弧と伊豆－小笠原弧の地塊にまたがって迸入しており，その年代データは2つの島弧の接合が
14-12Maの頃かその少し前に起こったことを示す．
キーワード：南部フォッサマグナ，関東山地，本州弧，伊豆－小笠原弧，島弧接合部，巨摩，
御坂，丹沢，地塊，花崗岩体，甲府，甲斐駒ヶ岳，円井，下部，K-Ar 年代

K-Ar ages of granitoids around the Kofu Basin: some constraints for the tectonic history
of the South Fossa Magna region, an island-arc junction, central Japan
1

2

3

SATO Kohei, SHIBATA Ken and UCHIUMI Shigeru
1

Meteorological College, Japan Meteorological Agency: Asahi 7-4-81, Kashiwa, Chiba 277-0852, Japan
2
formerly Geological Survey of Japan: Kurozasa-Izumi 2-16-18, Miyoshi, Aichi 470-0232, Japan
3
formerly Geological Survey of Japan: died in August, 2012

Abstract： South Fossa Magna region, an island-arc junction in central Japan, has a unique tectonic history of the
Japanese Islands. Neogene to Quaternary igneous rocks in this region show a characteristic distribution in time and space.
Igneous activity was extensive in two major episodes: ca.14-12Ma (Moraisan stage) and ca.6-4Ma (Motojuku stage),
and the activity retreated to the present volcanic front around 2 Ma. The Middle Miocene activity formed large granitoid
plutons around the Kofu Basin, and their ages appear to provide constraints for the time of island-arc collision. Here, we
report unpublished K-Ar age data mainly for the granitoid plutons around the Kofu Basin. It is concluded that early stage
plutons of the Kofu complex and Kaikomagatake pluton were emplaced around 14-12Ma in the Moraisan stage, while the
late stage Kogarasu pluton within the Kofu complex and the Shimobe pluton in the Fujikawa area were emplaced around
5Ma in the Motojuku stage. Additional dating for biotite from the northern Tanzawa pluton gave 3.9∓0.1 Ma, which was
consistent with our previous data. Age data for the Kofu complex which was emplaced in the blocks of the Honshu-arc
and Izu-Ogasawara arc indicate that the two arcs joined at ca.14-12 Ma or in slightly earlier time.
Key Words： Fossa Magna, Kanto Mountains, Honshu arc, Izu-Ogasawara arc, island-arc junction, Koma, Misaka,
Tanzawa, block, granitoid pluton, Kofu, Kaikomagatake, Tsuburai, Shimobe, K-Ar age
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1．はじめに
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要な手掛かりを与えると期待される（佐藤，2013, 2014）
．
甲府岩体については，帯磁率・化学組成および同位体組

南部フォッサマグナ地域は，本州弧と伊豆－小笠原弧の

成の概略を既に公表してあるが（佐藤・石原，1983；Sato

接合部という日本列島の中では特異な場所である．南部

and Shibata, 1986, 1988; 佐藤・柴田，1987; Sato, 1991；佐藤

フォッサマグナ西側の赤石山地と北側の関東山地の地質構

ほか，1992），それらの基となった個別データの公表や成

造がカタカナのハの字の様に著しく異なる方向を見せるこ

因的な考察は十分とは言い難い．今回は年代データの公表

とは，日本の地質学の黎明期から注目され（例えば，日本

に留め，他の未公表データについては，その後の研究の進

地質学会，1993, p.4-8）
，2 つの島弧の接合と関係してでき

展も加味しながら，稿を改めて報告したい．

た屈曲構造だろうと推定されてきた．1980 年代までには
野外調査が進み，伊豆－小笠原弧の地塊の衝突で現在み

2．南部フォッサマグナ地域の地質の概略と

られる地質構造の基本ができたとして衝突時期に関する

花崗岩質岩体

様々な提案もなされた（例えば，松田，1989）
．しかし，2

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

つの島弧がいつどのようにして接合したのかについては，

質岩体の分布を図 1 に，甲府盆地周辺の地質の概略を図 2

誰もが受け入れられるような変動像が確立しているわけ

に示した．

ではない．接合の時期についても，松田（1989）と同様

1）甲府盆地周辺域

に，筆者らは巨摩・御坂・丹沢の各山地を構成する地塊群

甲府盆地周辺域の基盤地質は，
（1）赤石山地や関東山地

は 13Ma 頃までには本州弧と接合していたと考えているが

を構成する四万十帯の白亜紀－古第三紀付加体と（2）巨

（佐藤・柴田，1987; Sato and Shibata, 1988; Sato, 1991; 佐藤，

摩山地や御坂山地を構成する前期－中期中新世の海底火山

2013, 2014）
， 丹 沢 山 地 の 地 塊 は 5Ma 前 後 に 衝 突 し て き

岩類を主とする巨摩層群や西八代層群に 2 分される．（1）

たとする見解も多い（例えば，Niitsuma and Akiba, 1985；

の四万十帯は日本海拡大前の日本列島が東アジア東縁部に

Amano, 1991）
．巨摩・御坂・丹沢の地塊群は，主に前期－

位置していた頃に形成された付加体からなり，大陸起源の

中期中新世の海底火山岩類からなるが，それより古い地層

砕屑物を主とする堆積岩質地殻の一部である．
（2）の巨摩

は露出しておらず（例えば，松田，2007；佐藤，2013 の

山地や御坂山地の基盤地質は現在の伊豆－小笠原弧の北

図 3），現在の伊豆－小笠原弧の北方延長部にあったと推

方に位置した島弧の一部と考えられ，一部には泥岩層も挟

定される島弧の中での位置関係なども明確になっているわ

まれるが本州弧起源と見なされる粗粒砕屑物は少なく（註

けではない．火山岩類の変質や産出化石の乏しさに加え，

1），安山岩－玄武岩質火山岩類を主とした火成岩質地殻の

複雑な地質構造が解析を難しくしているものと思われる

性質をもつと推定される．ただし，これら海底火山岩層の

（佐藤，2013）
．
この南部フォッサマグナから関東山地にかけた地域の中
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．

下位の地層は露出しておらず，これらがどのような地質体
の上に噴出したのかは分かっていない（松田，2007；佐藤，
2013）．
上記の（1）と（2）という著しく異なる性格を持つ地殻

中期中新世の 15-11 Ma 頃（茂来山期）と後期中新世末－

の現在の地表境界は，糸魚川－静岡構造線と藤野木－愛川

前期鮮新世の 6-4 Ma 頃（本宿期）には特に活発で，これ

構造線である（図 1, 2）．それぞれが西あるいは北に傾く

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

逆断層で，一部は活断層とされ（活断層研究会，1991）
，

るようにも見える（佐藤，2014）
．このような火成活動変

上盤側がより高い山地となっている．

遷のパターンを更に詳しく検証する必要があり，その原因

中期中新世になって，甲府盆地の周辺に大規模な花崗岩

を考察することも重要である．ここでは，甲府盆地周辺の

体が形成された．これらは関東山地北西部の基準で言えば

花崗岩類について年代を検討しながら未公表になっていた

「茂来山期」の火成活動によるものである（佐藤，2014）
．

データを公表して記録に残すと共に，筆者らの既発表デー

甲府盆地周辺の山地には甲府岩体が全体としては半円形の

タと合わせて上記の島弧接合時期の問題にも言及してみた

露出をなし，盆地西方の甲斐駒ヶ岳や鳳凰山周辺の高所に

い．特に甲府岩体は，南部フォッサマグナ地域で最大の花

も南北に延びた大岩体が露出している（図 2）
．甲府岩体

崗岩体であり（佐藤ほか，1992）
，その南部が御坂・丹沢

は Kato（1968）によって岩相区分がなされ，11 の型に細

の両山地と関東山地を隔てる構造境界である藤野木－愛川

分された．彼の黒金型（ここでは小烏岩体）も含めて，全

構造線を切る形で迸入しているため，接合時期の議論に重

体としては甲府複合岩体とも称すべきなのだが（英文要旨
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では Kofu complex と表記）
，佐藤・石原（1983）と同様に，

