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関東山地北縁部の異地性岩塊や礫岩に含まれる珪長質火成岩類の年代：
跡倉ナップ実像解明の歴史と今後の課題
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

２

元地質調査所：〒470-0232 愛知県みよし市黒笹いずみ 2-16-18
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元地質調査所：2012年8月死去

要旨：関東山地北縁部の三波川帯には跡倉ナップの痕跡とみられるクリッペ群が点在し，それらを構成する異
地性岩塊の起源が古くから注目されてきた．1980-90年代の年代学的研究によって，このクリッペ群にはペル
ム紀から白亜紀にわたる多様な火成岩や変成岩などが含まれることが判明し，日本列島の地体構造との関連も
議論されるようになったが，孤立した岩塊の起源や移動時期の詳細については解明の余地が残されている．こ
こでは，群馬県下仁田周辺や埼玉県秩父盆地で珪長質火成岩類の岩塊や礫の年代を予察的に検討しながら未公
表になっていた測定結果を整理して公表した．あわせて，これまでに得られている年代値を収集・編纂して跡
倉ナップの成因に関わる今後の課題を考察し，ナップの規模や削剥史にも言及した．今回報告する年代データ
は既存のデータと概ね調和的であるが，2次的な変化を受け易いK-Ar鉱物年代の限界も再認識された．今後は
年代の不明確な礫岩層の堆積年代を確定するとともに，変質の影響を受けにくいジルコンのU-Pb年代や逆に
閉鎖温度が低くて2次的影響に敏感なアパタイトのフィッション・トラック年代の様な複数の手掛かりを併用
して跡倉ナップの形成過程をより詳しく解明していくことが求められる．
あとぐら

キーワード：関東山地，三波川帯，跡倉ナップ，クリッペ，異地性岩塊，礫岩，花崗岩，火山岩，下仁田，
かねざわ

金沢，寄居，小川，秩父盆地，牛首峠，K-Ar 年代，ペルム紀，白亜紀

Ages of felsic igneous rocks from the allochthonous blocks and conglomerates in the
northern Kanto Mountains, central Japan: a history and future subjects of the genetical
studies on the Atogura Nappe
1

2

3

SATO Kohei, SHIBATA Ken and UCHIUMI Shigeru
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2
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3
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Abstract： A group of klippes, remnants of the Atogura Nappe, are distributed in the Sanbagawa Metamorphic Belt
within the northern Kanto Mountains, central Japan. The origin of the allochthonous blocks has been a subject of
geological studies for many years. Geochronological studies in 1980-90＇s revealed that the Atogura Nappe was composed
of a wide variety of igneous and metamorphic rocks of Permian to Cretaceous age, and incited to discussions on the origin
of the allochthonous blocks. Here, we report unpublished preliminary age data for felsic igneous and contact metamorphic
rocks from the klippes in the Shimonita area and the Miocene conglomerate in the Chichibu Basin. We also compiled
available age data for the Atogura Nappe and related geologic units in this region including the Cretaceous to Miocene
conglomerates for focusing future subjects related to the genesis of the Atogura Nappe and its denudation history. Our
data reported here are generally consistent with the previous data sets, and inconsistent data are interpreted to be due to
secondary hydrothermal alteration. It is thought to be important, for more detailed genesis of the Atogura Nappe, to obtain
more reliable mineral ages such as U-Pb zircon age which is resistant to secondary alteration and as ﬁssion track apatite
age which is highly sensitive to subsequent thermal processes because of low closure temperature.
Key words: Kanto Mountains, Sanbagawa Belt, Atogura Nappe, klippe, allochthonous block, conglomerate, clast, granitic rock,
volcanic rock, Shimonita, Kanezawa, Yorii, Ogawa, Chichibu Basin, Ushikubi-pass, K-Ar age, Permian, Cretaceous
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摘し，少なくともその主要部が三波川帯の構造的上位に位

1．はじめに

置するという主旨は以後の研究にも受け継がれている（例

関東山地北縁の三波川帯とその周辺部には，由来のはっ
きりしない小規模な地質体が散在する（図 1）
．その多く

えば，小野，1983, 2000；高木・藤森，1989；牧本・竹内，
1992）．

は三波川帯の構造的上位に異地性岩塊として分布してお

この地域のクリッペ群は，多様な火成岩や変成岩およ

り，
押し被せ構造の事例として古くから注目されてきた
（例

び堆積岩の構造岩塊からなる集合体であって，断層は岩

えば，藤本ほか，1953；内田，1961, 1962b, 1978；新井ほ

塊の境界だけでなく岩塊内部にも発達し（例えば，小野，

か，1966）
．これらは，衝上断層運動で三波川帯や秩父帯

2000），全体としてはテクトニックメランジュの様相を呈

あとぐら

の上に押し被せられた地質体（跡倉ナップ）が削剥されて，

している（註 1）．これらの断層は，ナップの形成前にも

その一部がクリッペとして残存していると解されたのであ

形成中にも定置後にも活動した可能性があり，また変成

る．そのようなクリッペ群としては，西から東へ，下仁

作用や熱水変質を被った部分もあるため（例えば，内田，

田地域の跡倉クリッペ群（藤本ほか，1953；内田，1961,

1966a；平島，1984； 小野，2000；近重・小坂，2000）
，野

1962b；新井ほか，1966）
，鬼石南方の神山および岳山クリッ

外観察からナップの形成史を読み解くことは容易ではな

ペ（藤本ほか，1953；飯島，1964）および寄居－小川地域

い．しかし 1980-90 年代には，詳細な野外調査に基づく試

の異地性岩塊群（小勝ほか，1970）が当初から注目され詳

料の年代測定によって，ナップ構成岩塊の年代やかつて

しい調査が行われてきた．寄居－小川地域の岩塊群につい

のナップからもたらされたとみられる礫の年代の大要が

ては，基底部の水平断層が他の地域のように明瞭には露出

判明した（小野，1983, 1985, 2000, 2004； 高木ほか，1989,

していないためかクリッペという名称が使われてこなかっ

1992； 佐 藤 ほ か，1990； 端 山 ほ か，1990； 竹 内・ 牧 本，

たが，小坂（1979）はこれらの岩塊もクリッペであると指

1991； 藤白ほか，1995）．その後，山中地溝帯の花崗岩礫

富岡
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N
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下仁田
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図１．関東山地北縁部の地質概略．
20 万分の 1 地質図幅「長野」
・
「宇都宮」
・
「甲府」
・
「東京」を簡略化（それぞれ，中野ほか，1998；須藤ほか，1991；尾崎ほか，2002；坂本ほか，
1987）．跡倉ナップのクリッペ群は三波川帯の構造的上位にのる異地性岩塊群の総称で，ペルム紀と前期白亜紀の花崗岩類や変成岩類および後
期白亜紀の跡倉層やその相当層などからなる．クリッペ群を構成する岩塊の境界は一般に断層であり，それぞれの岩塊中にも断層が発達して，
全体としてテクトニック・ブロックの集合体と言える（例えば，小野，2000）．西南日本内帯の要素を持つ岩体が下仁田と比企丘陵に産し（黒
色部），下仁田ではジュラ紀の付加体を後期白亜紀の還元型花崗岩が貫き（例えば，高木・藤森，1989），比企丘陵では中部地方の領家帯の非持トー
ナル岩体に対比される後期白亜紀の花崗岩などからなる越畑岩体が中新統とは断層を境に孤立した露出をなす（武井・小池，1977；比企団体研
究グループ，1982；高木ほか，1989）．寄居－小川地域のクリッペ群北縁にも白亜紀末－暁新世の寄居酸性岩類（溶結凝灰岩など）が産する（黒
色部）．「本宿カルデラ」は後期中新世－鮮新世の火山岩類からなる本宿層の分布を示しており，周辺の関連貫入岩類は省略されている．
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や比企丘陵の変成岩礫の年代も報告されるに及んで（高木

リッペ群の分布域が跡倉ナップの範囲を示すとすれば，そ

ほか，1995； 新井ほか，2009）
，現在では主要な岩塊や礫

の規模は延長 50km で幅 10km 程度でしかなく，それぞれ

の年代値は出尽くしたかの感さえある．ただし，年代測定

のクリッペ群に少なくとも 2 つの時代の花崗岩塊が共存し

の手法が K-Ar 法とフィッション・トラック法に限られて

ているか共存していたという証拠がある．ペルム紀と前期

いた点には注意を払っておく必要があるだろう．測定対象

白亜紀の花崗岩体は関東山地の周辺には見あたらない．こ

の鉱物や手法によっては，閉鎖温度が低いため 2 次的な影

れら 3 つの時代の花崗岩類が別々の島弧海溝系で形成され

響を被っている可能性が残るからである．

たものであるなら，元の花崗岩体は時代だけでなく空間的

ところで，関東山地の三波川帯の北あるいは北東方に

にもかなり離れていた可能性が高く，その構成岩塊が何ら

は，西南日本の領家帯かその近傍に対比可能な地質体が，

かの変動で移動してきて一ヵ所に混在するようになったと

下仁田地域と比企丘陵に知られている（図 1，2）
．下仁田

考えられる．この移動のメカニズムと時期が跡倉ナップの

地域ではジュラ紀付加体とそれを貫く後期白亜紀の花崗岩

主要な検討課題であるだろう．柴田・高木（1989）は，阿

からなり（新井ほか，1966； 高木・藤森，1989； 高木ほ

武隈帯－南部北上帯の構成要素をもつ地質体が領家帯と三

か，1989）
，比企丘陵では中部地方の非持トーナル岩体に

波川帯に挟まれて関東山地まで分布していたが，その後領

似た岩石からなるという（武井・小池，1977；高木・長濱，

家帯と共に大部分は消失したと推定した．
また，
小野（2002）

1987；高木ほか，1989）
．これら 2 つの地質体は，いずれ

は地質帯の大規模な消失を伴う白亜紀の横ずれ変動を提案

も地質図に表現できる規模の変成岩は伴っておらず，その

している．

まま領家帯の延長部とするわけにはいかないが，西南日

跡倉ナップの形成時期についてはどこまで分かっている

本内帯の要素を備えていることは確かである．この点に着

のだろうか．新井ほか（1963）は，下仁田地域の詳細な研

目して三波川帯との地表境界付近に中央構造線の延長部を

究を基に，押し被せ運動の時期を後期白亜紀以降で中新世

想定する例が多いが（例えば，武井，1982；高木・藤森，

以前と考えた．佐藤ほか（1990）は，寄居－小川地域の中

1989；藤白ほか，1995）
，これら内帯類似の地質体も異地

新統を構成する五反田礫岩の検討から，ナップの形成時期

性岩塊として三波川帯の構造的上位に位置するという見解

が前期中新世である可能性を指摘した．これはクリッペを

もあって（例えば，小坂，1979；小野，2000）
，それらの

構成し中新統に不整合に被われる栃谷層が前期中新世であ

帰属については見解の一致を見ていない．ここでは，それ

るという見解（門田・徳永，1982, 1983）が提示されてい

らの地質体については，必要に応じて内帯型地質体という

たからであるが，その後この地層の西部からアンモナイト

表現も用いて外帯型の三波川帯や秩父帯と区別することに

などの化石が発見され，少なくとも栃谷層の主要部は跡

したい．

倉層に対比される後期白亜紀の地層とされて（石井ほか，

さて上述のように，クリッペ群とその周辺の礫の年代

1990；渡辺ほか，1990），移動時期が前期中新世である可

データが集まるにつれて，跡倉ナップを構成していた岩塊

能性は不確かなものとなった．また，金沢地域から寄居－

の多様性が浮き彫りになってきた．主要な構成要素である

小川地域を長年研究してきた小野（2004）は，跡倉ナップ

花崗岩類についてみると，ペルム紀・前期白亜紀・後期白

の上位に想定した「領家ナップ」の形成時期を古第三紀と

亜紀の 3 つの時代に分かれ，それぞれが固有の Sr 同位体

推測したものの，それ以上詳しい時期を特定していない．

組成をもつことも判明した（柴田・高木，1989）
．このう

藤本ほか（1953）の研究から起算しても半世紀を超える研

ち後期白亜紀の花崗岩類は，現在のクリッペ群に岩塊とし

究史にもかかわらず形成時期の詳細が未解明であること

ては確認されていないが，周囲の中新統に含まれる花崗岩

は，この問題の難しさを物語っている．

巨礫の産状と年代から判断して，堆積場に近いクリッペ

かねざわ

この研究で報告する年代データは，1990 年頃に行った

の上位に存在していたことは確実と思われる（佐藤ほか，

予察的年代測定の結果であるが，当時は跡倉ナップの成因

1990；小野，2004）
．おそらく上記の内帯型地質体（図 1）

解明に明確な束縛条件を提供できないと考えて未公表のま

と一連の地質体が跡倉ナップの一部を構成していたのであ

まとなっていた．今回公表するのは下仁田地域の礫岩や火

ろう．

成岩など 6 試料と秩父盆地の礫岩 1 試料の結果である．こ

ペルム紀・前期白亜紀・後期白亜紀の 3 つの時代の花崗

れらのデータから上記のような基本問題の解決に直接貢献

岩類が構造岩塊として共存しているという事実は，それぞ

できるとは思えないが，この地域に関する基礎的な年代資

れが地質単元としては極めて小規模であるものの，日本列

料の一部として記録に残すとともに，既存の年代データを

島の構造発達史の視点からは重要な問題を投げかける．ク

収集・編纂して今後どのような研究をすべきかを考えてみ
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は，跡倉ナップと内帯類似の地質体に分けて，それぞれ下
か

