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要旨：群馬－新潟県境の谷川連峰周辺に露出する谷川岳花崗岩体は，フォッサマグナ地域の新第三紀花崗
岩体の中でも甲府盆地周辺の中期中新世の岩体に次ぐ規模をもつ．谷川岳岩体については，既存の研究で
鮮新世の年代が得られていたが，このように若い花崗岩体が何故ここに大規模に露出しているのか興味深
い．ここでは予察的な年代測定結果を報告すると共に，岩体周辺の新第三系の層序から火山活動の推移を
検討し，併せてフォッサマグナ全域の珪長質火成活動の時空分布と比較した．その結果，谷川岳岩体は中
新世以降の地殻変動パターンから推定される基盤の構造境界に 6-5Ma頃に迸入し，第四紀の急激な隆起
で大規模に露出するに至ったと推定された．岩体形成の時期は関東山地－南部フォッサマグナ地域で認め
られる新第三紀の火成活動の活発な時期「茂来山期」と「本宿期」のうちの後者に相当する．

キーワード : フォッサマグナ，本州弧，群馬，新潟，谷川連峰，谷川岳，水上，花崗岩体，黒雲母，K-Ar年代．

Abstract： Tanigawa-dake granitoid pluton is widely exposed in the Tanigawa Mountains along the boundary 
between Gunma and Niigata Prefectures, central Japan. The relatively large exposure probably of Pliocene age 
pluton, comparative to the size of Middle Miocene granitoid plutons around the Kofu Basin, suggests significant 
uplift since its emplacement. Herein, we report a K-Ar biotite age of 3.5 ∓ 0.2Ma for a granodiorite sample collected 
from the marginal part of the pluton. The age data in conjunction with stratigraphic data around the Tanigawa 
Mountains suggest that the Tanigawa-dake pluton was emplaced along a tectonic boundary inferred from the 
Miocene-Pliocene stratigraphy in the area, and was eroded mainly in the Quaternary period (2.6-0Ma). The age of 
emplacement corresponds to the “Motojuku” stage (ca.6-4Ma), the second stage of active magmatism in the Fossa 
Magna region, an island-arc junction in central Japan, since the Miocene.

Key Words：Fossa Magna, Honshu arc, Gunma, Niigata, Tanigawa Mountains, Minakami, granitoid pluton, biotite, K-Ar age.

1．はじめに

フォッサマグナ地域は，伊豆－小笠原弧との接合部に

あたる本州弧の中央部に位置し，日本列島の中でもとり

わけ複雑な地質構造を呈する地域である．フォッサマグ

ナの範囲や成因については，日本の地質学の黎明期に E. 