に火山深成複合岩体の貫入相として 5-4Ma 頃に形成され

本稿では前期の岩体主要部を（1）瑞牆－昇仙峡岩体，
（2）

たもので（柴田ほか，1984），噴出相は徳和岩体を不整合

徳和岩体，および（3）芦川岩体と 3 大別し，全体を表記

に被っている（三村ほか，1984）
．

する時は「甲府岩体」と略記することにする．
（1）は花崗

甲府岩体は全域について帯磁率が測定され（註 2），（1）

岩質，（3）はト－ナル岩質で，それぞれ Kato（1968）の

の瑞牆－昇仙峡岩体はすべて還元型，
（3）の芦川岩体は全

区分を踏襲したが，その他の花崗閃緑岩質岩体群は徳和岩

て酸化型からなるのに対して，
（2）の徳和岩体は主に酸

体（2）として一括した．後期の小烏岩体は，後述のよう

化型からなり四万十帯との接触部が還元型からなること
が判明している（佐藤・石原，1983; Sato and Shibata, 1986,
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形成されたものとみられ，酸化型・還元型の分布は Kato

佐久盆地

（1968）の岩相区分とは独立であるが，徳和岩体最南端で

Mj

富岡

中新

芦川岩体と近接する部分（金川型・藤野木型）は酸化型
に属する．甲府盆地周辺部で還元型花崗岩が産するのは

世－

Tz

鮮新

Mr

世の

四万十帯に迸入した岩体だけであり，甲斐駒ヶ岳岩体も主

Om

に還元型からなり（佐藤ほか，1989），西南日本の四万十

関東山地

帯に迸入した中新世花崗岩体は全て還元型からなる（佐藤

フロ

Cb

火山

八ヶ岳

ント

ほか，1992）．一方で，中新世の火山岩類を主とする西八

山梨県
現
在
の
火

Kk

代層群や巨摩層群に迸入した芦川岩体や以下に述べる円井

Kf
山

岩体は全て酸化型からなり，丹沢層群に迸入した丹沢岩体

フ
ロ
ン

Mt

ト

藤野木－愛川

甲府盆地

巨摩山地

図２

にも還元型は知られていない（佐藤ほか，
1986, 1992；佐藤，
東京都

構造

線

初狩
神奈川県

84091004

御坂山地
Tn
富士川谷

赤石山地

糸魚川 静
- 岡 構 造線

Sb

丹沢山地

88102701

富士山

一連の岩体とみられる．山梨県地質図では西側の巨摩層群

記述されている（山梨県地質図編纂委員会，1970，p.65）．
岩体の東側は衝上断層で段丘堆積物に乗り上げており（大
塚，1941），確実度の高い B 級活断層と認定されている（下
円井断層；活断層研究会，1991）．筆者らがこの岩体を調

駿河湾

km

なす小岩体である（図 2）．途中で露出が途切れているが，

解説書では一部で貫入関係と接触変成の証拠がみられたと

Sn
箱根山

20

円井岩体は韮崎西方の山裾に南北に長く延びた露出を

下部の櫛形山累層との境界は断層として描かれているが，

神縄断層

相模湾

0

2013, 2014）．

伊豆半島

中新世－鮮新世
火山岩類

白亜紀－古第三紀付加体
（四万十帯）

中新世－鮮新世
貫入岩類

ジュラ紀－白亜紀付加体・変成岩
（秩父帯・三波川帯）

図１．南部フォッサマグナ地域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 し た（ 佐 藤，
2014）．火山フロントの位置は（佐藤，2011, 2012, 2013; 佐藤・石原，
2011）を踏襲したが，第四紀下限の改訂（1.81Ma から 2.59Ma へ）
に合わせて，本稿では「第四紀火山フロント」を「現在の火山フロ
ント」に変更した．中新世－鮮新世の火山フロントは，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，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．

査した範囲では，割れ目が多くて変質も進んでおり，帯磁
率のばらつきも大きかったが，基本的には酸化型に属する
とみられる．主成分組成は西方に露出する甲斐駒ヶ岳岩体
とは全く異なり，むしろ丹沢岩体に似た低い K/Na 比で特
徴付けられる（図 3）．従って，芦川岩体の例も含めると，
巨摩・西八代・丹沢などの地塊に迸入した花崗岩類は低い
K/Na 比と酸化的な条件で特徴付けられることになる．円
井岩体については年代測定に好適な試料は得られなかった
が，
変質の少ない 1 試料につき予察的な年代測定を試みた．
後述のように，今回得られた K-Ar 角閃石年代 17.9±2.8Ma
は誤差が大きいので確言できないが、円井岩体は甲府岩体
や甲斐駒ヶ岳岩体にいくぶん先行して迸入した可能性も考
えられる．
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Ti:円井岩体

後期中新世－鮮新世
砕屑岩類（岩殿山礫岩など）

後期中新世－鮮新世
火山岩類（太良が峠 (7.9Ma)，
小楢山 (6.1-4.5Ma)）

鮮新世花崗岩類
（Kg:小烏岩体）

前期更新世火山岩類
（水ヶ森火山岩 (2.4, 1.7Ma)）

沖積層・段丘堆積物
更新世火山岩類
（茅ヶ岳 (0.2Ma)，黒富士 (1-0.5Ma)，
飯盛山 (1.4Ma)）

図２．甲府盆地周辺の地質概略図．
5 万分の 1 地質図「甲府」
（片田，1956）と「御岳昇仙峡」
（三村ほか，
1984），佐藤ほか（1989），Sato(1991) および 20 万分の 1 地質図（尾崎ほか，2002）を参照・簡略化．三ツ峠山の北東部は佐藤（2013 の図 2）
を踏襲（Tt: 鶴ヶ鳥屋山岩体，約 10 Ma; 石田，1989）．甲府岩体中の白い鎖線は瑞牆－昇仙峡岩体（Kf(m)）・徳和岩体（Kf(t)）・芦川岩体（Kf(a)）の境界を示す．本研究の測定結果に加え，筆者らによる
これまでの花崗岩類の K-Ar 年代データと試料の採取地点も図示した（柴田ほか，1984；佐藤ほか，1989；内海ほか , 1990）．同一試料について異なる鉱物の年代が得られている場合には，黒雲母年代を
示してある．笛吹川河床の MD-189 は，徳和岩体を貫き小楢山火山岩に被われる岩脈状複合岩体である（柴田ほか，1984）．甲府盆地北方の火山岩類の年代データは（柴田ほか，1984；三村ほか，1994），
簡略化のため凡例に示した．飯盛山の年代は兼岡ほか（1993a）による．
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甲府盆地周辺の花崗岩体の年代と南部フォッサマグナ地域の構造発達史における意義