の はら

から上へ若くなるよう配列してある．神農原礫岩の時代は

2．地質の概略

従来古第三紀とされてきたが（例えば，新井ほか，1966）
，
中新統下部層の一部とする見解もあり（藤白ほか，1995）
，

関東山地の北縁部は主に秩父帯と三波川帯からなる（図

堆積時期を特定できる化石や放射年代の証拠は得られてい

1）．秩父帯はジュラ紀の付加体から，三波川帯は白亜紀の

ないため，凡例の区分からは除外してある．しかし，市街

変成岩類からなり，両者は断層で接する．三波川帯は下

地北側で筆者らが観察した神農原礫岩の露頭では，夾炭層

仁田付近から小川付近まで延長 50km 余りで，幅は西側で

が垂直に近い急傾斜を示し，固結度も高く中新統よりも古

は 5-10km であるが，東側では 20km 程まで広がった分布

いとの印象を強くしたので，凡例には「古第三紀？」と表

をなす．帯の名称の由来となった三波川は，この帯の中心

記した
（註 2）．骨立山凝灰岩は放射年代が平滑花崗岩
（註 3）

部に位置する鬼石町の集落のひとつである．三波川帯の西

に近いので内帯類似の地質体に含めた．結局，
大北野（註 4）

端は本宿カルデラの噴出物に被われて地表には現れていな

から岩山を通る東西系の断層の南側に跡倉クリッペや三波

いが，西方には諏訪湖付近の横河川変成岩を経て赤石山地

川帯の岩石が分布していることになる（図 2）
．藤本ほか

の三波川帯に続くとされる．小川付近から東側は中新世以

（1953, p.31）はこの断層を大北野－岩山線（断層）と名付け，

降の新期堆積物に被われて関東平野に没している．図 1 で

北に 60 度で傾斜する正断層としている．市街地にある諏

は区分していないが，三波川帯は南側の御荷鉾緑色岩類と

訪神社下の西牧川河床の断層露頭では，三波川帯の御荷鉾

北側の三波川結晶片岩類からなり，ここで取り上げる跡倉

緑色岩類と中新統との接触関係が今でも観察できる．この

ナップのクリッペ群（図 1 の灰色部）は御荷鉾緑色岩類の

断層の北側には三波川帯の岩石は露出しておらず，平滑花

上位に分布する傾向がある（柴田・高木，1989 の第 1 図

崗岩や南蛇井層など内帯類似の地質体および中新統が露出

参照）．三波川帯の変成岩類の原岩は主にジュラ紀－白亜

する（註 5）．大北野－岩山断層が下仁田地域の地表地質

紀の付加体を構成していた火山岩や堆積岩とみられ，変成

を分かつ重要な断層のひとつであることは確かだが，断層

鉱物の白雲母について 87-53 Ma の K-Ar 年代が報告されて

を介して三波川帯と接しているのは貝化石を含む中新世の

いる（植田ほか，1977；平島ほか，1992）
．

砂岩と礫岩であり（図 2），化石や地層に変形や破砕の証

三波川帯北側の下仁田付近と北東側の比企丘陵には西南

拠は認められない．地下の構造はよく分かっていないが，

日本内帯の要素をもつ花崗岩体が産し（図 1 の黒色部）
，

大北野－岩山断層が中新世以降に活動した断層であること

黒雲母について 66-64 Ma の K-Ar 年代が報告されている
（表

は間違いない（註 5）
．

2a）．これらを領家帯の延長部とする見解もあるが，地質

この地域のクリッペ群はしばしば地形的な高まりをつ

図に表現できるような規模の変成岩は伴っておらず，下仁

くっており，基盤の御荷鉾緑色岩類との境界の衝上断層が

田付近で後期白亜紀花崗岩に貫かれているのは，ジュラ紀

観察される（藤本ほか，1953；内田，1961, 1962b；新井ほか，

なんじゃ い

付加体とみられる南 蛇井 層である（図 2）
．三波川帯南方

1963, 1966；高木・藤森，1989；青木ほか，1998）．しかし

の秩父帯分布域には，三波川帯とほぼ平行に山中地溝帯の

ながら，これらのクリッペ群も南方の秩父帯の山地と比べ

白亜系が狭長な分布をなし（図 1）
，その一部にも花崗岩

れば相対的に低い位置にある．例えば，中心部の跡倉が海

類の礫が含まれている（図 4）
．秩父盆地はこの山中地溝

抜約 350m で，クリッペ群頂部が海抜 450-600m 程度なの

帯南東端付近に形成された中新世の陥没盆地で，堆積物は

に対して，栗山南東方の秩父帯に位置する稲含山の山頂は

基盤の秩父帯や山中地溝帯の地層を不整合に被うかまたは

海抜 1370m に達する．これらの位置関係は，栗山から甘

断層でそれらと接する．ここで報告する牛首峠礫岩は盆地

楽町の秋畑に抜ける道路の峠（稲含山登山口）附近から市

の北西端に産する基底礫岩の一部である（図 1）
．その他

街地方面を見下ろすと実感として把握することができる．

の中新世堆積物は関東山地周辺の山麓や丘陵に分布し，一

栗山川など市街地の南方を北に向かって流れる鏑川支流の

部は下仁田の市街地や小川盆地にも産する．中新統と基盤

下刻作用が基盤の三波川帯まで及び，衝上断層面の上に孤

岩との関係は，下仁田北部や小川盆地のように不整合のこ

立したクリッペ群が残存する結果になったとみられる（図

ともあるが，断層で接することが多い．

2）．クリッペ群のほとんどは三波川帯の上位に分布すると
みられるが，南牧川の中ノ萱付近では秩父帯の上にのって

1）下仁田地域
下仁田地域の地質の概略を図 2 に示した．右下の凡例

いると考えられる（註 6）．
クリッペ群の中で最も古い岩石は，ペルム紀の川井山石

現地性堆積物
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図２．下仁田地域の地質図．
高木・藤森（1989）と柴田・高木（1989）を簡略化．凡例の区分は筆者らの見解による．神農原礫岩の時代は古第三紀と考えられてきたが（例えば，新井ほか，1966），中新世との意見もあり（例
えば，藤白ほか，1995），時代を特定できる化石や放射年代のデータは得られていないので「古第三紀？」とした．図中には，今回の年代測定の結果とともに，既存の年代データ（高木ほか，
1989, 1992；端山ほか，1990；竹内・牧本，1991；藤白ほか，1995）も示した（Ma 単位，少数以下は四捨五入）．年代値の前の記号は測定試料を表し，K-Ar 法の場合は H: 角閃石 , B: 黒雲母 ,
K : カリ長石，W: 全岩，C: 粘土鉱物であり，フィッション・トラック法の場合は Z: ジルコンである．
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佐藤興平・柴田
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賢・内海

茂

英閃緑岩に貫かれて熱変成を受けたとされるホルンフェル

しく変形して一部の地層は逆転していることが南牧川の中

スで，跡倉の北側にまとまって産する他に，岩山南東の

ノ萱付近で確認されており，この付近には跡倉付近の礫岩

石英閃緑岩にも少量ながら付随するという（高木・藤森，

とは礫種の構成がやや異なる礫層も挟まれていることが報

1989 の第 1 図）．類似のホルンフェルスは金沢地域や寄居

告されている（藤本ほか，1953；内田，1961；新井ほか，

－小川地域でも見出されており（高木ほか，1992；竹内・

1963）．

牧本，1991）
，ペルム紀の花崗岩活動が起こった地帯の残

下仁田の北部にはジュラ紀付加体とされた南蛇井層と後

存物として小規模ながら跡倉ナップの基本的な構成要素と

期白亜紀の平滑花崗岩が分布し，それらの北端部は中新統

なっていたとみられる．ただし後述のように，得られてい

に不整合に被われるか断層関係で接する（図 2）
．南蛇井

る K-Ar 年代は多岐にわたり（表 2a），岩質から原岩の起

層は主に黒色の泥岩からなり砂質層や凝灰岩層あるいはレ

源を探る手掛かりも得られていない（註 7）
．川井山石英

ンズ状チャートなどを挟み，花崗岩体との接触部にはホル

閃緑岩は，跡倉の北西と岩山の南東に比較的大きな岩体と

ンフェルス化が認められる（新井ほか，1966；高木・藤森，

して産するほか，名称の起源となった川井山の山頂部にも

1989）．平滑花崗岩と一括した岩体群は主に優白質な花崗

小規模な露出が見られる（図 2）
．これらについては 277-

岩で破砕や変質を受けているが，北縁部の蚊沼の試料につ

250Ma の K-Ar 角閃石年代が得られており（図 2，表 2a），

き 66Ma の K-Ar 黒雲母年代が得られていて（図 2），極め

ペルム紀に形成された岩体の一部であることが確定してい

て低い帯磁率とあわせて後期白亜紀の還元型花崗岩に区分

る．既に述べたように同様のペルム紀岩塊が金沢地域や

される（佐藤ほか，1992）．南蛇井－千 平 付近の岩体は主

寄居－小川地域にも知られていて，ペルム紀の花崗岩質岩

要部よりやや苦鉄質で花崗閃緑岩に分類されるが，この岩

塊は跡倉ナップの最も重要な構成要素のひとつとなってい

体も破砕と変質が進んでいる（新井ほか，1966；高木・藤

る．川井山岩体とは時代の異なる石英閃緑岩体が四又山

森，1989）．

せんだいら

の山頂部に産する（図 2）
．この岩体は断層を境に跡倉層
の上位に位置するとされ（新井ほか，1963；高木・藤森，
1989），110-105Ma の K-Ar 角閃石年代が得られて前期白亜