Naumannが命名して以来，議論が続けられてきた．その

西縁については，糸魚川－静岡構造線とする見方が一般的

であるが，東縁を明確に定義できるような構造線は見あた

らず（註 1），この地帯の変動像が確定している訳ではな

い（例えば，山下，1995）．本稿では，関東山地の南側の

中新統分布域を南部フォッサマグナ，関東山地の北西～北

側の中新統分布域を北部フォッサマグナとし，両者とその

近隣部分も併せてフォッサマグナ地域という呼称を用いる

ことにしたい．近隣部分も含めるのは，関東山地西部だけ

でなく，赤石山地北部やここで取り上げる上越帯西部のよ

うに，境界とされる構造線をいくぶん越えて中新世－鮮新

世の珪長質火成岩類が広がっているからである．フォッサ

マグナ地域は中新世から現世に至るまで火山フロント付近

にあって火成活動が続いてきた地帯でもあって，島弧の接

合部はすなわち火山弧の接合部でもある．

図 1に示したように，このフォッサマグナ地域には中

新世－鮮新世の花崗岩質貫入岩体が多産する．これは日

本列島の他の地域には見られない特徴であり（佐藤ほか，
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図１．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)を簡略化，谷川岳岩体は図２を基に修正．先中新世基盤岩
類には古生代－中生代の変成岩や蛇紋岩や堆積岩およびジュラ紀付加体や白亜紀花崗岩体など多様な地質体が含まれる．中新世－鮮新世貫入
岩体の名称と年代に関する代表的な文献は，北から南へと以下の通り．Tg: 谷川岳（川野ほか，1992a；本研究），Ss: 須坂，Wd:和田峠（佐藤，
2012a），Mr：茂来山（佐藤・由井，2008，佐藤，2010），Tz：砥沢（佐藤，2002），Om：大深山（佐藤，2009a），Cb：秩父（Ueno and Shibata, 
1986），Kk：甲斐駒ヶ岳（佐藤ほか，1989），Ti: 円井（佐藤ほか，2015），Kf：甲府（佐藤ほか，2015），Mt：三頭山（佐藤，2011），Tn：丹
沢（佐藤ほか，1986, 1990, 2015; 佐藤，2014），Sb:下部（佐藤ほか，2015），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）．主な岩体はいずれも県境付近の山岳地帯に分布する．Mjは本宿カルデラ（佐藤，2005）．パイロフィライト鉱床は Sm（四万，鮮新世？），
Sy（信陽，8.5Ma）および Yj（余地，10.9Ma）（佐藤，2009b）．これらの鉱床は陸域の浅所で珪長質火成活動に伴って形成されたとみられる．
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谷川岳花崗岩体の年代

1992），フォッサマグナ地域の構造発達史を考える上で除

外することのできない重要な地質現象のひとつと思われ

る（例えば，佐藤ほか，2015）．これら貫入岩体の多くは

県境付近の山岳地帯に分布する．その中でも本稿で取り上

げる谷川岳岩体は，群馬－新潟県境の谷川連峰周辺に露出

し，甲府盆地周辺の大規模岩体に匹敵する規模をもつ（図

1）．谷川岳岩体は鮮新世に貫入したとされるが（川野ほか，

1992a），そのように若い岩体が中新世の甲府岩体や甲斐

駒ヶ岳岩体に匹敵する露出規模をもつのは何故だろうか．

フォッサマグナ地域の山岳地帯のどこにも花崗岩体が露出

しているわけではない．谷川連峰付近には，他より激しい

火成活動とか急激な隆起運動といった特殊な地質学的背景

があったのだろうか．これらの素朴な疑問は，基本的な問

題でありながら，充分に解明されているとは思われない．

これまでの研究で，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（佐藤・由井，2008；佐藤，2014，佐藤ほか，

2015）．中期中新世の 15-11 Ma頃（茂
も

来
らい

山
さん

期）と後期中新

世末－前期鮮新世の 6-4 Ma頃（本
もと

宿
じゅく

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

いるようにも見えるのである．こうした火成活動史の中に，

北部フォッサマグナの谷川岳岩体はどう位置づけられるの

であろうか．この岩体の時代については，鮮新世とする見

解に対して（川野ほか，1992a），後期中新世－鮮新世初期

の 10-5Ma頃に形成されたとの見方もあって（群馬県地質

図作成委員会，1999），形成時期について不確定な側面も

残されている．そこで本稿では，谷川岳岩体の年代の予察

的検討で取得しながら未公表になっていた 3.5∓0.2Maとい

う K-Ar黒雲母年代のデータを公表する機会に，岩体周辺

の新第三系の層序から火山活動の変遷を探りつつ，フォッ

サマグナ地域の他の岩体の時空分布と比較して谷川岳岩体

形成の背景について手掛かりを求め，今後の課題について

考えてみたい．

2．谷川連峰周辺の地質の概略と谷川岳花崗岩体

フォッサマグナ地域の花崗岩質岩体の分布を図 1に，谷

川連峰周辺の地質の概略を図 2に示した（註 2）．

1）谷川連峰周辺域の地質

谷川岳岩体が分布する群馬－新潟県境付近は，（1）先新

第三紀の蛇紋岩や花崗岩などからなる上越帯の基盤岩類

と，（2）それらを不整合に被う中新世以降の火山岩や堆積

岩からなる地層群とに 2大別される（図 1）．これらに迸

入した谷川岳岩体を含めて，一部が苗場山など第四紀火山

の噴出物に被われる（図 2）．（1）の基盤岩類は，古生代

の結晶片岩塊を含む蛇紋岩体や白亜紀の花崗岩体など多様

な地質体からなり，古生代の古期岩類やそれらを被うジュ

ラ紀岩
いわ

室
むろ

層などの浅海－非海成の中生界は，西南日本の飛

騨外縁帯に対比されている（例えば，Hayama et al., 1969; 