中新世最末期から鮮新世にかけて，南部フォッサマグナ

徳和岩体（Rd）
徳和岩体（Ox）

た．これは関東山地北西部の「本宿期」の火成活動に対応

芦川岩体（Ox）

する（佐藤，2014）
．甲府盆地の北側ではすでに徳和岩体

小烏岩体（Ox）

などが地表に出現しており，その上を安山岩－デイサイト

甲斐駒ヶ岳岩体（Rd）
甲斐駒ヶ岳岩体（Ox）

質の溶結凝灰岩などが被い，それを貫いて同源とみられる
小烏岩体が迸入して火山深成複合岩体ができた
（三村ほか，

K2O

瑞牆－昇仙峡岩体（Rd）

地域には「茂来山期」に次ぐ花崗岩活動のピークがあっ

円井岩体（Ox）
Rd: 還元型；Ox: 酸化型

nd

北系安山岩脈（峡東岩脈群）が産し，10 個の試料につい
岡ほか，1993b）
．これも主に「本宿期」の火成活動ででき
たものと言えよう．甲府盆地南方の下部付近では，西八代
層群や富士川層群を貫いて小規模な下部岩体が迸入した

詳しい調査が行われてきた．丹沢岩体が迸入した丹沢層
群は，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重なる地層群であり，全層厚は
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，1999; 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

日本の花崗岩の
平均化学組成
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しもべ

巨摩・御坂・丹沢の各山地のなかでも丹沢山地では最も
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o
an

e
rit

ite
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て 8-3Ma（平均 5.2Ma）の K-Ar 年代が求められている（兼

2）丹沢山地

西南日本外帯の
中新世花崗岩

四万十帯の
堆積岩類

1984; 柴田ほか，1984）
．塩山東方の徳和岩体には多数の南

（図 1）．
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Tanzawa (Qd-Tn)

CaO

lite

a
Ton

d

tren

西八代層群・丹沢層群の火山岩類

Na2O

図３．甲府盆地周辺の花崗岩類の CaO-Na2O-K2O 重量比．
甲府盆地周辺の花崗岩体の主成分組成を岩体と岩型を区分して図
示した．白抜き記号は還元型，黒い記号は酸化型で，両岩型の区分
は帯磁率による（佐藤・石原，1983；佐藤ほか，1992；佐藤，2003；
Sato, 2012）．Sato (1991）を簡略化し，斑糲岩や苦鉄質包有物のデー
タは除外してある．Tanzawa (Qd-Tn) の鎖線は丹沢岩体の石英閃緑岩
－トーナル岩の組成範囲を示す．Granodiorite-Granite trend と Tonalite
trend は佐藤（2014 の図 3）による．還元型の花崗岩類は四万十帯に
迸入した岩体にのみ産するのに対して（西南日本外帯の中新世花崗
岩類も全て還元型），丹沢・芦川・円井岩体など丹沢層群や西八代層
群などの中新世火山岩層に迸入した岩体は全て酸化型からなり，K/
Na 比が低いという共通性をもつことに注意．

かなり異なる（佐藤，2013 の図 3）
．丹沢層群は丹沢岩体

1974）．これらは全て酸化型に属し，既述のように，還元

を中心としたドーム状構造をなし，周辺部に向かって上

型に相当するような低い帯磁率を持つ岩石は見出されてい

部の地層が分布する（見上，1955; Seki et al., 1969; 杉山，

ない（佐藤ほか，
1986, 1992; 佐藤，2014）．

1976; 松田，1986, 1991）
．下部の地層は丹沢岩体周辺部に

筆者らは，この岩体の黒雲母の K-Ar 年代だけでなく角

分布して南縁部は結晶片岩となっており，それらが丹沢岩

閃石の K-Ar 年代やアパタイトのフィション・トラック年

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

代も測定し，鉱物年代の閉鎖温度の違いに注目して，岩体

現れていない（杉山，1976）
．このため丹沢層群の下限は

の貫入・冷却史を検討したことがある（佐藤ほか，1986；

不明であり，本稿の冒頭でも触れたように，丹沢層群がど

佐藤ほか，1990）．当時は黒雲母の年代（5.1-4.6Ma）と角

のような地質体の上に堆積したのかは分かっていない．

閃石の年代（11-10Ma）から冷却速度を求め，丹沢層群の

丹沢岩体は上記のドーム状構造の中心部に東西に延び

時代も合わせ考えて，丹沢岩体の迸入時期を中期中新世の

た形で露出する（図 1）
．岩体の分布域は丹沢山地の中で

前半と推定した．しかし，その後の年代学的検討結果とく

も比較的標高の高い地域にあり（佐藤，2014 の図 2），現

にジルコンの U-Pb 年代は，道志川南東部の岩体主要部は

在も隆起が続いて急峻な山岳地形が維持されているらし

5Ma 前後に，西部の石割山岩体は 9-8Ma 頃に迸入したこ

い．岩体主要部の露出規模は東西約 25km であるが，西端

とを示唆しており，角閃石について得られていた古い年代

部は富士火山の噴出物に被われていて実際の岩体規模は定

の検証や 3-4Ma も年代が異なる岩体が一続きの岩体とし

かではない．石割山西方の忍野村忍野八海の南西約 1.5km

て連続する産状の解釈など，
今後の課題も残されている（佐

付近の桂川河岸にもトーナル岩の小露頭があり，これも

藤，2014）．

含めると丹沢岩体の東西総延長は 30km を越えることにな

丹沢山地の北縁には後期中新世－鮮新世の粗粒砕屑物か

る（佐藤，2014）
．この岩体は石英閃緑岩－トーナル岩質

らなる西桂層群が狭長な分布をなす（佐藤，2013, 2014）
．

の複合岩体とされ（図 3）
，一部には斑糲岩を伴う（滝田，

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

佐藤興平・柴田
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で，下部は関東山地から上部は関東・丹沢両山地からの砕