この他の重要な地質単元としては，骨立山凝灰岩と神農
せん げん

原礫岩がある（図 2）
．骨立山凝灰岩は市街地北方の浅 間
やま

山を中心に東西に延びた尾根をつくる小規模な岩体で，斑

紀の岩体であることが判明した（高木ほか，1989）
．この

晶として石英・斜長石・カリ長石を含み，鏡下でしばしば

年代に近い 112Ma の K-Ar 角閃石年代が金沢地域の山形岩

溶結組織を示す（新井ほか，1966）．新井ほか（1966）は

体からも得られており，前期白亜紀の花崗岩質岩体も跡倉

この上に南側の神農原礫岩が整合で重なるとしたが，ジル

ナップの重要な構成要素となっていたことが示唆される．

コンについて得られたフィショントラック年代は，骨立山

寄居－小川地域では，ほぼ同じ年代の変成岩（109Ma）は

凝灰岩が 58Ma で神農原礫岩の礫が 89-83Ma とかなり違っ

産するものの，年代測定で前期白亜紀と確定した花崗岩質

ており（表 2a, b），両者が同源とは考えにくい．神農原礫

岩塊はまだ報告されていない（表 2a）
．

岩については化石や放射年代の証拠が得られておらず，堆

下仁田地域の跡倉クリッペ群の構成要素として最も規模

積時期の詳細は不明のままである．
また，
これらが跡倉ナッ

が大きいのが跡倉層である（図 2）
．跡倉層は下部の礫岩

プの一員である証拠は見出されていないので，図 2 の凡例

と上部の砂岩・泥岩層からなり，上部層から見出された

では骨立山凝灰岩を年代の近い内帯類似地質体に区分し，

三角貝やイノセラムスの化石によって後期白亜紀の海成

神農原礫岩は区分から除外した（註 8）．

層（ギリヤーク統：後期白亜紀初期 Cenomanian-Turonian
に対比される 100-90Ma 頃）とされた（新井ほか，1963）．

2）秩父盆地

ホルンフェルスや川井山石英閃緑岩体を不整合に被うとさ

秩父盆地は関東山地の北東部に形成された中新世の陥没

れ（新井ほか，1963； 青木ほか，1998）
，トーナル岩礫に

盆地で，周囲の基盤から供給された砕屑物で埋め立てられ

ついて川井山石英閃緑岩体と同様の 276-248Ma の K-Ar 角

ている．中新統の分布域は盆地状の地形と対応しており，

閃石年代が得られており（表 2b）
，礫の起源が川井山岩体

大半が周囲の山地より低い海抜 400m 以下の地域に相当す

と一連の岩体にあったことが示唆される．跡倉層は川井山

る（渡部ほか，1950a の第 1 図）．このため周囲の山地の

石英閃緑岩体の露出域に近い浅海で堆積したものと推定さ

河川はいったん盆地内に集まって荒川となり，北東端の皆

れる．凝灰岩や溶岩の夾在層は見出されていないことから，

野から長瀞や寄居を経て関東平野へと抜けていく．このよ

火山活動域から離れた地帯に堆積したか，あるいは火山活

うな地形と地質の明瞭な対応は，浸食に対する抵抗力の差

動の静穏な時期に堆積したことが考えられる．跡倉層は著

異だけでなく，新期の断層運動の反映でもあるのだろう．

関東山地北縁部の異地性岩塊や礫岩に含まれる珪長質火成岩類の年代

75

盆地を構成する中新統は，研究者によって区分の仕方

波川帯と接する（渡部ほか，1950a；秩父盆地新第三紀団

や地層名が異なるが（註 9）
，全体としては南東に傾斜し，

体研究グループ，1991）．この断層は金沢地域の出牛付近

北西部に下部層が，南東部に上部層が露出する（例えば，

から皆野南方の黒谷に続く出牛－黒谷断層とともに秩父盆

渡部ほか，1950a の第 18 図）
．北西部では秩父帯や山中地

地中新統の東縁を画する（註 10）．秩父盆地南東部の中新

溝帯の地層を不整合で被うことが多いが，東部や南部では

統最上層で注目されるのは，角礫岩層が多産し，しかも東

基盤と断層で接する．地層の時代は化石や挟在する火山灰

縁の断層に近いほど厚さが増す傾向が認められることであ

層のフィッション・トラック年代から推定されており，最

る（秩父盆地新第三紀団体研究グループ，1991, 1994）
．礫

下部は前期中新世末から中期中新世初期の 16Ma 前後とみ

種は主に秩父帯起源とみられる砂岩・泥岩・チャート・石

られ（高橋ほか，1989；足立ほか，1998；大平・秩父盆地

灰岩で，なかには径 8m を超える巨大角礫も見られるとい

団体研究グループ，2006）
，最上部については浮遊性有孔

う．一部には下位の中新統からもたらされたと考えられる

虫化石帯 N10 の下限付近（中期中新世の 15-14Ma）との

泥岩や砂岩の礫も含まれ，秩父帯起源とみられる円礫も産

推定がある（Matsumaru et al., 1982）
．したがって，現在見

する．このような産状から浮かび上がるのは，カキ床の化

られる秩父盆地の中新統は，前期中新世末から中期中新世

石など浅海を示唆する化石の産出とあわせて（渡部ほか，

にかけて 1-2 m.y. 程度の期間に堆積したものと考えられる．

1950a； 秩父盆地新第三紀団体研究グループ，1991）
，断層

盆地北西部の不整合面上には基盤岩起源の角礫や亜角

崖など急峻な斜面近傍の浅海に堆積した不淘汰な重力流堆

礫からなる不淘汰な崖錘性堆積物様の礫岩層が見られ，

積物というイメージである．この急峻な地形の原因となっ

その上に花崗岩巨礫が目立つ礫岩層が重なる（渡部ほ

た断層がその後も活動を続け，一部は逆断層として現在も

か，1950a；藤本ほか，1953；秩父盆地団体研究グループ，

盆地東縁を画する断層として残存しているのではなかろう

1999）．後者がここで礫の年代を報告する牛首峠礫岩で，

か．中新統の堆積時には地表に出現していなかったとみら

地層名は分布の中央部に位置する峠の名称に由来する．こ

れる三波川帯が現在のように広く露出するに至った過程に

れらの基底礫岩類は山麓の浅海に堆積した臨海扇状地（fan

は，この断層の活動も関与していたことは間違いないだろ

delta）堆積物と推定され，層厚や礫種の側方変化が著し

う．

い．所によっては夾炭層も見られる（渡部・飯島 , 1959 の

じゅうし

くろや

さて，ここで礫の年代を報告する牛首峠礫岩であるが，

第 3 図）
．牛首峠礫岩の場合，最大の厚さは約 200m と見

この地層は秩父帯起源の礫よりも礫径が大きく円磨度も高

積もられるが，南方 1.3km 位の地点では 10m 程度にまで

い花崗岩類や片麻岩類（マイロナイト様岩）の礫に富む

薄化するという（秩父団体研究グループ，1999）
．基底礫

ことで特徴付けられ，一部にアルコ－ス質砂岩層が挟ま

岩層の側方変化は秩父盆地の北縁や皆野から金沢にかけた

れ，上位にもアルコ－ス質な砂岩層が重なる（渡部ほか，

地域でも注目されていて，礫種の構成は当時の供給源の地

1950a；秩父団体研究グループ，1999）．花崗岩類の円礫は

質を反映していると解される（渡部・飯島，1959；小野，

径 20-30cm に及び，礫の間をアルコース質な砂岩が埋め，

2004）．重鉱物の摩耗が少ないことからも，
供給源が近かっ

砕屑物の供給源で花崗岩質岩体がかなりの比率を占めてい

たと推定されるという（佐藤，
1955）
．牛首峠礫岩の存在は，

たことを物語る．小野（2004）は牛首峠礫岩の円礫として

その近傍に今はない花崗岩質岩体が存在したことを示唆す

更に花崗斑岩，マイロナイト，粗粒な黒雲母片岩およびホ

る．一方で，秩父盆地中新統の下部層（渡部ほか，1950a

ルンフェルスを報告している．

の赤平層）には，三波川帯から砕屑物の供給を受けたとい
う証拠が見あたらないという（佐藤，1955）
．現在は盆地
の東側に広く露出している三波川帯が，中新統が堆積を

3．年代測定の試料と結果

始めた頃には露出しておらず，現在とは全く異なる地表地

1）年代測定試料

質が展開していたらしい．これは秩父盆地付近だけでなく

A）下仁田地域

関東山地北縁部の中新統に共通した特徴の様で，藤本ほか

下仁田地域では，A-1）骨立山凝灰岩，A-2）跡倉礫岩，

（1953, p.40）は「関東山地北縁部の中新統には三波川帯起

A-3）ホルンフェルス，および A-4）断層ガウジについて予

源の変成岩礫はごく稀かほとんど含まれることがない」と

察的な検討を行った．試料の採取位置を図 3 に示し，結果

いう主旨の指摘をしている．

は図 2 にも含めてある．

秩父盆地南東部の横瀬川周辺には，秩父盆地中新統の

A-1）骨立山凝灰岩（89010401b）：試料は石淵から赤津

最上部が分布する．その東縁は断層に断たれ秩父帯や三

の集落に渡る赤津橋のたもとの鏑川左岸で採取したもの
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れていないか極めて少ないと判断された．予察のため，2 ヵ

状で溶結構造は見えず，帯磁率は 0.5-1.5⊗10 SI で 0.7⊗10 SI

所の露頭から代表的な岩相で破砕や変質が比較的少なそう

程度の低い値が多かった．斑晶は主に石英・斜長石・カ

な輪郭のはっきりした礫をひとつずつ選んで採取した．

リ長石で（<2mm）
，自形の石英には融食の跡も見られた．

試料 89010701a は小北野の沢と南牧川の合流点で採取し

長石は極微細な包有物のため濁った感じを与える．少量で

たもので，この付近の礫を代表すると見なされる径 20cm

はあるが黒雲母の仮像と思われる絹雲母・炭酸塩鉱物・微

程の円礫である．鏡下の観察では副成分鉱物としてス

細な不透明鉱物などの集合体も認められた．石基は微細粒

フェーンを含む黒雲母トーナル岩に区分されるが，少量の

で，火山ガラスや溶結組織（新井ほか，1966, p.15）は確

カリ長石も含む．スフェーンは 0.1-1mm 程で比較的大き

認できなかった．絹雲母や炭酸塩鉱物からなる微細な網状

な粒子は明瞭な自形を呈する．変質鉱物としては緑泥石・

脈が斑晶と石基を切っている．年代測定は鉱物分離で抽出

絹雲母・緑廉石・炭酸塩鉱物などが認められた．これらに

したカリ長石について行われた．測定試料の調製法は，以

交代されて黒雲母は残っていない．炭酸塩鉱物は微細な脈

下に記載する試料も含めて，従来の報告と同様である（例

として主要造岩鉱物を切る場合もある．試料 89010802 は

えば，佐藤ほか，1990；佐藤，2009, 2010, 2011）
．

長源寺橋の数 10m 上流側で採取したもので，この付近を
代表すると見なされる径 30cm 程の円礫である．鏡下の観

：これらの試料
A-2）跡倉礫岩（89010701a, 89010802）

察では微量のスフェーン（<0.5mm）を含む角閃石・黒雲

は跡倉の南牧川左岸の河床で跡倉礫岩の円礫から採取した

母花崗閃緑岩に区分される．鉱物量比の測定をしたわけで

ものである．この付近の露頭では径 10-30cm の花崗岩類

はないが，上記の試料よりカリ長石に富むため花崗閃緑岩

の円礫が密集し，隙間をアルコース質と思われる砂岩が埋

に区分した．角閃石も黒雲母も緑泥石・緑廉石・プレーナ

め，ざくろ石を含むホルンフェルスの小礫も含まれる（新

イト（葡萄石）
・炭酸塩鉱物などに交代されてほとんど残っ

井ほか，1963）
．礫岩の一部には葉理の明瞭な砂岩層の挟

ておらず，外形や劈開の痕跡からもとの鉱物を判定した．

みも見られた（東西系の走向で傾斜はほぼ垂直）．礫の帯

両試料とも一部で造岩鉱物が割れたり斜長石のアルバイ

-3

磁率は 0.2⊗10 SI 程度かそれ以下と極めて低く，鏡下の観

ト式双晶が曲がったりする例は見られるが破砕の程度は比

察でも磁鉄鉱は変質で消失した訳ではなく，もともと含ま

較的軽微であって，マイロナイト化も認められなかった．

89010401b
(Kf 50.7 Ma)

89010808

89032407

(Wr 60.4 Ma)
(Hb 120 Ma)

(Wr 57.5 Ma)

89032410

(Cm 63.6 Ma)

89010701a
(Kf 84.2 Ma)

89010802

(Kf 88.6 Ma)

0

1

km

図３．下仁田地域での年代測定試料の採取地点．
国土地理院 2 万 5 千分の１地形図「下仁田」
（2002 年 5 月発行）を利用．試料番号の下に測定試料（Hb: 角閃石 , Kf : カリ長石，Wr: 全岩，
Cm: 粘土鉱物）と年代値を示した．
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しかし，角閃石や黒雲母は変質してほとんど残っていない