Yokoyama, 1992）．この基盤岩類は谷川岳付近を西縁とし

（註 3），それより西側には糸魚川－静岡構造線付近まで露

出が見られない（註 4）．一方，図 2の東方になるが，上

越帯の東側には足尾帯のジュラ紀付加体が分布する．上越

帯や足尾帯に迸入した白亜紀花崗岩体は（註 5），谷川岳

周辺に露出する基盤岩類の主要部分を占めており，時代は

未詳であるが，多数の岩脈に貫かれることが知られている

（例えば，茅原ほか，1981）．

上記の（2）は県境の南北でかなり異なる．群馬県側の

谷川岳周辺やその南側では，中新世以降の地層は（2-1）

海成層を含む前期－中期中新世の地層群と（2-2）陸上に

噴出した火山岩類からなる地層群に 2大別される（図 2, 6, 

7）．これに対して，新潟県側の魚野川周辺や魚沼丘陵付近

では後期中新世末－鮮新世まで海成層の堆積が続いたらし

く（茅原ほか，1981; 柳沢ほか，1985; 島津・立石，1993），

中新世－鮮新世の古地形は場所によってかなり異なってい

た可能性が考えられる．群馬県側では，前期－中期中新世

の地層群が傾斜して変質も受けているのに対して，後期中

新世以降の火山岩を主とする地層群は平坦な構造で特徴付

けられ，三峰山層や利根溶結凝灰岩層は変質も受けていな

いという（高橋ほか，1991; 群馬県地質図編集委員会，

1999）．後期中新統の平坦な構造は群馬県北部の広い範囲

に認められるらしく（群馬県地質図編集委員会，1999），

中期中新世後半（ca.14-12Ma）以降この地域が顕著な短縮

変動を免れた可能性が示唆されるが，この点については考

察の項でも取り上げてみたい．

2）谷川岳花崗岩体

谷川岳岩体は，上越帯西端部と中新統分布域にまたがっ

て，全体としては東北東－西南西方向に延びた分布をなす

（図 1）．岩体の分布域は東西約 35km，南北約 25kmの範

囲に及び，標高約 700-2200mの山岳地帯である．谷川岳

岩体は 3つの主要岩体とそれらの南側に散在するいくつか

の衛星岩体とからなる．主要岩体は東から西へ「巻
まき

機
はた

（山）

岩体」・「谷川（岳）岩体」・「赤湯岩体」などと呼ばれるこ

とがあり（茅原ほか，1981; 周藤・山岸，1988），東端の巻

機岩体は湯
ゆ

桧
び

曽
そ

川から巻機山まで南北に延びた形状が特徴

的である（図 2）．巻機岩体と谷川岩体は谷川岳付近の県

境部で連続性が途切れているが，この付近では上越帯の蛇
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紋岩や白亜紀花崗岩あるいは中新統下部層がルーフペンダ

ント状に産することが知られており（久保・木崎，1966; 