含めて周辺の花崗岩類は測定した限り全て 0.5⊗10-3SI を下

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

まわる低い帯磁率を示した．測定に用いた試料は中粒の

している地質体と言える．化石の証拠が乏しく，堆積時期

黒雲母花崗岩で（SiO2=76wt.%），鏡下の観察では黒雲母

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

（0.2-2mm）の 1/4 程度が緑泥石化していたが（註 4），こ

山岩体の K-Ar 年代を手掛かりに，西桂層群中部の岩殿山

の付近では最適と判断してこの試料を測定対象に選んだ．

礫岩層は 7.5 Ma 前後に堆積した後期中新世の地層である

得られた黒雲母年代は 14.1±0.5Ma となり（表 1），大気 Ar

ことがほぼ確かとなった（佐藤，2013）
．この結果は，西

の混入率も低いので信頼度の高い年代とみてよいだろう．

桂層群が堆積を始めた約 7.5 Ma よりも少し前には，丹沢

この年代は筆者らが得ている瑞牆－昇仙峡岩体の黒雲母

地塊が関東山地から礫を受け入れる位置にあったことを意

年代では最も古い年代値であって，周囲に後の火成活動の

味しており，南方からやってきた丹沢地塊が 5-4 Ma 頃に

証拠が知られていないことも合わせ考えると，この岩体が

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

14Ma かそれ以前に迸入固結したことがほぼ確定されたと

藤，2013）
．岩殿山礫岩層とほぼ同時代の後期中新世の礫

言えよう．また，この年代値は，西南日本外帯に産する中

岩層が富士川層群に発達する（松田，1961, 1984, 2007；佐

新世の還元型花崗岩体の黒雲母年代に等しいことが注目さ

藤，2013 の図 3）
．隆起して既に海面上に現れていた関東

れる（柴田，1978; 佐藤ほか，1992）．

山地から，丹沢山地北西縁部の西桂の海を経て，現在の富

KG-434：この試料は，昇仙峡を流れる荒川とその支流

士川付近の海へと礫や砂が流れ込んでいたらしい
（例えば，

の高成川の合流点の北東約 150m 地点の高成町に至る道路

松田，1984, 2007；佐藤，2013）
．赤石山地が礫を供給でき

脇で採取したものである．これは瑞牆－昇仙峡岩体南部で

るような山地になったのは第四紀になってからである（松

は典型的な低帯磁率で粗粒の黒雲母花崗岩で，露頭の帯磁

田，1984）
．

率も 0.1×10-3SI 以下という極めて低い値を示した．鏡下の

上述のような礫岩類の産状や分布，寒流系を示す貝化石

観察では黒雲母（0.5-3mm）の緑泥石化はごくわずかであっ

の証拠（鎮西・松島，1987; 鎮西，1991）
，丹沢層群と西八

た．得られた黒雲母年代は 10.3±0.3Ma となり（表 1），北

代層群に明瞭な構造境界が見出されないこと，および甲府

西約 2.5km 地点の亀沢川上流で四万十帯と接する岩体北西

岩体の年代（佐藤ほか，1992）などを考慮して，
佐藤（2013）

縁部で得られた 13.0±0.3Ma（MTG-1; 柴田ほか，1984）よ

では御坂・丹沢両山地の地塊は中期中新世の 14-12Ma よ

りも 3Ma も若い．両者は一続きの岩体から採取され岩相

り少し前には本州弧と接合していたと推定した（註 3）．

も良く似た試料なので，
貫入時期が異なるとは考えにくい．
ただし，ここで得られた若い年代が岩体中心部の徐冷によ
るのか，それとも後の火成活動や風化などに起因する 2 次

3．年代測定の試料と結果

的な若返りによるのか，
このデータだけでは判断が難しい．

ここで報告する年代測定用試料につき，岩体ごとに採取

鏡下で見られる黒雲母の劈開の状態からは風化の影響が考

地点や岩質を記述し，測定結果とその評価を述べる．甲府

えられるが，この付近から塩山にかけた地域には，後期中

盆地周辺の試料の採取地点と年代測定の結果を図 2 に示し

新世－鮮新世の火山活動に加えて，更新世の火山活動も生

た．下部・丹沢両岩体の試料位置は図 1 に示してある．試

じているので（図 2）
，貫入年代の詳細については更に検

料の記述にあたっては，
全岩分析を実施した場合は（

討が必要である．

）

内に SiO2 含有量を示し（小数以下は四捨五入）
，帯磁率を
測定した場合は切断面か露頭なのかを明記して可能な限り

b）徳和岩体

測定値を示す．岩石から鉱物を分離して測定試料を調製す

KG-689：この試料は山梨市西の西川上流の石切場で採

る手法や年代測定の諸条件はこれまでの報告と同様である

取したものである．試料は中粒の黒雲母角閃石花崗閃緑岩

（例えば，佐藤ほか，1986, 1989, 1990）．測定結果は表 1 に

で，帯磁率は現地に残る石材の測定で 20-26×10-3SI であっ

まとめて示した．年代計算に用いた定数は表の下に記して

た．径 5-20cm 苦鉄質包有物が目立ち，一部にはアプライ

ある．

ト脈も認められた．鏡下の観察では黒雲母（0.2-2mm）よ

1）甲府岩体

り角閃石（0.2-3mm）が多く，黒雲母の 1/4 位には緑泥石

a）瑞牆－昇仙峡岩体

化が認められた．磁鉄鉱（<0.5mm）は主に角閃石と黒雲

KG-585：この試料の採取地は瑞牆山南西約 1.5km の林

母中かそれらに伴って産する．この試料については黒雲

道で，瑞牆山荘の北東約 500m の地点である．この露頭を

母の年代を求めた．その理由は，小烏岩体との位置関係
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が似た試料について得られている黒雲母年代（TK-4, 10.1±