崗岩－花崗閃緑岩で，細粒の黒雲母花崗岩・マイロナイト

ため年代測定の対象にはならず，斜長石は絹雲母化を受け

化した花崗閃緑岩・黒雲母片岩なども見られた．帯磁率は

ている．粒間を埋めて産するカリ長石は鏡下では包有物も

測定した全ての礫で 0.1⊗10-3SI 程度かそれ以下という極め

なく新鮮に見えたので，これを測定対象とした．代表とし

て低い値を示した．代表的な試料を採取して鏡下観察の結

て選んだ 2 つの花崗岩質礫が，いずれも実質的に磁鉄鉱を

果，最も変質の少ないものを年代測定の対象に選んだ．変

欠き，スフェーンを含むことが注目される．少なくとも自

質の多少に関わらず，
鏡下でも磁鉄鉱は確認されていない．

形性の明瞭なスフェーンは，変質の産物ではなくマグマ性

年代測定の対象とした礫は弱い片状構造のある角閃石黒雲

の鉱物と判断される．

母花崗岩で，わずかながら石英が細粒化した兆候が認めら
れる．黒雲母（<2mm）は定向配列をなす半自形－他形で

：試料
A-3） ホ ル ン フ ェ ル ス（89010808, 89032407）

産し，緑泥石化は 1/5 以下と見積もられた．斜長石やカリ

89010808 は小北野の沢で南牧川から約 250m の地点で採取

長石の変質はほとんど認められないが，角閃石は緑泥石や

したもので，暗灰色塊状の珪質泥岩源と思われる細粒のホ

炭酸塩鉱物に交代されているので，黒雲母とカリ長石の年

ルンフェルスである．斑状変晶状の角閃石（<0.8mm）と

代を求めた．

微量のざくろ石（<0.1mm）を含むが，黒雲母の仮像らし
い微細な緑泥石（<0.05m）や石英の細脈（幅 <0.2mm）も

2）結果

含まれ，熱水変質を受けているとみられる．同じ沢の入り

年代測定の結果を表 1 にまとめて示した．データは試料

口付近のホルンフェルスには緑廉石の細脈も見られた．こ

の採取順に配列し，年代の計算に用いた定数は表の下に示

の試料については全岩の他に角閃石を濃集した試料につ

した．以下に結果に対する評価を示す．

いても年代を測定した．試料 89032407 は，南牧川から約

：この試料は 50.7∓1.6Ma
A-1）骨立山凝灰岩（89010401b）

700m 遡った大北野の沢の中流で，川井山石英閃緑岩体に

という古第三紀始新世初期の年代を与えた．試料がいくぶ

近接する露頭から採取したホルンフェルスである．鏡下で

ん変質していること，カリ長石の閉鎖温度が 200℃を下ま

は黒雲母の仮像らしい緑泥石が定向配列する微細なブロッ

わること（例えば，柴田，1991； 兼岡，1998, p.20）を合

クの複雑な集合体のような奇妙な構造が見られ，径 0.2mm

わせ考えると，得られた年代値をそのまま凝灰岩の形成年

大のざくろ石結晶が 1 粒だけ見出された．ブロックの境界

代と即断するわけにはいかない．この年代値よりいくぶん

の一部には緑泥石が産し，プレーナイトや炭酸塩鉱物の細

古い年代を想定しておくのが無難であろう．骨立山凝灰

脈も見られることから，この岩石は破砕と熱水変質を受け

岩については，これまでに 57.6±3.0Ma というジルコンの

ているように思われる．この試料については全岩年代のみ

フィッション・トラック年代が報告されている（竹内・牧

を求めた．

本，1991）．彼らの試料の詳しい採取地点は分からないが，

：これは大北野の沢を南
A-4）断層ガウジ（89032410）

本報告の試料採取地点に近い鏑川河岸で採取されたものら

牧川から 350m 余り遡った地点で見出したホルンフェルス

しい．これら 2 つの年代値には誤差を超えた差が認められ

と跡倉層の境界をなす断層破砕帯の試料である．この断層

るが，これは何を意味するのだろうか．

は緩傾斜で，上位のホルンフェルスと下位の跡倉層の砂泥

カリ長石の K-Ar 年代とジルコンのフィッション・トラッ

互層が破砕帯を介して接していた．一地点のみのデータで

ク年代は，どちらも閉鎖温度が低いため，この特徴を逆用

あるが，水簸によって 2µm 以下の粘土鉱物を濃集させた

して徐冷する岩体の冷却史を解析する手掛かりとしても使

試料について年代を検討したので，この機会に合わせて報

われてきた（例えば，Hurford, 1986； 柴田ほか，1988； 佐

告する．

藤ほか，1989, 1990）．それぞれの閉鎖温度を検証するた
め，日本の白亜紀花崗岩類について同一試料のカリ長石の

B）秩父盆地

K-Ar 年代とジルコンのフィッション・トラック年代を比

秩父盆地で検討したのは牛首峠礫岩の花崗岩礫 1 試料の

較したところ，両者はほぼ等しい年代値を与えるという興

みである．この試料（88050303）は牛首峠礫岩の分布の中

味深い結果が得られ，少なくとも花崗岩質岩体の徐冷とい

央部にある牛首峠の南約 150m 地点の沢底で採取したもの

うケースでは 2 つの年代の閉鎖温度がほぼ等しいことが示

である．この地点では径 20-25cm の花崗岩質な円礫－亜

唆された（Shibata et al., 1990； 柴田，1991）．しかし，こ

円礫が集積し，その間をアルコース質砂岩が埋めていた．

の規則性が熱水変質といった開放系の 2 次的変化にそのま

礫の多くは弱い片状構造をもつやや粗粒な角閃石黒雲母花

ま適用出来るのかどうかは明らかではない．カリ長石とジ
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表１．関東山地北縁部 跡倉クリッペの跡倉礫岩・接触変成岩・断層粘土，骨立山凝灰岩および秩父盆地の牛首峠礫岩の K-Ar 年代．
Table 1 K-Ar ages of Atogura conglomerate, contact metamorphic rocks and fault caly within the Atogura Klippe, Kotsutateyama tuff,
and Ushikubitouge conglomerate within the Chichibu Basin in the northern Kanto Mountains, central Japan.

ルコンでは 2 次的変化のプロセスでの挙動が異なるかも知

構造（高木・藤森，1989）は見られず，他の場所で採取し

れない．カタクラサイト化を受けた岩石ではカリ長石の方

た比較的変質の少ないとされるトーナル岩礫でペルム紀

がやや若い年代を示す兆候も認められる（柴田，1991）．

の K-Ar 角閃石年代が得られていることから（高木ほか，

骨立山凝灰岩について得られた 2 つの年代値も，同一試料

1992），これらの礫も川井山石英閃緑岩体と一連の岩体か

について得られた訳ではなく，両者の違いも同一花崗岩試

らもたらされたとみるのが順当であろう．

料について得られている年代差のばらつきの範囲にある．

一方，副成分鉱物のスフェーンに注目すると，筆者らが

結局，骨立山凝灰岩について見出された 2 つの年代の差異

観察した試料では，今回検討した礫に含まれるような自形

に地質学的な意味があるかどうかは確言できない．この凝

の結晶が見出されたのは，川井山岩体ではなく四又山岩体

灰岩の形成時期を確定するためには，2 次的な影響を受け

であった．検鏡した試料数がそれぞれの岩体で 3 個と少な

にくいジルコンの U-Pb 年代のような年代値を新たに求め

いので更に調べる必要があるが，前期白亜紀の岩体起源と

ることが望ましい．その際，外来性ジルコンの影響を排除

いう可能性を排除しなくてもよいかも知れない（註 11）．

する必要があるのは言うまでもない．なお，関東山地北縁

もし仮に今回検討した礫が四又山岩体のような岩体からも

部では，寄居－小川地域の寄居酸性岩類（寄居石英斑岩や

たらされたのだとすると，前期白亜紀の花崗岩礫は跡倉

寄居溶結凝灰岩類とも呼称）で類似の年代が得られている

層やその相当層にはこれまで知られていないので，新たな

ことを付け加えておこう（表 2a）
．

知見となる．これは跡倉層が堆積した後期白亜紀には近傍
に前期白亜紀の岩体が既に存在していたことを示唆するた

：これらの試料
A-2）跡倉礫岩（89010701a, 89010802）

め，跡倉ナップ形成史の議論にひとつの手掛かりを与える

はそれぞれ 84.2±2.6Ma, 88.6±2.8Ma という後期白亜紀の年

ことになる．しかし残念ながら，今回のデータだけでは礫

代を与えた．これは跡倉礫岩に関する既存の年代値（276-

を供給した岩体とその形成時期を特定することは出来ず，

175Ma）とは全く異なる．しかし，今回の 2 つの測定結果

骨立山凝灰岩の場合と同様に，2 次的な影響を受けにくい

はかけ離れた年代値ではなく，地質学的に何らか意味のあ

年代値の補充が求められる．

るようにも思われる．これらは変質を受けた岩石のカリ

また，礫の起源がペルム紀か前期白亜紀かどちらの岩体

長石について得られた年代であるから，上述のようにこ

であるにしても，得られた年代値は本当に変質作用の時期

の鉱物の低い閉鎖温度を考慮すると，原岩の形成年代の上

を示すのか，部分的な Ar の逸散で中間的な年代を示して

限を示しており，むしろ変質作用の時期を記録している

いるのではないか，更には跡倉ナップ形成史にどう位置づ

可能性が高い．礫の供給源としては近傍のペルム紀の川井

けられるのかといった検討が必要である．もし，跡倉層上

山岩体か前期白亜紀の四又山岩体と一連の岩体が想定され

部に産した化石から推定された時代（100-90Ma 頃）が礫

よう．検討した礫には四又山岩体に特徴的とされる片麻状

の堆積時期を示し，得られたカリ長石年代が変質作用の時
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期を示すのだとすると，この変質作用は礫岩の堆積最末期

いからである．跡倉ナップの形成史解読のためには，断層

かその直後に生じたことになる．2 つの試料の採取地点の

の活動時期を特定する必要があると思われるので，将来の

間にある礫岩とホルンフェルスの境界付近には熱水変質の

研究の発展に期待したい．

著しい部分があって，礫も基質も変質を受けている（註 7）．
このような部分のカリ長石の年代を求めて今回のカリ長石

B）秩父盆地の牛首峠礫岩（88050303）

年代と比較してみるのも一案であろうし，更には多種の年

牛首峠礫岩の花崗閃緑岩礫については，黒雲母とカリ長

代学的手法を併用して礫と礫岩の熱史を詳しく解析してみ

石がそれぞれ 64.4±2.0Ma および 56.8±1.7Ma という古第三

るという正攻法もある．

紀初頭の年代値を与えた．寄居－小川地域の五反田礫岩な

ところで，熱水変質の熱源としては何が考えられるだろ

ど後期白亜紀花崗岩類の冷却史の検討例から判断して（佐

うか．跡倉ナップ形成前の構造帯深部という環境も候補の

藤ほか，1990 の ﬁg.2），この礫も後期白亜紀岩体の徐冷に

ひとつに挙げられよう．南牧川周辺の跡倉層分布域には安

よって比較的閉鎖温度の低い黒雲母とカリ長石が古第三紀

山岩質な岩脈も産する（内田，1966b, 第 5 図）
．これらは

初頭の年代を記録する結果になっていると考えられる．五

中新世末－鮮新世の本宿カルデラの活動に関係した岩脈と

反田礫岩の花崗閃緑岩礫では，黒雲母とカリ長石がそれぞ

みられるが，この火成活動が跡倉礫岩に何らかの影響を与

れ 64.6±2.0Ma および 60.3±1.8Ma という今回の結果に極め

えた可能性も排除しきれないだろう．

て近い年代値を与え，角閃石について得られた 70.2±3.9Ma
という後期白亜紀の年代値も合わせて，それらの閉鎖温度

A-3）ホルンフェルス（89010808, 89032407）：これら 2

から 36℃ /m.y. という冷却速度も見積もられている（佐藤

試料については，全岩でそれぞれ 60.4±2.8Ma および 57.5±

ほか，1990 の ﬁg.2）．五反田礫岩と同様に牛首峠礫岩にも

1.9Ma，前者の角閃石について 120±7Ma という前期白亜紀

顕著な変質は認められないので，これらの礫岩について得

から古第三紀まで分散する年代を与えた．試料 89032407

られた年代データは，礫の供給源となった岩体の年代や

はペルム紀の川井山石英閃緑岩体の直近で採取されたもの

冷却史をかなり忠実に記録していると期待される．小野

で，近傍の露頭から採取されたと思われるホルンフェルス

（2004）も同じ牛首峠礫岩のマイロナイト化した花崗閃緑

については 93.8±4.7Ma という K-Ar 全岩年代が報告されて

岩礫の黒雲母について 67.9±1.5Ma の K-Ar 年代を報告して

いる（竹内・牧本，1991）
．このホルンフェルスは川井山

いる．これも今回得られた黒雲母年代に近く，2 つの礫が

岩体の貫入を受けているとされ，地域は異なるが東方の金

同一あるいは一連の後期白亜紀岩体からもたらされたこと

沢地域のホルンフェルスでは近くの石英閃緑岩体の黒雲

を物語る．

母に似た 220Ma という黒雲母年代も見出されている（表

秩父盆地中新統の基底部に産する礫岩層については，産

2a）．下仁田地域で指摘されるホルンフェルスと石英閃緑

状や礫種の構成などから，礫や基質の供給源が近傍に存在

岩体との貫入関係が確かなものだとすると（註 12），ホル

したと推定されることは既述の通りである（例えば，
佐藤，

ンフェルスについて得られた若い年代値は全て 2 次的な若

1955； 渡部・飯島．1959； 小野，2004）．牛首峠礫岩につ

返りを受けたものだと解釈せざるを得ない．検討した試料

いても同様であったとすると，その岩体は秩父帯の構造

では鏡下で変質の証拠が認められるのであるが，多岐にわ

的上位に存在したことになる．牛首峠に最も近い後期白亜

たる年代を個別に評価することは難しい．

紀花崗岩体は比企丘陵に産する越畑岩体であり，この岩体

おっぱた

は牛首峠から東に 30km 余りも離れている点が注目される
：ホルンフェルスとその下
A-4）断層ガウジ（89032410）

（図 1）．この点は跡倉ナップの構成要素と規模について手

位の跡倉層との境界に産する断層ガウジ（89032410）につ

掛かりを与えるので，考察の項でもう一度触れることにし

いて得られた 63.6±2.0Ma という年代も，ホルンフェルス

たい．

や跡倉礫岩で見られた変質の影響を受けている可能性が
あって，解釈が難しい．断層ガウジには様々な段階の活動
を記録した鉱物が混在している可能性が高いので，予察的

4．考察：跡倉ナップの成因に関する課題

な検討では意義があるものの，粘土鉱物の濃集試料を用い

跡倉ナップとは，関東山地北縁部の三波川帯やこれに近

たとしても年代測定には限界があることは認めなければな

い秩父帯の構造的上位に広く分布していたが，浸食によっ

らない．このガウジ試料にも原岩の含カリウム鉱物と変質

て大半が失われ，現在は下仁田・金沢・寄居－小川の 3 地

でできた粘土鉱物などが混在している可能性を排除できな

域にクリッペとしてわずかに残存していると想定されたい
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わば仮想の地質体である．このような見方は 1950 年代に