赤松ほか，1967; 茅原ほか，1981），両岩体は地下では一繋

がりの岩体になっているとみて間違いないだろう．3つの

主岩体はいずれも花崗閃緑岩を主とし，化学組成にも顕著

な違いは見られないことから（川野，2014; 川野ほか，

2015），全体としてひとつの巨大岩体を構成していると思

われるので，本稿ではこれらを一括して「谷川岳岩体」と

した（註 2）． 

谷川岳岩体は，調査が容易でない山岳地帯に分布し，顕

著な鉱化作用も知られていないためか，産状や岩質につい

て全体を包括的にまとめた資料は少ない．この岩体に関連

する研究は古くからあるが（例えば，豊田，1931; 相馬・

吉田，1964; 久保・木崎，1966; 赤松ほか，1967），いずれ

も谷川岳付近に限られたものであった．上州と越後を結ぶ

国境の幹線道（清水トンネル）が通るために注目を集め，

また開発が進んで接近が比較的容易だったからであろう．

近年になって，岩体全域を視野に入れた岩石化学的検討が

行われ，鉱物組み合わせや化学組成の概要が判明しつつあ

る（川野，2014; 川野ほか，1992b, 2015）．この岩体は，苦

鉄質珪酸塩鉱物として，黒雲母や角閃石や輝石を含み，

Fe-Ti酸化鉱物としては磁鉄鉱が卓越するため後述のよう

に高い帯磁率を示し，酸化型に分類される（佐藤ほか，

1992）．表 1には本研究による主成分組成のデータを示し，

図 3には既存のデータも加えて，主成分組成の特徴を

CaO-Na2O-K2O三角図に示した．谷川岳岩体の花崗岩類の

ほとんどが図の Granodiorite-granite trendに含まれる．この

楕円の範囲には，南部フォッサマグナの丹沢岩体などトー

ナル岩質岩体を除いて，フォッサマグナ地域の花崗閃緑岩

質岩体のほとんど全てが含まれるので（佐藤・石原，

1983; Sato, 1991; 佐藤 , 2012b; 佐藤ほか，2015），谷川岳岩

体もこの主要グループに属することになる．楕円から大き
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図 2．谷川岳周辺の地質概略図．20万分の 1地質図「高田」（竹内ほか，1994）および「日光」（山元ほか，2000）を参照，簡略化．本研究
の測定結果に加え，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，1984b; 川野ほか，1992a；久保ほか，
2013a）．河野・植田（1966）による年代値もあるが，試料採集地点の詳細が不明なので，この図には含めていない．年代値の前に付けた記号は
測定試料を示す（Bt：黒雲母；Wr：全岩）．本研究で 3.5Maの黒雲母年代を得た試料 TN-59に近接する地点で採取したと思われる試料については，
3.3Maの黒雲母年代が報告されている．（川野ほか，1992a）．また，本研究で化学組成を検討した試料 IW85-36と同一の花崗斑岩体については2.7Ma
の全岩年代が，試料 TN-91に近接する花崗閃緑岩試料については 70Maの全岩年代が報告されている（久保ほか，2013a）．
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く外れる K2Oに富む試料は，末期相やその岩脈とのこと

であるが，K2Oに乏しい試料の岩質や産状は不明である（川

野ほか，1992b）．いずれにしても，主要岩相は SiO2含有

量にして 60-65%程度のものが多く，比較的苦鉄質な特徴

が見て取れる．火山岩の分類に当てはめれば（LeMaitre, 

2002, p.37），SiO2の多い安山岩から SiO2の少ないデイサ

イトに相当する組成をもつことになる．本研究で分析した

湯桧曽川上流のマチガ沢付近で採取した花崗斑岩（IW85-

36）は（図 2，5），谷川岳岩体の後期相のひとつと思われ

るが，SiO2含有量が 70.1%であった（表 1）．

上述のように，本研究で検討した試料の鏡下観察でも既

存の記載からも，谷川岳岩体の花崗岩類には磁鉄鉱が副

成分鉱物として広く認められ，この岩体は酸化型に分類

されることが明瞭である（註 6）．本研究で分析した 2試

料（IW85-34, IW85-36）については高精度で帯磁率が測定

でき，それぞれ約 50⊗10-3SI, 30⊗10-3SIという高い値が得ら

れた（表 1）．滝沢・佐藤（1986）の調査時に野外で測定

した帯磁率のデータを図 4にヒストグラムで示した．この

図のように，谷川岳周辺で測定した谷川岳岩体の全ての岩

石が高い帯磁率を示す．この図には，比較のため谷川岳南

部に露出する熱変成を受けた苦鉄質岩や蛇紋岩および片品

川付近のジュラ紀岩室層の測定結果も示してある．この岩

室層は砂岩と泥岩からなり，堆積岩に一般的な極めて低い

帯磁率を示す．測定数が少ないので図示してないが，水上

駅の東南東約 17km付近の川場村に露出する白亜紀花崗岩

は 1⊗10-3SI前後の低い帯磁率を示したという（滝澤文教，

2015,私信；註 7）．谷川岳岩体周辺の白亜紀－古第三紀と

される花崗岩体については，系統的な帯磁率測定が行われ

ておらず，今後の課題として残されている．

谷川岳岩体の貫入時期については，鮮新世とする見解（川

野ほか，1992a）と後期中新世－鮮新世初頭の 10-5Ma頃

とする見解（群馬県地質図作成委員会，1999）があること

は冒頭で述べたが，詳しい記載を付した年代学的検討例は

多くない．最初に報告されたのは河野・植田（1966）によ

る K-Ar年代で，3試料の黒雲母について 24, 20, 6.5Maの

年代値が報告された．試料の詳細は不明だが 4.4-1.9Maの

フィッション・トラック年代を報告した講演要旨もある（雁

沢・久保田，1987）．その後，川野ほか（1992a）が試料

の採取位置や岩質も明記した 5試料について 3.9-2.9Maの

K-Ar黒雲母年代を報告して，この岩体を「谷川岳鮮新世
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日本の花崗岩の