角閃石黒雲母花崗閃緑岩で，同じ場所で採取した同質の試

0.3Ma; 柴田ほか，1984）と比較するためであった（図 2）．

料 KG-619（SiO2=66wt.%）の平滑な切断面で測定した帯

得られた年代は 11.8±0.4Ma となり（表 1）
，上記の既存年

磁率は 1.0×10-3SI であった．鏡下では，角閃石（0.2-3mm）

代より有意に古い結果となった．地表での位置関係をよく

も黒雲母（0.1-2mm）も新鮮で，別の試料ではあるが既に

見ると，この試料の方がいくぶんか小烏岩体に近く，小烏

黒雲母年代は得られていたので（80KO99，12.1±0.4Ma; 内

岩体までの距離に応じて年代が若くなっているわけではな

海ほか，1990），角閃石とカリ長石を追加測定した．得ら

いことが分かった．共存する他の鉱物についても高精度の

れた年代は，それぞれ 10.1±0.9Ma および 11.1±0.4Ma とな

年代を求めておけば，小烏岩体の熱的影響についてもう少

り（表 1），角閃石が黒雲母よりも若いという閉鎖温度か

し的確な評価ができたかもしれない．後述のように甲府岩

らの予測とは逆の順序となった．角閃石・黒雲母・カリ長

体中心部の年代分布の原因については更に詳しい検討が必

石の閉鎖温度をそれぞれ 510±25℃・300±50℃・150±30℃

要と思われる．

とし（例えば，佐藤ほか，1989），年代－温度座標で直線

KG-697：この試料は笛吹川支流の琴川に沿うルートで

的な冷却史を経たとすると，カリ長石と黒雲母の年代が正

小烏岩体に最も近い露頭から採取したものである（図 2）．

しければ角閃石年代としては 13.5Ma 程度の年代が期待さ

この地点は大烏山の南南西約 1.3km に位置する．試料は中

れるのであるが，期待値よりも 3Ma ほども若い年代が得

粒の黒雲母角閃石花崗閃緑岩で，長さ 1cm 近い自形の角

られたことになる．この原因は今のところ分からず，2 回

-3

閃石が目立つ．採取地点の露頭の帯磁率は 21-24×10 SI で

の測定の差異と誤差がやや大きいので，角閃石年代につい

あった．鏡下では黒雲母の 1/5 程度は緑泥石化しているが，

ては更に検討すべきと思われるが，ここでは参考値として

角閃石は概ね新鮮であった，磁鉄鉱（<0.5mm）は主に角

報告しておく．

閃石と黒雲母に含まれるかそれらに伴って産する．この試
料については新鮮で鉱物分離も容易であった角閃石を測定

c）芦川岩体

し，7.4±1.8Ma を得た．徳和岩体について筆者らがこれま

KG-466：この試料は芦川村中芦川から甲府盆地に抜け

でに得ている黒雲母年代は本報告も含めても 13-10Ma の

る林道の黒坂峠北西 300m 付近で採取したものである（図

範囲にあるが（図 2）
，この角閃石年代はその黒雲母年代

2）．この付近では芦川岩体の典型的な岩相が見られる．芦

よりも若く，むしろ笛吹川河床で徳和岩体を貫く「川浦複

川岩体は全体に変質が及んでいて K-Ar 年代の測定に好適

合岩体」の黒雲母年代（図 2 の MD-189, 6.7±1.8Ma）に近

な試料を見出すのが難しかったが，道路脇の露頭を丹念に

い．長柱状の角閃石結晶の目立つこの試料は，Kato（1968）

探して，ようやくこの地点で黒雲母が残る比較的新鮮な試

の塩平型に区分され，本稿の徳和岩体の大部分を占める広

料を採取することができた．表に示した KG-748 は角閃石

瀬型とは漸移関係にあるとされる．5 万分の 1 地質図「御

測定のために追加採取したもので，同一岩塊の試料と見な

岳昇仙峡」
（三村ほか，1984）でも，この付近に徳和岩体

してよい．

を貫く別の岩体が識別されているわけではない．これら既

この試料はやや斑状の中粒角閃石黒雲母トーナル岩で

存の記載からは，この試料付近だけが新期の岩体とは考え

（SiO2=74wt.%），鏡下では斜長石と石英斑晶の間に石英の

にくく，やはり小烏岩体を形成した火成活動の熱的影響を

文象斑岩様組織が見られた．帯磁率は平滑な切断面の測定

受けたものと解さざるを得ない．しかし，検討したのは 1

で 18.0×10-3SI で，磁鉄鉱（<0.5mm）は角閃石や黒雲母に

試料だけで測定も予察的な 1 回だけなので，断定的な結論

伴うことが多いが，斜長石や石英の粒間にも散在する．角

は控え，参考値として報告しておきたいと思う．小烏岩体

閃石（0.1-1mm）も黒雲母（0.1-2mm）も変質は弱く，例

を含む新期火成活動の熱的影響を描き出すためには，カリ

えば黒雲母の緑泥石化は 1/10 以下と見積もられた．年代

長石の K-Ar 年代あるいはジルコンやアパタイトのフィッ

測定の結果は，黒雲母が 11.9±0.5Ma，角閃石が 12.4±2.0Ma

ション・トラック年代など，閉鎖温度の低い鉱物年代に着

となった（表 1）．黒雲母については信頼度が高いと見な

目してその空間分布を検討する方が有効であろう．

され，芦川岩体が 12Ma 頃かそれ以前に迸入したことが確

KG-754：この試料は大和村初鹿野の初鹿野駅の北約

認されたと言えよう．しかし，角閃石については 2 回の測

500m にある徳波沢の石切場で採取したものである（図 2）
．

定の差異と誤差が大きく，本来ならば再測定を繰り返すべ

ここでは還元型花崗閃緑岩に少量含まれる磁硫鉄鉱が原因

き所であるが参考値として掲げておく．平均値としては黒

となって錆が発生することから，調査当時は和風庭園の灯

雲母年代に近い年代となった．芦川岩体と徳和岩体南部の

籠などに加工される石材が採掘されていた．岩相は中粒の

年代については，島弧会合部の構造発達史の議論に重要な
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表１．南部フォッサマグナ地域の花崗岩類の K-Ar 年代．
Table 1, K-Ar ages of granitoids from the South Fossa Magna region, central Japan.

ので，考察の項で再度取り上げたい．

れは筆者らが検討した甲府盆地周辺の花崗岩質岩体では最
も古い年代であり，誤差が大きいため断定しにくいが，甲

2）円井岩体

府岩体や甲斐駒ヶ岳岩体にいくぶん先行して迸入した可能

KG-398：この試料は韮崎西方の甘利沢上流に露出する

性がある．貫入された巨摩層群の時代（中新世初期，
小坂・

岩体西縁部で採取したものである（図 2）
．この岩体は割

角田，1969）も考慮すると，円井岩体が中新世前期－中期

れ目が多く変質も進んでいて帯磁率も変化に富み，年代測

に形成されたことは間違いないと思われるが，2 次的な変

定に好適な試料は得られなかったが，最も変質の弱いもの

質の影響を受けにくい他の測定手法も併用して，貫入時期

を選んで予察的な測定を行った．この試料はやや細粒の黒

について検証することが望まれる．

雲母角閃石トーナル岩（SiO2=65%）で，黒雲母の 2/3 以
上が緑泥石化しているが角閃石（0.1-1mm）は新鮮な見か

3）下部岩体
しもべ

けの自形を呈しているので，これを測定対象とした．磁鉄

88102701：下部岩体は南巨摩郡下部町湯之奥の南側の山

鉱（<0.5mm）は黒雲母や角閃石に伴うだけでなく，斜長

中に露出する東西 2 つの主岩体とその周辺の岩脈状岩体群

石や石英の粒間にも散在する．変質鉱物としては，緑泥石

からなる（山梨県地質図編纂委員会，1970）．主岩体の規

のほかに，少量の絹雲母や炭酸塩鉱物や粘土鉱物も観察さ

模は東の岩体が南北約 5km 東西約 1km で，西の岩体が南

れた．

北約 1.5km 東西 1km 余りである．1988 年の調査時には，

得られた角閃石年代は 17.9±2.8Ma となった（表 1）．こ

湯之奥から南東に延びる林道が下部川最上流部で東の岩体

甲府盆地周辺の花崗岩体の年代と南部フォッサマグナ地域の構造発達史における意義
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の北部にまで達しており，そこで新鮮な試料 88102701 を

地点を比較すると，岩体の北側でより若い年代が得られて

採取することができた（図 1）
．採取地点は山梨県と静岡

いるとみることもできる．これは偶然なのか，それとも岩

県の県境にある標高 574.9m の三角点の北西 1.4km に位置

体の北部の方がゆっくりと冷えるというような南北間の冷

する．

却史の違いを反映しているのか，興味深い今後の課題とし

採取した試料は，中粒の黒雲母角閃石石英閃緑岩で，露
-3

頭で測定した帯磁率は 32-35×10 SI とかなり高かった．鏡
下では黒雲母（0.2-1mm）は 1/5 程度が緑泥石化していたが，
角閃石（0.2-4mm）や斜長石（0.2-2mm）の変質はわずか