成には時代ごとに固有な共通性も認められる（柴田・高木，

は詳細な野外調査を基に「押し被せ構造」として提起され，

1989）．これらのことは，跡倉層とその相当層がどの地域

半世紀以上も経た現在もその基本的なイメージは受け継が

でもクリッペの主要構成要素となっていることと合わせ

れている．しかし，クリッペ群を構成する岩塊は多様で相

て，
“跡倉ナップ説”を補強するデータと言えよう．ただ

互関係も複雑であり，個別岩塊の起源についても多様な見

し，後期白亜紀－古第三紀火成岩類の全てがクリッペ群の

解が併存してきた．1980 年代には放射年代のデータが蓄

構成要素という訳ではない．寄居－小川地域の寄居酸性岩

積されてクリッペ群の実態がかなり鮮明になったが，跡倉

類がクリッペ群の北端部を構成していることに異論はない

ナップの内容については今も研究者の間で見解の一致を見

と思われるが，下仁田地域の平滑花崗岩体や比企丘陵の越

ていない部分があり，成因が完全に解明されたとは言い難

畑花崗岩体の帰属については，既に述べたとおり議論のあ

い．ここでは，これまでに得られている放射年代のデータ

るところであり，少なくとも現在見られるクリッペ群から

を収集・編纂し，今後の課題について若干の考察を試みた

は除外すべきである．しかし，これら西南日本内帯類似の

い．

後期白亜紀花崗岩体が，寄居－小川地域の中新統五反田礫
岩の堆積期には，近傍のクリッペの上位に存在したと推定

1）跡倉ナップ構成要素の年代と異地性花崗岩類の特徴

されることから（佐藤ほか，1990），筆者らは後期白亜紀

既存の文献から入手できた火成岩類と変成岩類の年代値

の花崗岩塊も跡倉ナップの一部を構成していたと考えてい

を，クリッペ群とその周辺の火成岩体（表 2a）および礫

る．このような現在は見られない後期白亜紀の岩塊を「領

岩層（表 2b）に分け，地域ごとに公表順に配列した一覧

家ナップ」として跡倉ナップからは分けて考察する方法も

表を作成した（註 13）
．クリッペ群の分布する三波川帯の

あるが（小野，2004），下位のクリッペ群との関係がよく

北側には下仁田と比企丘陵に花崗岩体が露出するので（図

分からないので，ここでは跡倉ナップの一部として扱って

1 の黒色部），それらの年代データも表に含めた．下仁田

いる（註 14）．

や寄居付近には後期白亜紀－古第三紀の火山岩類も産し，

クリッペ群に含まれる変成岩類は火成岩類と比べて量的

跡倉ナップとの関係が判然としない岩体もあるが，取得で

にはわずかであり，特に広域変成岩は金沢地域と寄居－小

きた全ての年代データを表に含めてある．礫岩層は礫の起

川地域で小規模な岩塊が見出されているだけである
（小野，

源となったものの後に消滅したとみられる地質体の情報を

1985, 2000；高木・藤森，1989）．接触変成岩としてはホル

提供してくれる貴重な記録媒体なので，表 2b には中新統

ンフェルスが下仁田地域にややまとまった分布をなすもの

だけでなく山中地溝帯白亜系のデータも含めた．この表で

の（図 2），金沢地域と寄居－小川地域では 5 万分の 1 地

は，岩体名や岩石名および年代の数値や誤差の表示は基本

質図には表現できないほどの微小岩塊として産するだけで

的に原著のままとしたが，地名はできる限り現地の読み方

ある（高木・藤森，1989；竹内・牧本，1991）．これらの

に従って表記した（註 3, 4）
．カリウム含有量は K-Ar 年代

ホルンフェルスはペルム紀花崗岩に貫かれるとされるが，

を測定した試料の純度や変質の度合いについて手掛かりを

年代測定の結果は金沢地域の黒雲母の 220Ma 以外はペル

与えることがあるので，K2O 重量％表示に統一して併記

ム紀より遙かに若い白亜紀から古第三紀にわたる分散した

した．全体の年代分布を把握しやすくするため，図 4 には

年代値となっている（表 2a）．年代値の分散と筆者らの検

年代値を地域別のヒストグラムで示したが（同一試料で複

討した試料の鏡下観察から，貫入岩体より大幅に若い年代

数の鉱物年代が得られている場合は最も古い年代値のみ図

は 2 次的な変質を反映したものと解されるが，その変質が

示）
，ここでは測定した岩石を花崗岩・火山岩・接触変成岩・

ナップ形成過程の何を意味するのかは分からず，今後の課

広域変成岩の 4 種類に分け，鉱物名や全岩など測定対象を

題として残された．

明示した．

花崗岩類は，上述のように，跡倉ナップの中で跡倉層や

これらの表や図には測定した岩石種や測定対象の閉鎖温

それに相当する白亜系に次いで重要な位置を占めていたと

度に関わりなく入手できた全てのデータを盛り込んである

思われる．それらは時代的にはペルム紀・前期白亜紀・後

ので一見煩雑だが，下仁田地域から寄居－小川地域に至る

期白亜紀の 3 期に分かれ，上述のように Sr 同位体組成に

クリッペ群分布域とその近傍のどこにもペルム紀と後期白

も固有の特徴が推定される（註 15，図 5）
．これらの花崗

亜紀－古第三紀の年代を示す珪長質火成岩類があって，下

岩類は形成時期が異なるだけでなく，異なる島弧海溝系の

仁田地域と金沢地域には前期白亜紀の花崗岩塊も見出され

火成活動場でできたと考えられるので，もともとは互いに

ていることが注目される．花崗岩類の岩質や Sr 同位体組

かなり離れていた可能性が高い．Sr 同位体初生値は若い
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図４．関東山地北縁部に分布する跡倉ナップと内帯型地質体および周辺の礫岩層の礫の年代データのヒストグラム．
表 2a, b の年代データを図示．同一岩石試料について複数の鉱物年代が得られている場合には，徐冷の効果や若返りの可能性を考慮して，
最も古い年代値のみを示した．簡略化のため寄居－小川地域の緑色岩メランジュのデータは除外してある．金沢地域や寄居－小川地域にも
跡倉層相当とされる礫岩が産するが，礫の年代は得られていない．地質時代の年代区分は Gradstein et al. (2012) に基づく．
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表２a．関東山地北縁部の跡倉ナップとその隣接岩体に含まれる火成岩と変成岩の放射年代．
Table 2a, Radiometraic ages of igneous and metamorphic rocks from the Atogura Nappe and conterminous blocks in the northern Kanto Mountains,
central Japan.

関東山地北縁部の異地性岩塊や礫岩に含まれる珪長質火成岩類の年代

表２b．関東山地北縁部の跡倉ナップとその周辺の礫岩層に含まれる火成岩と変成岩の礫の放射年代．
Table 2b, Radiometraic ages of igneous and metamorphic rock clasts from the conglomerate formations in and around the Atogura Nappe in the northern
Kanto Mountains, central Japan.
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ほど大きく，時代と共に地殻物質の関与が増大していく傾

る．しかし既述のように，秩父盆地の北西縁に産する牛首

向が見られ（図 5）
，花崗岩質マグマの形成場が未成熟な

峠礫岩が，近傍に後期白亜紀の異地性花崗岩塊が存在して

島弧のような環境から大陸地殻縁辺部の陸弧の様な環境へ

いたこと示すのだとすると，跡倉ナップの幅は 20km 程度

と進化していった様子が浮かび上がってくる．それら異な

にまで広がることになる．牛首峠周辺でも，寄居－小川地

る地帯でできた花崗岩体の一部が異地性岩塊として関東山

域と同様に，後期白亜紀花崗岩塊の下位に金勝山岩体や跡

地北縁部という日本列島全体から見ればかなり狭い範囲に

倉層相当の岩塊が存在したのかどうか，明確な証拠は見つ

集積し，少なくとも 16Ma 前後の時期には共存していたこ

かっていないが，牛首峠礫岩にはホルンフェルスの礫も見

とが重要である．そのような集積する変動がいつどのよう

出されていることが注目される（小野，2004）
．

にして起こったのか，興味深い問題である．小野（2002）

ホルンフェルスは一般に花崗岩質マグマの貫入に伴う接

は大規模な地質帯の消失を伴う白亜紀中期の横ずれ変動を

触変成作用で形成される岩石であり，跡倉クリッペ群のホ

提案している．筆者らに対案がある訳ではないが，消失し

ルンフェルスもその一例と考えられる．したがって，秩父

た地帯はどこに行ったのか，特にその下部地殻やマントル

盆地の中新統堆積当時はまだ花崗岩の貫入を受けていない

はどのように挙動したのかなどが，今後の課題として残さ

秩父帯は，ホルンフェルスの供給源の候補から排除され，

れているように思われる．

以下の 3 つの可能性が残る．
すなわち，
（1）跡倉ナップ起源，
（2）山中地溝帯白亜系の礫の再移動，および（3）内帯の

2）跡倉ナップの規模と礫岩

花崗岩地帯からの運搬，である．ホルンフェルスは小規模

今は大半が消失してしまった跡倉ナップの規模はどのよ

ながら跡倉ナップの基本的な構成要素であり，牛首峠礫岩

うに想定されるだろうか．その拡がりが現在クリッペ群の

に最も近い金沢地域のクリッペ群にも存在が確認されてい

分布する三波川帯程度であったとすると，幅はせいぜい

るから（高木・藤森，1989），可能性しては（1）が最も高

10km ほどであり（図 1）
，ナップ構造が初めて記述された

いとみてよい．ホルンフェルスの礫は寄居－小川地域のク

ヨーロッパ・アルプスなどの 50-100km といった規模（例

リッペ群を構成する寄居層などにも産するから（例えば，

えば，植村・水谷，1979）と比べてかなり小さいことにな

小野，2000），礫の再移動の可能性も考えられる．（2）の
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図５．関東山地北縁部の跡倉クリッペ群と内帯型地質体に産する花崗岩類の年代と Sr 同位体初生値の特徴．
柴田・高木（1989）の結果を図示．下仁田地域の後期白亜紀千平岩体については年代値が求まっていないため 65Ma を仮定して初生値を計算
してあるが，仮に 250Ma を仮定して計算しても初生値は 0.70613 となって川井山岩体の初生値よりずっと高い．この図の後期白亜紀花崗岩類
の年代幅は，関東～中部地方の還元型花崗岩体の代表的な黒雲母 K-Ar 年代（佐藤ほか，1992）を参照．酸化型・還元型の区分については佐藤（2003）
や Sato(2012) を参照．
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山中地溝帯白亜系起源については，少数ながらホルンフェ