 平均化学組成
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3: IW85-36
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図 3．谷川岳花崗岩体の CaO-Na2O-K2O 重量比．谷川岳岩体の花
崗岩類の主成分組成を図示．白抜き記号（〇）は川野ほか（1992b），
黒い記号（★）は本研究による．谷川岳岩体のほとんどは点線の楕
円で示した Granodiorite-granite trendの組成範囲に入り，ここでは除
外した苦鉄質包有物のデータも，この組成範囲の左下の端にプロッ
トされる．全体の変化傾向から大きくはずれた K2Oに富む岩石は岩
体中央部の分化相や岩脈とされるが，K2Oに乏しい１試料の産状や
岩質は不明（川野ほか，1992b）．フォッサマグナ－関東山地の花崗
岩体の多くがこの Granodiorite-granite trendの組成をもつのに対し，
丹沢岩体と甲府複合岩体南端部の芦川岩体や円井岩体はTonalite trend
の組成をもつ（佐藤・石原，1983; Sato, 1991; 佐藤，2012a, 2014；佐
藤ほか，2015）．丹沢層群や西八代層群などの中新世火山岩層に迸入
したこれら Tonalite trendの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（Sato, 1991; 佐藤ほか，2015）．日本の花崗岩
の平均化学組成は Aramaki et al. (1972)による．

表 1．谷川岳岩体の花崗岩類の化学組成．
Table 1 Chemical composition of granitoids from the Tanigawa-dake pluton 
in Joetsu area, central Japan
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深成岩体」と呼んだ．また最近になって，久保ほか（2013a）

が「マチガ沢花崗斑岩」についての 2.7Maおよび「みな

かみ花崗閃緑岩」（かつての水上石英閃緑岩）についての

70Maを，いずれも全岩について測定した K-Ar年代とし

て報告している（表 3）．この 70Maという年代値は，河野・

植田（1966）による年代値をめぐって長年続いてきた混乱

に解決の糸口を提供する結果になったので，考察の部分で

再度取り上げたい．

なお，谷川岳岩体北側の清
きよ

津
つ

川沿いには珪長質な浅所

貫入岩体である石英閃緑ひん岩体が分布し（図 2），柱状

節理の発達した清津峡は名勝・天然記念物（1941年国指

定）として（蟹沢，1992; 佐藤，1992），新潟県十日町市

の観光スポットにもなっている．この清津峡岩体は，マグ

マが中新統の地層面に調和的に迸入して傾いた餅盤状ある

いは岩床状の形態を呈しており，柱状節理の長軸に直角な

面が貫入面に近いと解されている（茅原ほか，1981; 久保

田 , 1988）．この岩体については放射年代が得られていな

いが，中期中新世に迸入したと推定されている（久保田 , 

1988）． 

3．年代測定の試料と結果

ここで報告する年代測定用試料は，新潟県土樽付近の谷

川岳岩体北縁部で採取されたものである．採取地点は，5

万分の 1地質図「越後湯沢」（茅原ほか，1981）に基づく

と，白亜紀花崗岩との貫入境界から水平距離で約 400mの

位置にあたる．図 2にはこの試料 TN-59の採取位置と得

られた年代を示し，併せて試料採取位置が明確な既存の年

代データも示した．この図には本研究で化学分析あるいは

鏡下観察した試料の位置も示し，谷川岳岩体の 3試料の詳

しい採取位置は図 5の地形図に示した．

試料 TN-59は土樽駅南東約 1kmの露頭から採取された

変質のほとんど認められない新鮮な花崗閃緑岩である．斜

長石は累帯構造をもつ自形で（<2mm）変質は認められな

玄武岩質岩と超苦鉄質岩
      (天神尾根)

砂岩と泥岩（岩室層）
       (片品川)

谷川岳岩体の花崗岩類
　  (谷川岳周辺)