て残された．
高精度の年代値の空間分布を詳しく調べれば，
岩体冷却史の場所による変化を読み取れるかも知れない．

4．考察：南部フォッサマグナ地域の
花崗岩活動史と島弧接合の時代

であった．磁鉄鉱（<0.5mm）は主に角閃石（一部は黒雲母）
に含まれるかそれらに伴って産する．この岩体については

1）南部フォッサマグナ地域の火成活動の消長

年代データがなかったので，黒雲母と角閃石の両方の年代

南部フォッサマグナ地域における中新世以降の火成岩類

を測定した．得られた年代値は黒雲母が 5.4±0.3Ma，角閃

の時空分布を調べると，火成活動は一様に続いたのではな

石が 5.4±1.2Ma となり（表 1）
，閉鎖温度の異なる 2 つの

く，活発な時期と比較的静穏な時期があって，中新世には

鉱物年代が一致することから，この岩体の急速な冷却が示

広い範囲に及んだ活動域が第四紀には現在の火山フロント

唆された．推定された急速な冷却はこの岩体の規模が小さ

付近に収斂していったように見える（佐藤，2014 の図 1,

いことと調和的である．岩石試料の変質が微弱で，年代測

4）．この視点は関東山地北西部の火成岩類の時空分布から

定鉱物試料の大気 Ar 混入率も高くはなく，比較的精度の

生まれたもので，佐藤・由井（2008）や佐藤（2009, 2010,

良い年代値が得られたことから，下部岩体の少なくとも主

2011）は，15-11Ma 頃の活発な時期を「茂来山期」
，6-4Ma

要部は後期中新世最末期の 5.4Ma の頃に貫入したと判断

頃の活動期を「本宿期」と名付けた．関東山地北西部と同

してよいだろう．

様の活動パターンが南部フォッサマグナ地域にも認められ

下部岩体が貫入した頃，富士川谷では火山活動も活発に

るのである．この火成活動の消長の原因はよく分からない

なっていた．富士川谷の海を埋めていった富士川層群の時

が，関東山地－南部フォッサマグナ地域という島弧接合部

代は，
しもべ期（約 12-9 Ma）
・身延期（約 9-5.5 Ma）
・曙期（約

付近に限られた局地的な現象ではなく，地球内部の変動に

5.5-2 Ma）に 3 区分され（松田，2007；佐藤，2013 の図 3），

関連したグローバルな現象の一部である可能性も考えられ

主に中－上部に安山岩質火砕岩層が産するが，曙期初期の

る（佐藤，2014）．

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）
．

今回報告する年代データを基に，上記の火成活動のパ
ターンを検証してみよう．検討余地を残している角閃石年
代の一部を除けば，甲府岩体について得られた年代値のほ

4）丹沢岩体

とんどは 14-12Ma となって，およそ 15-12Ma とした甲府

84091004：この試料は道志川南東部の丹沢岩体主要部の

岩体主要部の活動期（佐藤，2014 の図 4）に含まれる．こ

北部から採取したもので（図 1）
，佐藤ほか（1986）を補

の年代範囲より若い 11-10Ma 頃の黒雲母年代も得られて

足する意味で測定した．採取地点は道志川支流の室久保川

いたが（柴田ほか，1984），それらは甲府岩体分布域の中

最上流部の林道で，山梨県と神奈川県の県境にある大界木

心部で後の火成活動を経た場の近くで見出されており，同

山の北 0.7km に位置する．

一岩体の黒雲母について 13-12Ma が得られていることか

この試料は中粒の黒雲母角閃石トーナル岩で，滝田

ら，若い年代は徐冷もしくは 2 次的な熱の影響を被った可

（1974）の畦ヶ丸型にあたる．試料を採取した露頭の帯磁

能性が高いと考えて上限を 12Ma 頃と推定していたのであ

-3

率は 18-21×10 SI であった．鏡下では角閃石（0.2-4mm）

る．今回，瑞牆－昇仙峡岩体の黒雲母について 11Ma を下

が黒雲母（0.2-2mm）と等量かやや多く，自形か半自形を

まわる年代が得られたが（KG-434, 10.3Ma），少し離れた

呈する．磁鉄鉱（<0.5mm）
は黒雲母に含まれるかそれに伴っ

同一岩体の縁辺部で既に 13.0Ma という黒雲母年代が得ら

て産することが多い．黒雲母は 1/5 程度が緑泥石化してい

れており（図 2 の MTG-1），これも徐冷もしくは 2 次的な

るが，斜長石と角閃石は概ね新鮮である．黒雲母の測定結

若返りの結果と解するのが妥当と思われる．徳和岩体の黒

果は 3.9±0.1Ma となった（表 1）
．これは佐藤ほか（1986）

雲母でも，笛吹川上流でこれまでで最も若い 10.1Ma（図

で報告した 3 つの黒雲母年代（5.1, 4.8, 4.6 Ma）に近いが，

2 の TK-4）が得られている一方で，岩体南部では初鹿野

測定誤差の範囲を超えていくぶんか若い．4 つの試料採取

の 12.1Ma（図 2 の 80KO99）と金川上流の 12.5Ma（図 2

佐藤興平・柴田
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の 80KO105）が得られており，若い年代は徐冷もしくは 2

とから（柴田ほか，1984），
「茂来山期」と「本宿期」の間

次的な若返りの結果と解することができよう（註 5）．もっ

に起こったやや小規模な火成活動のエピソードに分類でき

とも，ひとつの岩体が実際に一続きのマグマ溜まりから同

よう．以上をまとめて佐藤（2014 の図 4）を改訂し，甲斐

時に固結し冷却していったのかどうかなど厳密な議論のた

駒ヶ岳岩体も加えて図 4 を作成した．
下部岩体と丹沢岩体の結果に関しては佐藤
（2014 の図 4）

めには，閉鎖温度の高い鉱物年代にも着目して，高精度か
つ高密度な年代分布を把握する必要がある．

を改訂する必要はなく，小烏岩体とともに「本宿期」の火

「川浦複合岩体」は（図 2 の MD-189, 6.7Ma）
，
佐藤（2014

成活動に分類される．この図 4 に含まれていない円井岩体

の図 4）では省略されているが，近傍では太良が峠火山岩

に関しては今後の検討が必要である．円井岩体の角閃石に

（Tr: 7.9Ma; 三村ほか，1994）に，やや離れた岩体として

ついて今回得られた年代（17.9±2.8Ma）は誤差が大きいた

は関東山地の三頭山岩体（Mt: 7.5Ma; 佐藤，2011）や丹沢

め検証が必要であるが，もし前期中新世という年代が正し

山地の高川山安山岩体（Tg:7.3Ma; 佐藤，2013）と石割山

いとすると，巨摩層群下部の火山岩類の年代とも重複する

岩体（Iw:7.4Ma; 佐藤，2014）に近い年代をもち，
「本宿期」

可能性が出てくる．これは伊豆－小笠原弧の北部で巨摩地

の火山深成複合岩体を構成する小楢山火山岩に被われるこ

塊を形成した島弧火山活動の一部として円井岩体が形成さ
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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 ．
佐藤（2014）の図４を改訂．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４つの地帯（A-D）に分けて示した．同一地帯では北東側の岩体をなるべく右側になるよう配置した．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周辺域－関東山地でも
類似のパターンが認められる．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) 赤石山地：Kk: 甲斐駒ヶ岳岩体（佐藤ほか，1989; 内海ほか，1990）．（B）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（本研究），Tn: 丹沢岩体（道志川南東の主
要部）（佐藤ほか，1986；Tani et al., 2010；本研究），Tg: 高川山安山岩体（佐藤，2013），Iw: 石割山岩体（河野・植田，1966; Tani et al., 2010; 佐藤，
2014），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）．（C）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（Sato and Shibata, 1988；本研究），Kf(m) と Kf(t)：瑞牆－昇仙峡岩体と徳和岩体（柴田ほか，1984；本研究）．（D）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，2009）．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．高精度の年代値を補充して．この図を改訂していくことが望まれる．
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れた可能性にも繋がる（註 6）
．南部フォッサマグナ地域