た可能性が高い．もっとも，ナップの幅がどこでも同じで

ルス礫の存在も報告されているので（武井，1975）
，可能

あったと考えなければならない理由はないから，ナップの

性は低いとは思われるが否定し去ることはできない．（3）

南縁は変化に富んでいたのかも知れず，南縁について現状

の内帯は，跡倉ナップを経由して来なければならないので，

以上の証拠を集めることは難しい．

起源の可能性は皆無に近いだろう．
今後の検証が必要だが，

それでは，北縁の拡がりについてはどう考えたらよいの

後期白亜紀花崗岩塊の下位に寄居－小川地域のクリッペ群

だろうか．跡倉ナップのクリッペ群は主に三波川帯に分布

と同様の岩塊が重なる積層構造が牛首峠礫岩の付近にも存

し，一部が秩父帯に分布する（図 1）．現在関東山地の北

在し，そこからホルンフェルスがもたらされた可能性は充

縁部には三波川帯が広く露出しているが，16Ma 前後の中

分考えられる．いずれにしても，後期白亜紀の花崗岩塊も

新統堆積初期にはまだ露出していなかったと考えられるこ

跡倉ナップの一員とする立場からは，ナップの南端が牛首

とは既に述べたとおりである．つまり，三波川帯は跡倉

峠礫岩付近まで広がっていたと推定される．

ナップに覆われていて堆積物を供給できなかったというわ

一方，藤本ほか（1953, p.39）は，秩父盆地南西端の三

けである．これは研究史の初期から提起されてきた魅力的

峰口付近では礫のほとんど全てが秩父帯起源とみられ，牛

な解釈で，実際にクリッペ群の周辺に分布する堆積物は花

首峠礫岩のような花崗岩礫は見られず，花崗岩質な砂岩も

崗岩礫やアルコース質砂岩など供給源に花崗岩質岩体や秩

発達していない，と指摘している．秩父盆地中新統下部層

父帯の地層が露出していたことを示唆するものばかりで

の重鉱物を調べた佐藤（1955）によると，盆地西縁部では

ある．この解釈に基づくと，跡倉ナップの幅は冒頭に述べ

南北で鉱物の組み合わせや摩耗度が著しく異なり，北半分

た 10km 程度かそれ以上ということになる．問題はナップ

（山中地溝帯南縁附近より北側，図 1 参照）には花崗岩起

の北限と現在の三波川帯の北限が一致していたのかどうか

源とみられる鉱物が多産し，とくに摩耗度の少ないジルコ

という点にある．図 1 に示すように，五反田礫岩や牛首峠

ンや褐廉石は花崗岩礫中のものに良く似ているという．こ

礫岩に礫を供給した花崗岩塊と同時代でかつ還元型に属す

れらの記載に基づくと，跡倉ナップの南縁が山中地溝帯を

るという点でも同類（例えば，佐藤ほか，1992）の後期白

越えて更に南にまで広がっていた可能性は小さいと思われ

亜紀の花崗岩体が三波川帯の北側に接近して分布する．こ

る．また，秩父盆地東縁でも黒谷付近まで秩父帯起源の礫

れらがもともと一連の地質体を構成していた可能性は高い

に混じって花崗岩類の礫が見られるという（小野，2004,

が，ナップの一部であったかどうかは不明である．これら

p.398）．秩父帯起源の礫も各地で共存することから，当時

も跡倉ナップの一部だとすると，ナップの規模は三波川帯

の跡倉ナップが秩父帯を隙間なく被っていたとは考えられ

の北縁よりいくぶん北に広がることになる．
既述のように，

ないが，少なくともその一部が秩父盆地北縁までは広がっ

これら内帯類似の後期白亜紀花崗岩体が異地性なのか現地

ていたのであろう．この推定はまた，ナップの一部が秩父

性なのかについては，長年にわたって異なる見解の併存が

陥没盆地を形成した変動に巻き込まれて現在も中新統の下

続いており決着を見ていない（例えば，武井，1982；柴田・

位に残存している可能性すら浮かび上がらせる．これは今

高木，1989； 小野，2004）．ボーリングなどで検証するこ

のところ空想に過ぎないが，三波川帯北端から牛首峠礫岩

とが望まれる．

までの距離からみて（図 1）
，関東山地北東縁部での跡倉

この項の最後に，関東山地の主要な地質帯である山中地

ナップの最大幅は 20km 程度かそれをいくぶん上まわると

溝帯についても言及しておきたい（図 1）．山中地溝帯に

見積もられることになる．

ついては，東部の白亜系最上部三山層に含まれる花崗岩礫

さて，このようなナップの拡がりが西方の下仁田地域で

の黒雲母と白雲母について三畳紀－ジュラ紀の 226-195Ma

も想定できるのかは興味深い課題である．下仁田地域の中

および白亜紀中頃の 110-81Ma という K-Ar 年代が得られ

新統にも花崗岩礫は産するが（例えば，新井ほか，1966），

ていることが注目される（表 2b, 図 4）．これらは雲母鉱物

巨礫の目立つ五反田礫岩や牛首峠礫岩の様な地層は見つ

にしては K2O 含有量が低いので，徐冷の効果の上に 2 次

かっておらず，礫の年代学的検討もされていないため，手

的な若返りの影響も重なっている可能性があって評価が難

掛かりに乏しい．今のところ，下仁田地域では現在見られ

しいが，白亜紀中頃の花崗岩礫が四又山岩体（ca.110Ma）

るクリッペ群の南側まで跡倉ナップが広がっていたという

相当の年代を持つ岩塊からもたらされた可能性は充分に考

証拠は得られていないが，この地域ではクリッペ群に比べ

えられる．山中地溝帯の白亜系は断層を介して秩父帯の

て秩父帯が更に高所に露出しており，仮に秩父帯の上位に

ジュラ系と接触しており（例えば，武井ほか，1977）
，こ

中新統が存在していたとしても新期の隆起・浸食で消失し

れまで明確な不整合関係は認められていないから，三山層
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が現在の位置で堆積したという確たる証拠はない．
しかし，

も痕跡が残されているはずである．しかし東北日本に目を

もし堆積後の大規模な水平移動がなかったとしたら，関東

向けると，太平洋岸には白亜紀から古第三紀の地層が余り

山地の北部には三山層の堆積場に礫を供給した花崗岩塊が

褶曲することもなく整然と重なっていて，古第三紀の大規

存在した可能性が考えられる（武井，1975）
．その状況は

模な短縮変動という変動像は浮かび上がってこない．東北

古第三紀と考えられる跡倉ナップ形成の前の時代であるか

日本では別の地帯で短縮歪みが解消されたのか，あるいは

ら，そのような花崗岩塊は跡倉ナップに属していたのでは

跡倉ナップを形成した変動は関東山地や西日本に局在さ

なくて，後に跡倉ナップに巻き込まれたという可能性も浮

れた現象だったのだろうか．更に視野を広げると，古第三

かび上がってくる．山中地溝帯の花崗岩礫は，跡倉ナッ

紀の変動としてまず浮かび上がってくるのが太平洋プレー

プの規模に関する束縛条件を提供することはできないが，

トの運動方向の変化である（例えば，Condie, 2001）．これ

ナップを構成する花崗岩類の由来を考える際の手掛かりの

はハワイのホットスポットの軌跡から推定されるもので，

ひとつになるだろう．

43Ma 頃の比較的短期間に起こった進行方向の急変である．
跡倉ナップの形成も 1-2m.y. といった短期間の急激な事変

3）跡倉ナップの形成時期とその背景

だったのか，それとも 10-20m.y. というような比較的長期

跡倉ナップの形成時期については，この地域の研究当初

にわたる事変だったのか，ナップ形成の具体的な時空像が

から後期白亜紀と中新世の間と考えられてきた（例えば，

解明されていない．このような興味深い根本問題が今後の

新井ほか，1963）
．これはナップに参加している最も新し

課題として残っているように思われる．

い地層が後期白亜紀で，これを不整合に被う地層が中新世

最後に中新世以降の変動の影響にも触れておきたい．下

であるとの判断に基づく．半世紀を経た現在でもこの見方

仁田地域では三波川帯の上位に低角断層を境として中新世

は余り変わっていない．寄居－小川地域のクリッペ群の一

以降の急傾斜した地層がのっている露頭が発見され
（小坂，

員と判断される（小野，
2000）寄居酸性岩類（図 1 のクリッ

1981），その近くで「跡倉衝上断層と牛伏衝上断層が重複

ペ群北縁の黒色部）について得られている古第三紀の年

する現象」から，中新世にも顕著な短縮変動があったとす

代（表 2a）も加味すると，形成時期の下限は古第三紀と

る見解も提示されている（鏑川団体研究グループ，1990）
．

なる．しかし，「おそらく古第三紀」という以上に詳しい

この解釈が正しいとすると，正断層とされ（藤本ほか，

時期の特定が出来ないでいるのである．特定の岩塊がナッ

1953），逆断層として活動したという報告のない大北野－

プに加わっていたかどうかを判定しにくい場合や岩塊の年

岩山断層は，
“牛首衝上断層”活動後の高角断層である可

代自体が不明確な場合もあり，また断層の活動時期を詳し

能性が出てくる．下仁田地域の中新統にも三波川帯起源と

く把握するのが極めて難しいという事情もある．今後これ

見なされる礫は知られていないので，中新統とその下位の

まで以上に詳しい解析は可能なのだろうか．筆者らにも妙

三波川帯との境界は，不整合よりは低角断層の可能性の方

案はないが，跡倉ナップの形成が地殻表層部の水平移動だ

が高いだろう．それは衝上断層なのかも知れない．しかし

けでなく上下変化も伴っていたらしいことを考えると，閉

ながら，下仁田北部から富岡方面に分布する中新統には短

鎖温度が 100℃程度と著しく低いアパタイトのフィッショ

縮変動を記録したような顕著な褶曲構造や逆断層が知られ

ン・トラック年代などが鍵になると期待される．秩父盆地

ていないのは何故だろうか．大北野－岩山断層の活動も含

の花崗岩礫のアパタイト年代からナップの形成時期を絞り

めて，中新世以降の変動が下仁田地域の地質構造に少なか

込む試みは今のところ成功していないようであるが
（小野，

らぬ影響を与えていることは確かなように思われるが，中

2004），跡倉ナップを構成する主要岩塊にもこの測定法を

新統基底部に見出された上記の低角断層は，大規模な短縮

適用して，それぞれの低温段階での熱史を検討してみる価

変動の証拠なのか，それとも隆起運動に伴う重力滑動の様

値はあるだろう．もちろん，変質の影響を受けにくいジル

な移動の痕跡である可能性はないのか，検証が必要なよう

コンの U-Pb 年代などから火成岩類の形成時期をより詳し

に思われる．

く決めていくことも重要である．
ところで，跡倉ナップは関東山地の北部に残る短縮変動

4）跡倉ナップの削剥史と青岩礫岩

の痕跡とされてきた．これが古第三紀に形成されたとした

青岩礫岩は三波川変成岩類に良く似た結晶片岩の巨大な

ら，日本列島の構造発達史にはどのように位置付けられる

角礫を多量に含む不淘汰な礫岩である．寄居－小川地域東

のだろうか．この短縮変動が日本列島全体に影響するよう

方の中部中新統に挟まれ，荒川河床の露頭を模式地とし南

な大規模な変動の一部であるとすれば，日本の他の地域に

東の比企丘陵にも走向方向に沿った分布が見られる（小勝

関東山地北縁部の異地性岩塊や礫岩に含まれる珪長質火成岩類の年代
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ほか，1970；本間，1990）
．その存在は古くから知られて