0
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0
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図 4．谷川岳周辺の岩石の帯磁率．携帯型帯磁率計 Kappameter 
KT-5を用いた露頭の予察的測定結果のヒストグラム（滝沢・佐藤，
1986）．縦軸の Nは測定数．谷川岳岩体については，湯桧曽川上流の
土合付近から一ノ倉沢までの道路沿い，および天神尾根から谷川岳
山頂を経て中ごう尾根から谷川を下るルートで測定．玄武岩質岩や
超塩基性岩は主に天神尾根で測定したもので，これらの岩石は熱変
成を受けている．比較のため示したジュラ紀岩室層は片品川で測定．
水上駅の東南東約 17km付近の川場村に露出する白亜紀花崗岩では，
還元型に相当する低い帯磁率が得られた（滝沢・佐藤，1986；註 7）．

TN-59 (Bt)
3.5±0.2Ma

IW85-34

IW85-36

0
km

2

図5．谷川岳周辺の試料採取位置．国土地理院5万分の1地形図「越後湯沢」（2008年3月1日発行）を使用．図
の右下の端が地形図の南東端に一致．IW85-34, 36の2試料は滝沢・佐藤（1986）の調査時に採取．TN-59は元
地質調査所の寺島滋氏が採取．
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い．石英やカリ長石は斜長石や苦鉄質鉱物の間を埋める形