1984; 内海ほか , 1990; 佐藤ほか , 1992）．今回公表する芦

の地塊群を構成する巨摩・西八代・丹沢の各層群の年代の

川岩体のデータも加えると，徳和岩体南部から芦川岩体か

詳細とそれらの島弧内での位置関係はどうなっていたのか

けて 12Ma 前後のほぼ一様な黒雲母年代が得られているこ

など，興味深い検討課題が残されている．

とが明瞭である（図 2）．もちろん，もし芦川岩体と徳和
岩体が断層で接するのであれば，接合と貫入の時間関係を

2）甲府岩体の貫入年代と島弧接合の時期

単純に断定するわけにはいかないが，両者が断層関係にあ

甲府岩体はその南端部で関東山地の四万十帯の付加体と

るという指摘はこれまでにはない．1980 年代の筆者らの

南部フォッサマグナ地域の西八代層群の両方にまたがって

調査でも（註 7），山梨県地質図（山梨県地質図編纂委員

迸入している（図 1, 2）
．本稿の冒頭で述べた様に，甲府

会，
1970）に示された境界付近で両者が漸移すると判断し，

岩体の貫入を受ける両地帯は，本州弧と伊豆－小笠原弧が

これらは一連の火成活動で形成されたと考えた（Sato and

接合することによって，形成の時代も環境も著しく異なる

Shibata, 1986, 1988; Sato, 1991）
．

対照的な地殻が接しあう構造が形成されたとみられる（佐

図 2 に示したように，徳和岩体南部と芦川岩体の黒雲母

藤・柴田，1987; Sato and Shibata, 1988; Sato, 1991）
．四万十

年代に有意の差は見られない．従って，仮に両岩体の貫入

帯の付加体はプレート沈み込み帯で形成された堆積岩質な

時期に前後関係があったとしても，その年代差は年代測定

地殻からなり（例えば，Sato, 2012）
，西八代層群は海洋性

の誤差程度の範囲であって，徳和岩体と芦川岩体は一連

島弧かその近傍で形成された火成岩質な地殻からなると

の火成活動で形成されたと判断してよいであろう．しか

言ってもよいであろう．

し，K-Ar 黒雲母年代はあくまで冷却年代であるから，甲

対照的な地殻をもつ両地帯の現在の境界は藤野木－愛

斐駒ヶ岳岩体の事例（佐藤ほか，1989）も考慮すると，接

川構造線とされ，その西方延長部は芦川岩体南縁の断層

合時期としては「14-12Ma かそれよりより少し前」という

に続くように描かれるのが一般的である（図 1, 2）．しか

程度のやや幅広な表現をしておくのが妥当と思われる．更

し，芦川岩体は西部で西八代層群の高萩玄武岩を貫いてお

に古い時代を想定することも可能であるが，例えば 16-15

り，甲府岩体は両地帯の接合後に貫入したと判断されるの

Ma に接合したとすると，関東山地の側から供給された粗

で（註 7）
，接合直後の藤野木－愛川構造線は芦川岩体か

粒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

ら徳和岩体南端部のどこかを通っていたと考えるのが自然

てもよいと思われるのであるが，そのような証拠は知ら

である．芦川岩体南縁の断層は貫入後に活動したものであ

れていないので，15Ma 頃までは少なくとも陸からの砕屑

ろう．この断層を“芦川断層”と呼ぶことにしよう（註

物が届きにくい位置にあったと考える方が自然である．た

8）．図 2 の三ツ峠山の北東部では約 10Ma の全岩 K-Ar 年

だし，この議論は微妙であって，関東山地の側が大量の砕

つる が

と

や

代を与える珪長質な岩脈状岩体（Tt, 鶴ヶ鳥屋山岩体）が

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

この「芦川断層」の東方延長部を切って貫入しており（石

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

田，1989；佐藤，2013 の図 2）
．この付近では 10Ma 以降

か，あるいは化石に乏しい西八代層群の時代判定に改訂の

の顕著な断層活動はなかったと推察される．一方で，初狩

余地はないのかどうかなど，今後の検証が求められる（佐

付近より東側の藤野木－愛川構造線は活断層とされ（活断

藤，2013, 2014）．また，島弧の接合自体もある時間幅を

層研究会，1991）
，第四紀にも活動してこの付近の地形に

もって起こったのであろう．巨摩層群上部には大量の泥岩

大きな影響を与えていると考えられる（佐藤，2013）．活

層が産し，一部には礫岩層も見られるという（小坂・角田，

断層としての藤野木－愛川構造線の西方延長部がどこに続

1969）．巨摩地塊は御坂地塊とは異なる経過を経たのかも

くのかは判然としないが，御坂山地には北東－南西系の断

知れない．各地塊の接合に至る経過の具体像解明が今後の

層が発達しているので（例えば，水野・片田，1958; 山梨

課題として残されているように思われる．さらに，そもそ

県地質図編纂委員会，1970）
，それらが変動の一部を担っ

も島弧接合の原因は何だったのか，20-15Ma 頃に起こった

ているのかも知れない．

とみられる日本海の拡大が（例えば，Otofuji et al., 1985）

さて，この項の主題である島弧接合の時期であるが，甲

本州弧前面で伊豆－小笠原弧との接合を引き起こしたの

府岩体の貫入以前であることに異論はないであろう．佐

か，それとも現在のようなフィリピン海プレートの北進に

藤（2013）は御坂・丹沢の両地塊は中期中新世の 14-12Ma

伴う島弧の移動が主因であったのか，これも興味深い今後

より少し前に本州弧と接合したと指摘したが，その根拠と

の研究課題である．

なったのは筆者らの既存の年代データであった
（柴田ほか，

佐藤興平・柴田
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5．まとめ
甲府盆地周辺部の花崗岩体を中心に筆者らがこれまでに
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1988 年 10 月に南京大学の徐