であったかどうかは，跡倉ナップの基本的な性格に関わる

いたが（例えば，渡部ほか，1950b）
，礫の放射年代が測定

重要な問題であり，
今後の慎重な検討が必要と思われるが，

されたことはなかった．近年ようやく測定され，その結果

青岩礫岩の堆積機構も興味深い未解明の問題である．この

が礫の起源や三波川帯の削剥史について興味深い問題を浮

礫岩は，荒川河床の模式露頭では緑色片岩や泥質片岩を主

かび上がらせている（新井ほか，2009）
．

とするが，比企丘陵の越畑花崗岩体の南西側に点在する露

青岩礫岩の主要構成礫である結晶片岩 6 試料について得

頭では花崗岩類（117, 91Ma）も多産し，場所によって礫

られた K-Ar 白雲母（phengite）年代は 124-83Ma の広範囲

の供給源が異なることを物語る．礫構成の著しい側方変化

にわたる（表 2b）
．このうち 90Ma より若い 2 試料につい

や角礫を主とする不淘汰な産状は，供給源が近傍に存在し

ては，これまで関東山地の三波川帯で得られている K-Ar

たことを示唆する．礫の移動機構としては通常の河川によ

年代（87-53Ma）
（註 16）の比較的古い年代値や寄居町の

る運搬ではなく，地すべりや土石流で運ばれた可能性が高

結晶片岩について最近公表された 89Ma の K-Ar 年代（小野，

いと思われる．角礫が円磨されることなく運搬される機構

2014）に対比できるが，他の 4 試料の年代は（124-92Ma）

として，地震や津波による崖錘堆積物の再移動といった堆

それらより明らかに古い．新井ほか（2009）は，このよう

積環境の激変を想定してもよいかも知れない．しかし，ど

な“古い三波川変成岩”が現在の三波川帯の上位に存在し

のような運搬機構を想定するにしても，礫の供給源として

たが，青岩礫岩が堆積した 15.4Ma 頃から削剥が始まって，

特定できる地質体は近傍の地表には見あたらない．ここで

現在では消滅してしまっていると推定した．しかし，青岩

注目されるのが結晶片岩礫と混在する花崗岩類の礫であ

礫岩とほぼ同時期かそれより若い地層が関東山地北縁部に

る．その年代や Sr 同位体初生値は，跡倉クリッペ群に散

広く分布するにもかかわらず，三波川帯起源の砕屑物が青

在する前期白亜紀花崗岩類に近く（新井ほか，2009）
，阿

岩礫岩以外に報告されていないのは何故だろうか．もっと

武隈山地の花崗岩類に似るとも言える（図 5）．このこと

も，本間（1990）によると，荒川河床の中部中新統荒川層

は“古い三波川変成岩”も跡倉ナップの一員であった可能

には，青岩礫岩だけでなく，結晶片岩の円礫や砂粒も見出

性を示唆する．角礫の供給源が近傍に存在したと考えざる

されるという．それらも“古い”のかどうか分からないが，

を得ないことから，筆者らは越畑花崗岩体の南西縁附近に

詳しく調べれば変成帯の削剥史を探る手掛かりが得られる

生じた断層崖から青岩礫岩の巨大角礫が供給された可能性

かも知れない．

を想定してみた．断層崖が地震断層なら青岩礫岩は“大地

関東山地北東縁部の中新統下部層は，アルコース質砂岩

震の化石”とも言えよう．この断層崖には跡倉ナップだけ

など花崗岩起源の堆積物が卓越し，三波川帯起源の砕屑物

でなく，下位の三波川帯も露出したかも知れない．あるい

がほとんど見られないという特徴があることは古くから注

は，比較的若い結晶片岩礫は下位の三波川帯ではなくナッ

目されてきた．中新統の堆積が始まった 16Ma 前後には，

プ形成時にナップに巻き込まれた三波川変成岩塊からもた

三波川帯は跡倉ナップに被われて地表には現れておらず，

らされたのかも知れない．ただし，この想定には，青岩礫

堆積物を供給できる状態にはなっていなかったと解されて

岩中に越畑岩体の様な後期白亜紀の花崗岩類や変成岩類が

きたのである．このような跡倉ナップの削剥史が正しいと

見出されていないという難点がある．あるいは越畑岩体は

すると，中新統の堆積開始からから約 1m.y. 経過した頃に，

既に著しく風化が進んで礫を供給できるような状態ではな

削剥レベルが“古い三波川変成岩”にまで及び，青岩礫岩

かったのかも知れないが，この岩体周辺の地下の構造もよ

に礫を供給する条件が整ったことになる．この約 1m.y. の

く分かっておらず，このような断層崖が出現したのかどう

間に積層構造をなすナップが上位から削剥され中新統の堆

かも定かでない．他の角礫岩層とも比較しながら，青岩礫

積場に移動していったのだとすると，青岩礫岩の供給源と

岩の成因解明が進むことを期待したい．

なった岩塊は五反田礫岩などの給源となった後期白亜紀花

跡倉ナップ削剥過程について，上記では非常に単純化し

崗岩類（例えば，佐藤ほか，1990）の下位に挟在していた

て記述したが，実際の時間経過はもっと複雑だったと思

と推定される．現在のクリッペ群にはそのような変成岩塊

われる．中新統の礫を詳しく調べると，最下部層にも跡

は知られていないが，もし残存しているとすれば，それは

倉礫岩相当の礫岩が礫として混入しており（渡部・飯島，

越畑花崗岩体の下位の可能性が考えられよう．これは越畑

1959, p.610），結晶片岩や御荷鉾緑色岩類の礫も見られる

岩体も跡倉ナップの一員であるという見解を受け入れた想

という（本間，1990, p.48；牧本・竹内，1992, p.82）．秩父

定であるが，その当否は掘削によって検証可能と思われる．

盆地の中新統最下部層にも秩父帯起源の礫が頻出する（例

ところで，上記の“古い三波川変成岩”がナップの一員

えば，渡部・飯島．1959； 小野，2004）．跡倉ナップ全体
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としては積層構造をなしていたにしても，中新統堆積開始

倉ナップを形成した時代の詳細やテクトニックな背景につ

時には削剥が進んで起伏に富んだ地形が展開し，クリッペ

いては未解明の部分が残されている．

に近い地質状況が出来上がっていたのだと推察される．跡

わずかに残されたクリッペ群から元のナップの実態を解

倉ナップが形成された古第三紀から削剥は続いていたので

明することは，
もともと難しい課題なのであろう．
更にナッ

あろう．前期中新世末（16Ma 前後）の海進（地殻の沈降

プの実像や運動像に迫るためには，2 次的な変化を受けに

と海水準変動）によって，ナップ構成物が堆積物として近

くい年代や逆に 2 次的変化を敏感に記録する年代など，こ

傍の地層に記録され始めたのだと考えられる．五反田礫岩

れまでとは異なる年代学的手法も必要になってくるだろ

の例にも見られるように（渡部ほか，1950b；佐藤ほか，

う．礫岩からのアプローチは，消滅した地質体について有

1990），ナップの一部は海面下に没して中新統に被われた．

力な情報を提供してきたが，礫の産出自体が限られている

この海進をもたらした地殻変動は日本海の拡大とも関係し

という限界があった．今後は小礫や砂岩にも注目してその

ていただろう．したがって，視野を広げてみれば，背弧拡

鉱物組成やジルコンなど重鉱物の年代と化学組成から起源

大という変動が関東山地の跡倉ナップ削剥史を地層として

を探るといった研究も必要なのではなかろうか．

記録することにつながったとも言えよう（註 17）
．
さて，跡倉クリッペ群が三波川帯の中でも主に御荷鉾緑

謝辞

色岩類地帯に分布することを冒頭で紹介した．これは，ど
う説明したらよいのだろうか．
「構造的上位にある低変成

地名の読み方に関して，筆頭著者の中学校時代の恩師で
あおくら

度域にのみ跡倉ナップの一部が残っているのであって，隆

ある福田

稔先生（下仁田町青倉在住）からご教示頂いた．

起・削剥によって大部分のナップとその下位の低変成度変

そのほか下仁田町役場，下仁田町自然史館，秩父市役所，

成岩が消滅した区域には変成度の高い変成岩が露出してい

皆野町役場，埼玉県立自然の博物館などの機関からもご教

る」と捉えることも可能だろう．この問題は跡倉ナップの

示を受けた．原稿を査読された物質・材料研究機構名誉研

形成と三波川帯の隆起・削剥過程の実像解明という課題に

究員の小野

もつながる．異なる閉鎖温度をもつ鉱物年代から変成帯の

て有益であった．以上の皆様に深謝します．

晃博士からのご助言は，草稿の改善にきわめ

冷却史を把握するとともに，周囲の地層に含まれる鉱物粒
の年代や化学組成に着目して砕屑物の時間変化を追跡する
といった手法を組み合わせることによって，この変成帯の

＜註＞

隆起・削剥の歴史の一面を詳しく読み解くことが可能にな

註1）メランジュ（メランジェ，メランジとも）というカタ

るかも知れない．関東山地北縁部には，中新世という一時

カナ用語は，地質学の論文や教科書には既に頻繁に登

期ではあるが，隆起・削剥史の記録媒体となりうる堆積物

場しているので（例えば，植村・水谷，1979）ここで

が残されている．今後の研究に期待したい．

も用いた．小野（1996）はナップ形成前の構造帯を想
定して「跡倉メランジュ帯」という用語を提起してい

5．あとがき

る．メランジュの語源は混在物を意味するフランス語
の mélange で，地質学的には断層運動や付加体の形成

関東山地北縁部の岩石試料の未公表年代データを公表す

過程などで初生の岩石や地層が 2 次的に移動して連続

る機会に，既存の年代データとも合わせて跡倉ナップと関

性が断たれ，多種類の岩石が複雑に混ざり合ってでき

連する研究の歴史を概観し，今後の課題を考えてみた．そ

た地質体を指す．テクトニックメランジュを直訳すれ

の結果，1950 年代の研究初期の詳細な野外調査と化石に

ば「構造性混在岩体」とか「断層性混在岩体」となろ

よる地層の時代判定で，跡倉ナップの基本的な構造がかな

う．例えば「クリッペ」に相当する「根無し山（地）塊」

り的確に把握されていたとの印象を強くした．その後，研

のように，もう少し一般市民が受け入れ易い日本語は

究初期には取得不可能であった火成岩や変成岩の放射年代

ないものだろうか．

のデータが蓄積され（註 18）
，跡倉ナップ構成岩塊の時代
や岩石種の多様性が把握されて，全体がテクトニック・ブ

註2）神農原礫岩の産状と年代についてはいくつかの興味深

ロックの集合体であるという姿が鮮明になった．この過程

い記述が見られる．藤白ほか（1995）は神農原礫岩の

で年代学の果たした役割は非常に大きかったと言えよう．

上に中新統が整合に重なるとしたが，
新井ほか（1966）

しかし，断層活動の時期を特定する困難さも反映して，跡

は ,「第三系」
（ここでの中新統）基底部の不整合とみ

関東山地北縁部の異地性岩塊や礫岩に含まれる珪長質火成岩類の年代

られる多数の地点を詳しく観察して，大半が不整合と
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沼岩体」
・
「千平岩体」
などと表記することにする
（図 2）
．

判定できることを強調している．
また，
新井ほか
（1966）
は「神農原礫岩が千平駅近くの梅沢で川井山花崗岩体
まいた

註4）地質学の論文や報告書には地名の誤記がしばしば見ら

を不整合に被う」とも記述しているが（p.14）
，蒔 田

れる．「御荷鉾」はよく知られた例であるが，藤岡市

付近の礫岩は神農原礫岩との区別が難しいとしつつ

と万場町の境界部にある山の名である．現地では「み

も（p.20）
，西牧川河床の「第三系」に対比して（彼

かぼ」と呼ばれ，国土地理院の地形図にも「みかぼ」

らの第 1 図），三波川帯や跡倉層の上に神農原礫岩が

とルビが振られている．しかし，この地域に分布する

堆積したという証拠は提示していない．上記の梅沢の

緑色岩類の名称に採用されて以来「みかぶ」と書かれ

花崗岩体は，高木ほか（1989）が「千平花崗閃緑岩」

るようになってしまい，外国語表記の論文などでは現

と名付けた岩体で，川井山石英閃緑岩とは岩質が異な

地名との違いが表面化する．本稿では，なるべく現地

り Sr 同位体初生値も高く（柴田・高木，1989）
，滑や

に確認して地元の呼び方に従うように努めた．表は英

蚊沼の花崗岩体と同様に内帯類似の性格を持つとい

語表記とし，Atogura 以外の岩体名と岩石名は原著の

う（図 2，5）．これらの判定が正しいとすると，神農

通りとしたが，地名は確認できた限り地元の読み方に

原礫岩は内帯類似の地質体の上に堆積したのは確かだ

従って表記した．佐藤ほか（1990, p.125）や佐藤・石

が，三波川帯や跡倉ナップの上位に堆積したのかどう

原（2011, p.112）でも誤記の例を指摘したことがある

かは分からないということになる．しかし一方で，藤

が，下仁田地域で今回指摘する明らかな誤記は以下の

本ほか（1953, p.31）は，蒔田北西の「横瀬川の谷で

通りである．

御荷鉾緑色岩類が神農原礫岩によって不整合に被われ

漢字表記

＜誤った読み＞

＜正しい読み＞

る」という趣旨の記述を残しており，この礫岩層が三

跡倉

あとくら

あとぐら

波川帯や跡倉ナップの上位にも堆積したことが示唆さ

大北野

おおきたの

おおぎたの

れる．神農原礫岩は基本的には内帯類似の火成岩礫で

小北野

こきたの

こぎたの

構成されているので，その分布と時代の詳細が明らか

「跡倉」については，研究初期の論文で英語の表題

になれば，跡倉ナップの実像解明に貢献するところが

や要旨に Atokura と書かれたことが誤用の発端になっ

大きいと思われる．

たと思われる（藤本ほか，1953；内田，1961；新井ほか，
1963）．
「跡倉」の読みは，当時も今も「あとぐら」で

註3）
「平滑花崗岩」は西牧川と小坂川の合流部の「滑」付

あって，
「あとくら」ではない．なお，
新井ほか（1966）

近の岩体の名称で，周囲の後期白亜紀花崗岩体の総称

の地質図（第 1 図）には，大北野と小北野をそれぞれ

としても使われている（例えば，高木・藤森，1989）
．

大立野と小立野とした誤植がある．

この名称を論文で最初に使ったのは新井ほか（1966,
p.10）と思われるが，そこには「なめえ」とルビが振

註5）大北野－岩山断層
（大北野－岩山線という表記もある）

られている．これは後の研究でも踏襲されているため，

を西南日本の中央構造線の延長部とする見解が多い．

岩体名称は基本的には原著に従うという本稿の原則に

中央構造線の定義を三波川帯の地表分布の北縁断層と

従ってあえて変更はしなかったが（表 2a）
，命名の経

するならこの見解は妥当であろう．しかし，下仁田地

緯を探ってみた．現地の地名は「滑」であり，国土

域ではこの断層の北側に領家帯の変成岩は見出されて

地理院の地形図にもそのように記されている（図 3）
．

いないので，中央構造線の定義を三波川帯と領家帯の

地元ではこの場所をすべて「なめ」と呼び「なめえ」

境界断層とするなら，その条件を満たしているとは言

とは発音しないが，地籍図には「平滑」という小字名

い難い．この問題については更に注釈が必要である．

が残っているという（下仁田町役場総務課）
．論文が

新井ほか（1966）の地質図（第 1 図）によると，大北

書かれた 1960 年代にはそのような小字名と発音が使

野－岩山断層はそのまま東方に続き，蒔田周辺では

われていたのか，あるいは著者らの聞き間違いに起因

断層の北側にも三波川帯が広く露出していて（図 2）
，

するのか，今回の聞き取り調査からは判然としなかっ

その西縁を画する北西－南東方向の断層（新井ほか，

た．調査を進めたうえで，地元の地名表記に従った岩

1966 の千平－蒔田線）
の位置づけが問題となる．なお，

体名に改訂すべきであろう．本稿では，下仁田町の 3

内田（1962a）や新井ほか（1966）の地質図には，上

つの主要花崗岩体につき，必要に応じて「滑岩体」
・
「蚊

記の千平－蒔田線の東側の三波川帯の上に不整合に重
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なると推定した「第三系」が描かれているが，高木・
藤森（1989）の地質図（Fig.2）にはそのような地層

註8）骨立山凝灰岩や神農原礫岩が跡倉ナップの構成員であ

は描かれておらず，この「第三系」を神農原礫岩に含

るのかどうかは，ナップ形成時期の判断材料のひとつ

めてその東側を断層が通ると解したらしい．図 2 もそ

となるが，註 2 でも記述したように判然としない．こ

れに従ったが，蒔田付近の「第三系」と千平－蒔田線

れにも関連して，藤本ほか（1953, p.31）には以下の

の評価が大北野－岩山断層の解釈に直結する問題であ

ような興味深い記述が見られる（一部略）
．「大北野－

ることは確かである．

岩山断層の北側には第三系が分布しているのである
が，下仁田町東方の清泉寺の境内にはこの第三系の下

註6）南牧川の中ノ萱付近における跡倉層と秩父帯（主に

位に跡倉礫岩及び礫質砂岩などが露出し，その下位に

チャート）との関係は必ずしも明瞭にはなっていない

衝上面をへだてて破砕された御荷鉾式緑色片岩が窓状

が，内田（1961）による詳細な地質調査の結果や内田

に現れている．
」この文章は，第三系が三波川帯の構

（1978, p.19）の「野々上クリッペが秩父帯にのり，基

造的上位にも産することを指摘すると同時に，大北

盤岩との境界は断層」
との記述から，
両者の境界はナッ

野－岩山断層北側の第三系の下位にも三波川帯が伏在

プの定義通り衝上断層と判断した．四又山南東斜面に

する可能性を示唆している．清泉寺は下仁田駅の東

露出する石灰岩体（図 2）の起源として秩父帯以外は

500m 付近に位置し（図 3）
，「この第三系」は市街地

考えにくいこともナップの下位に秩父帯が伏在するこ

の西牧川河床で見られる中新統の東方延長部と解され

とを示唆する．この石灰岩体に近い秩父帯には，長年

る（彼らの第 6 図）
．「跡倉礫岩及び礫質砂岩」との関

にわたって石灰石が採掘された石灰岩体が賦存する

係については明記されていないが，境界が断層である

（内田，1961 の第 5 図）
．なお，新井ほか（1963, p.22）

とすればその評価が問題となるし，不整合であるとす

は，跡倉層の中ノ萱礫岩が「古生層」を不整合に被う

れば「この第三系」がナップの上にも堆積したことに

と記述している．この「古生層」が秩父帯の地層かど

なる．もし「礫質砂岩」が神農原礫岩の一部であるな

うかが問題で，跡倉層の一部であるなら衝上断層とし

ら事態は更に複雑になる．いずれにしても，寺の位置

た上記の判断の障害にはならない．

が中央構造線の延長とされる大北野－岩山断層の東方
延長部にあたる点に注意が必要である．露頭に乏しい

註7）跡倉クリッペ群に産する“ホルンフェルス”は，大

ためか，彼らの地質図には寺の周辺に断層が描かれて

北野や小北野で見る限り細粒の塊状岩であったが，

いないのであるが，もし大北野－岩山断層を三波川帯

2014 年 12 月に再訪した跡倉の南牧川左岸の露頭では，

北縁の断層と定義するなら断層は寺の北側を通ること

チャート様珪質層と石灰岩層の互層が再確認された．

になり，逆に断層が寺の南側を通るなら大北野－岩山

これらが一続きの地質体なら，
“ホルンフェルス”の

断層は三波川帯内部に生じた新期の正断層ということ

原岩は半遠洋性堆積物だった可能性が考えられる．こ

になって，状況はむしろ蒔田付近と似てくる．この問

の“ホルンフェルス”は跡倉礫岩によって不整合に被

題は重要と思われたので，2014 年 12 月の再訪では清

われるとされ（新井ほか，1963, p.27-28）
，長源寺橋

泉寺も訪れた．しかし残念ながら，論文の出版から半

の上流 200m 附近に新たに掛けられた青倉大橋（2008

世紀以上を経た境内に，彼らが記述した様な露頭を発

年竣工）の下で，今でも両者の境界が観察される．し

見することはできなかった．

かし，当時から指摘されたように，破砕や変質のため

ここで言う「蒔田付近」とは図 2 の蒔田の南東側で

明瞭な境界は認め難く，断層破砕帯が熱水変質を受け

大北野－岩山断層延長部附近を指す．この付近にも，

て固結した可能性も考えられる．この附近は特に変質

下位の三波川帯との接触関係は不明だが，
「第三系」

が強く，礫を切る緑廉石脈も見られる．内田（1966a,

が分布する（内田，1962a，第 8 図）
．その東側の野上

p.8-9）もこの附近には緑廉石脈が発達していると報

川上流では，ほぼ水平な断層を境に三波川帯の上にの

告している．南牧川周辺の跡倉層分布域には安山岩質

る砂泥互層（東西系で 50 度以上の急傾斜）から中新

な岩脈も産する（内田，1966b, 第 5 図）
．これらは中

世以降と鑑定される化石が発見されたという（小坂，

新世末－鮮新世の本宿カルデラの活動に関係した岩脈

1981）．これらのことは，西牧川河床の大北野－岩山

と推定されるが，この火成活動が跡倉礫岩に変質をも

断層北側の中新統の下位にも三波川帯が伏在する可能

たらした可能性も排除しきれないだろう．

性を示す．この断層が中央構造線の延長であって三波
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川帯内部の断層ではないことを証明するためにも，地
下構造の解明が求められる．

註12）大北野のホルンフェルス試料 89032407 の採取地点
は，川井山石英閃緑岩体の南縁にごく近い．付近の予

註9）秩父盆地の中新統に限らず，地層の定義や名称は変更

察的な調査では，両者の構造的な接触を示唆するかの

されることがあり，
「新称」もしばしば登場する．地

ような直線的な境界は見られたが，貫入関係を確認す

域地質の詳細な記載では重要であるが，秩父盆地では

ることはできなかった．近傍の石英閃緑岩体も破砕と

研究例が多いだけに煩雑であり，それらの紹介は本稿

変質を受けている．

の主目的ではないので省略して，全体像の記述だけに
絞った．

註13）表 2 の年代データの採録にあっては，測定試料につ
いての記載がない資料や年代値だけが示された資料は

註10）
出牛－黒谷断層は，渡部ほか（1950a, p.68）では「出

割愛したが，そのような例はわずかである．今回の考

牛－黒谷線」と表記されている．これは金沢地域の出

察は図 1 の範囲に限定し，吉見丘陵は割愛した．テー

牛峠から南方へ黒谷を経て堀の内に至る約 10km の区

マの性格上，三波川帯や秩父帯あるいは中新統に挟ま

間で確認される顕著な逆断層で，金沢付近の跡倉層相

れる火山灰の年代データは除外されている．

当層も中新統も断層の近くは破砕されているという．
金沢付近では断層に近い中新統下部層が著しく変形し

註14）跡倉ナップの定義は研究者や研究の時期により少し

て翼部が直立するほどの褶曲構造を示す（渡部・飯島，

ずつ異なる．例えば，高木ほか（1992, 1995）は，従

1959 の第 1 図）．一方，盆地南東縁部の断層は直立か

来の跡倉ナップを跡倉層からなる
「狭義の跡倉ナップ」

西に傾く正断層とみられ（渡部ほか，
1950a の第 18 図；

とその構造的上位に重なる金勝山石英閃緑岩体やホル

秩父盆地新第三紀団体研究グループ，1991 の第 4 図）
，

ンフェルスからなる「金勝山ナップ」に区分している．

盆地北東縁の断層とは異なる．しかし，秩父盆地中新

一方で，ホルンフェルスと跡倉層の境界は一部断層だ

統の東縁を画する断層として，両者が連動した段階も

が基本的には不整合関係にあるので．
「
（狭義の）跡倉

あったのではないかと推察される．

ナップ」と「金勝山ナップ」を区別する根拠はないと
主張する意見もある（青木ほか，2003）．現状では異

註11）今回報告した跡倉礫岩の礫と酷似する礫が，寄居－

地性岩塊の移動時期が詳しく分かっているわけではな

小川地域の勝呂にある栃谷層の採石場（金勝山の南西

いので，本稿ではクリッペ群の異地性岩塊とその上位

約 1km）
でも見出された
（1989 年 3 月）
．小勝ほか
（1970）

に存在したことが確実視される後期白亜紀花崗岩塊を

も栃谷層の石英閃緑岩礫にチタン石（スフェーン）が

一括して跡倉ナップに含め，個々の岩塊がナップに参

含まれると報告し，
「金勝山石英閃緑岩体には燐灰石

加した時代が特定できた後で個別のナップを設定すれ

やチタン石がかなり多い場合がある」と記述している

ばよいのではないかと考えた．
従って，
本稿の跡倉ナッ

（p.427）
．詳細は不明だが，高木・藤森（1989）はペ

プの岩種の構成は従来の跡倉ナップと同様であり，小

ルム紀と前期白亜紀の両方の花崗岩塊にスフェーンが

野（2004）の「領家ナップ」も含むことになる．

含まれるとしている．スフェーンの産状や含有量に関
しては，どちらの花崗岩塊とも変化に富んでいるのか

註15）図 5 の後期白亜紀花崗岩体の Sr 同位体組成は，下仁

も知れない．いずれにしても，跡倉や勝呂の上部白亜

田地域と比企丘陵の内帯類似の花崗岩体について得ら

系の花崗岩質な礫に副成分鉱物として自形のスフェー

れたものであるが，同様の岩塊が跡倉ナップを構成し

ンが含まれるという共通点が見られることが注目され

ており，牛首峠礫岩や五反田礫岩の花崗岩巨礫を供給

る．自形のスフェーンを含む花崗岩類は，
北上山地
（宮

したと考えられる（例えば，佐藤ほか，1990）
．

古岩体）や阿武隈山地（塙岩体）の白亜紀岩体には知
られているが，それらは磁鉄鉱に富む酸化型であって，

註16）関東山地の三波川帯の年代範囲として示した 87-

今回検討した礫のような磁鉄鉱を欠く岩体ではない．

53Ma のうち，最も古い 87Ma を与えた石英片岩試料

スフェーンが目立つような還元型岩体は，少なくとも

は埼玉県比企郡堂平山の西方に位置する定峰峠で採取

国内には知られていないので，その形成条件に興味が

されたとされる（植田ほか，1977）．採取地点の詳細

持たれる．

は不明だが，峠の周辺には御荷鉾緑色岩類・泥質片岩
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類・蛇紋岩が分布する（5 万分の 1 地質図「寄居」）
．
牧本・竹内（1992, p.30）によると，この付近から寄
居－小川地域のクリッペ群分布域の三波川帯は変成度
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