克勤教授と朱

金初教授

得た K-Ar 年代を整理し，南部フォッサマグナ地域の構造

のお二人を南部フォッサマグナ地域に案内する行程で下部

発達史における意義を考察してみた．その結果は以下のよ

岩体に立ち寄り，試料採取にあたって両教授にご協力いた

うにまとめられる．

だいた．この報告の年代データは筆者らの地質調査所在職

1）甲府岩体主要部（前期）と甲斐駒ヶ岳岩体は，最も測定

時に取得したもので，研究室同僚の青山秀喜氏からは試料

例の多い黒雲母の多くが 14-11Ma の年代を記録してい

調製で支援を受けた．東京大学地震研究所名誉教授の松田

ることから，これらは主に中期中新世の 15-12Ma 頃に

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

迸入したことが再確認された．全岩主成分組成では甲府

あった．以上の皆様に篤くお礼申し上げます．

岩体主要部とは異なり丹沢岩体に似た低い K/Na 比で特
徴付けられる芦川岩体も，甲府岩体主要部と一連の活動

＜註＞

で迸入したと考えられる．
これらは関東山地北西部の
「茂

註1）御坂山地や巨摩山地の前期－中期中新統の泥岩層と

来山期」火成活動に相当する．

しては西八代層群常葉累層下部の勝坂泥岩層（片田，

2）甲府岩体主要部は四万十帯に迸入したのに対して，南端

1956；水野・片田，1958; 松田，2007）や巨摩層群上

部の芦川岩体は西八代層群に迸入している．四万十帯が

部の桃の木亜層群（小坂・角田，1969）が知られてい

東アジア東縁部の沈み込み帯で形成された白亜紀－古第

る（文献によっては，桃ノ木層や，桃ノ木累層という

三紀の付加体からなるのに対して，西八代層群は四国海

表記もある）
．20 万分の 1 地質図「甲府」
（尾崎ほか，

盆東縁部の未成熟な島弧で形成された海底火山岩類から

2002）では，桃の木亜層群を富士川層群身延層に対比

なり，両者が日本海拡大の頃に接合したと考えられてい

しているが，図 2 では小坂・角田（1969）に従って巨

る．この接合時期は両者を貫く甲府岩体の年代から，遅

摩層群の一部として一括表示した．小坂・角田（1969）

くとも 12Ma と判断されるが，時期の詳細や具体的な変

は Lepidocyclina などの有孔虫化石から巨摩層群全体

動像の解明は今後の課題として残されている．

を中新世初期の地層としているが，桃の木亜層群の一

3）円井岩体について得られた 17.9±2.8Ma の角閃石年代は，

部にはわずかながら砂岩やチャートなど四万十帯起源

前期－中期中新世に迸入したことを示唆するものの，こ

と推定される礫も認められると記述している．身延層

の岩体全体にみられる変質の影響や測定値に含まれる大

は後期中新世 9-5Ma 頃の富士川層群中部層とされ（例

きな誤差を考えると，
断定的な結論を控えざるを得ない．

えば，松田，1961, 2007；佐藤，2013 の図 3）
，関東山

変質の影響を排除できる信頼度の高い年代を得て検証を

地起源の礫に富む点でも，桃の木亜層群とは異なる．

行う必要がある．

なお，本稿の地質時代の年代区分は Gradstein et al.,

4）下部岩体については，黒雲母と角閃石について互いに一


（2012）に基づく．

致する 5.4Ma という中新世末の年代が得られ，この岩
体が中新世最末期か鮮新世初頭に貫入したことがほぼ確

註2）花崗岩類の酸化型・還元型の区分は，
（1）副成分鉱物

定した．この年代は，甲府岩体後期の小烏岩体について

である磁鉄鉱の量が花崗岩質マグマの酸化還元状態を

得られている 4.4-4.3Ma の黒雲母年代に近く，これらの

反映している点で成因的な指標になりうるだけでな

岩体は関東山地北西部の「本宿期」火成活動で形成され

く，
（2）磁鉄鉱量は小型の帯磁率計で野外でも簡単

たものと解される．

に測定でき迅速な広域調査が可能であるという利便

5）丹沢岩体について補足的に得た 3.9Ma の黒雲母年代は，

性も備えている．これは Ishihara（1977）の magnetite-

この試料の採取地点を含む道志川断層南東部の丹沢岩体

and ilmenite-series の別の表現とも言えるが，マグマ系

主要部について以前に公表した黒雲母年代（5.1-4.6Ma）

列（series）というような進化系列ではなく，酸化還

に近いが，誤差の範囲を超えていくぶんか若く，岩体の

元状態という物理量で型が決まるという趣旨が強調さ

南北で冷却史が多少違っていた可能性を示唆する．

れている．日本の花崗岩類の多数の測定値は明瞭な
バイモーダル分布をなしており，便宜的に 3×10-3SI 付
近を酸化型・還元型の境界値としているが（佐藤ほ
か，1992; 佐藤，2003, Sato, 2012），特に甲府岩体では
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そのような中間値はごく少ない．帯磁率測定のため筆

は徳和岩体の南端部を藤野木型と金川型として，それ

者らは主に Geofyzica Brno 社（チェコスロバキア）の

らの貫入関係から徳和岩体の主要部を占める広瀬型は

Kappameter KT-5 を用いたが，野外の測定では露頭面

中期中新世初期に，藤野木型と金川型およびそれに

の凹凸の影響でやや低い値を与える．正確な値を得る

引き続く芦川型は後期中新世末に貫入したと考えた．

ためには検出部（径 6.5cm）に比べて充分に大きな試

1980 年代の筆者らの調査では，藤野木南部で金川の

料を採取し，切断した平滑な面を測定する必要がある．

支流である唐沢川や神座山川のルートを選んで芦川岩

詳細については，上記の文献を参照されたい．

体北縁部を調査し，貫入関係は確認できなかったが，
山梨県地質図（山梨県地質図編纂委員会，1970）に示

註3）寒流系貝化石の証拠については前報でも記述したが

された境界付近で両者が漸移すると判断して，これら

（佐藤，2013, 2014）
，重要なことなので再度触れてお

は一連の火成活動で形成されたと推定した（Sato and
Shibata, 1986, 1988; Sato, 1991）
．

きたい．鎮西・松島（1987）および鎮西（1991）は，
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

註8）芦川岩体南縁を切る断層は，初狩付近から芦川村を縦

も 10 Ma 頃にはすでに丹沢地塊はほぼ現在の位置に

断して三珠町まで 20km に及ぶ断層であるが，筆者ら

あったと指摘している．丹沢層群の上限が 12 Ma で

が調べた限りではこの部分に固有の名称を付けた例は

あるとすれば（佐藤，2014 の図 4）
，丹沢地塊が現在

なく，筆者も含めて藤野木－愛川構造線の西方延長部

地に来たのは 12 Ma 頃かそれ以前ということになる．

とするのが一般的である
（佐藤，
2013 の図 2）．ただし，
山梨県地質図編纂委員会（1970, p.39）では，藤野木

註4）鉱物の後の（

）内の数値は鏡下で観察された一般

－愛川構造線を「桂川断層」とし，青池（1999 の図

的な長径で，この範囲外のサイズはないという意味で

13）とそれを踏襲した佐藤（2013 の図 2）の桂川断層

はない．

は「三ッ峠断層」としている．従来の藤野木－愛川構
造線の初狩付近より西側にあえて「芦川断層」という

註5）図 2 の TK-4（10.1Ma） と 80KO99（12.1Ma） は， い

新称を提案したのは，初生的な構造境界の一部が花崗

ずれも徳和岩体に属するだけでなく，Kato（1968）で

岩体の貫入によって消失し，貫入後にできた「芦川断

も同一岩型（広瀬型）に区分されていて，これまでの

層」はその大部分で地体区分境界の役割を果たしてい

野外調査からは両者が別の貫入岩体に属するという証

ないだけでなく（岩体の東側では境界となっている）
，

拠は見出されていない．

後期中新世－第四紀の地殻変動でも重要な役割を果た
していないことを強調したいからである．構造線は多

註6）図 4 に示したように，西八代層群上部の時代は「茂

数の断層からなるのが一般的だという意味でも，特定

来山期」と重複する．もし御坂地塊の火山活動が 15-

の範囲に名称を付すことは許されるであろう．活断層

12Ma までも続いていたのだとすると，本州弧と接合

としての藤野木－愛川構造線の西方延長部は判然とし

した後も続く火山活動は甲府岩体を形成した火成活動

ないが，例えば桂川断層が変動の一部を担っている可

と密接不可分の関係にあったことになるだろう．御坂

能性が考えられる．なお，断層に付けた芦川という名

地塊や巨摩地塊の中新世火山活動の時空分布も詳しく

称は，芦川村を縦断する規模をもつので，小さな地域

調べる必要があるだろう．

名は相応しくないと考えたからである．

註7）芦川岩体と徳和岩体の年代が著しく異なるか，両者が
断層で接するのであれば，接合と貫入の時間関係を単
純に断定するわけにはいかないが，野外の産状と年代
データから両岩体は一連の火成活動で形成されたと判
断される．念のため過去の研究もふりかえってみる
と，徳和岩体と芦川岩体の境界の位置や貫入関係は報
告によって少しずつ異なっている（片田，1956; Kato,
1968; 山梨県地質図編纂委員会，1970）
．Kato（1968）
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