で産し，これらにも変質は認めがたい．苦鉄質鉱物として

は，黒雲母・角閃石・輝石の他に磁鉄鉱が散在する．黒

雲母は他形で（<1mm）角閃石や輝石と共存することが多

く，磁鉄鉱を含むことがある．年代測定の対象とした鉱物

であるが，鏡下で見る限り変質は認められなかった．角閃

石は他形－半自形で（<1mm）量はわずかである．輝石は

主に単斜輝石で斜方輝石も見られ，いずれも自形－半自形

で（<2mm），他の苦鉄質鉱物を伴うことが多い．磁鉄鉱

（<0.5mm）は苦鉄質珪酸塩鉱物に含まれたり，それらと共

存することが多い．試料片が小さいため帯磁率は測定でき

なかったが，磁鉄鉱の量から推定して，高い帯磁率を示す

はずである．

岩石から鉱物を分離して測定試料を調製する手法は，以

前の報告と同様である（例えば，佐藤，2011, 2012a, 2013, 

2014）．精製した 60-80meshの黒雲母試料を Teledyne 

Isotopes社に依頼して測定し，結果を表 2に示した．年代

計算に用いた定数は表の下に記してある．

得られた結果は 3.5∓0.2Maとなった．鏡下で変質の認め

られない黒雲母を測定したことや空気混入率も高くないこ

とを考えると，この結果は信頼度の高い年代値だと考えら

れる．また，この年代は近接地点の試料（KE）（川野ほか，

1992a）の黒雲母年代3.25∓0.22Maに極めて近い（図2，表3）．

4．考察：上越国境地域の花崗岩体の年代と

　　　　　フォッサマグナ地域の火成活動史

1）谷川岳花崗岩体の貫入・冷却史

ここで K-Ar年代を報告した谷川岳岩体の試料は，岩体

北縁部で採取され，測定対象とした黒雲母には鏡下で変質

の証拠が見られないという好条件を備えている．得られた

3.5∓0.2Maという年代が，近傍の露頭から採取したとみら

れる同様の岩石の 3.25∓0.22Maという K-Ar黒雲母年代（川

野ほか，1992a）に極めて近いことは，これらの年代値の

信頼度が高いことを物語る．谷川岳岩体の主要な岩相 5試

料について得られた既存の K-Ar黒雲母年代は，変質した

試料の 2.9Maを除いて 3.9-3.1Maの狭い範囲に入り，それ

ら 4個の平均値（3.4Ma）は今回報告した年代値にほぼ等

しい（表 3）．かなり広い範囲から採取された試料の黒雲

母が類似の年代を記録しているということは（図 2），谷

川岳岩体の少なくとも中央部付近が一様の冷却史を経たこ

とを示唆する．貫入岩体の鉱物の K-Ar年代は，測定対象

の鉱物を含む岩石がその鉱物の閉鎖温度まで冷却した時

代を記録しているので，得られた年代は原理的には貫入年

代より若い“冷却年代”である．黒雲母の閉鎖温度は約

300℃とされているので（例えば，兼岡，1998），谷川岳岩

体は貫入後の 3.5Ma前後には，現在地表に現れている岩

体中央部付近が 300℃程度まで冷えていたと解されるので

ある．巻機岩体の北部や赤湯岩体については年代データが

得られていないが，全体でひとつの巨大岩体を構成してい

るとすれば，それらも同様の貫入・冷却史を経たと予想さ

れる．もちろん，その検証には全域をカバーする年代デー

タの補充が不可欠であり，後述のように，3.5Ma以前と考

えられる貫入時期を特定するための研究が重要である．

貫入岩体の貫入・冷却史の解明には，同一試料中の閉

鎖温度の異なる鉱物年代を組み合わせるという手法が有

効である（例えば，佐藤ほか，1989; 1990; 佐藤，2014）．

フィッション・トラック年代の閉鎖温度は，ほとんどの場

合K-Ar黒雲母年代の閉鎖温度より低いので（例えば，兼岡，

1998），100-200℃程度の低温段階の熱史を探るのに適して

いる．閉鎖温度が 240℃前後とみられるジルコンについて，

雁沢・久保田（1987）は谷川岳岩体の周辺部から中心部に

向かって 4.4Maから 1.9Maまで若くなる年代変化を見出

したという．しかし一方で，大平ほか（1998）は岩体の場

所によらず 3.3-2.9Maの狭い範囲の年代が得られたと報告

している．ジルコンと黒雲母の閉鎖温度の差がそれほど大

きくないことを考慮すると，300℃以下の冷却速度が極端

に遅くない限り，ジルコンのフィッション・トラック年代

が黒雲母の K-Ar年代よりいくぶん若い年代を示すのは当

然であろう．雁沢・久保田（1987）のデータは，試料採取

地点や年代値の誤差が不明なので評価が難しいが，著しく

若い年代については熱水変質のような 2次的影響の可能性

表 2．谷川岳岩体の K-Ar 年代．
Table 2  K-Ar age of Tanigawa-dake pluton in the Jouetsu area, central Japan
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も検証してみる必要があるのではなかろうか．

谷川岳岩体には後期の分化相とみられる小岩体も含まれ

る．図 2では省略してあるが，谷川岳東方のマチガ沢と湯

桧曽川の合流部付近には北北東－南南西方向に延びた 3.5

⊗0.8km程の楕円形の露出をなす花崗斑岩体が産し，久保

ほか（2013a）はこれを「マチガ沢花崗斑岩」と呼んだ．

地下の新清水トンネル内でも下方延長部が確認できたとい

う．この岩体は谷川岳岩体に取り込まれた捕獲岩体との見

解もあったので，彼らは全岩の K-Ar年代を求めて 2.7Ma

を得た．母岩側に細脈が派生するなどの貫入関係が観察さ

れることと併せて，この岩体が谷川岳岩体と一連の火成活

動でできたことがほぼ確実となった．我々が同じ岩体か

ら採取した試料（IW85-36）は，谷川岳岩体の主岩相より

CaOに乏しく SiO2に富んでいる（表 1，図 3）．2.7Maと

いう年代は上述の黒雲母年代（3.9-3.1Ma）より若く，川

野ほか（1992a）が報告した変質岩の黒雲母年代（2.9Ma）

に近い．有色鉱物が変質した全岩の K-Ar年代なので，閉

鎖温度の低いカリ長石年代に近い年代が得られていると推

定され，変質の影響も考えられるため，「マチガ沢花崗斑岩」

の貫入時期は 2.7Ma以前と解される．従って，この年代

と谷川岳岩体の黒雲母年代との差異は，貫入年代の差とは

言えない．貫入境界が数 mmの狭い範囲ではあるが漸移

するようにみえるという観察結果は（久保ほか，2013a），

この岩体の貫入時に母岩側も完全には固化し終わっていな

かったことも示唆する．もしそうなら，貫入の時間差は年

代測定の誤差の範囲内であったかも知れない．

黒雲母の K-Ar年代から谷川岳岩体の貫入時期が 3.5Ma

以前であったことは明らかになったが，それではいつ貫入

したのであろうか．川野ほか（1992a）がこの岩体を鮮新

世としたのに対し，群馬県地質図作成委員会（1999）は，

解説書の中で中期－後期中新世に貫入を開始したとして，

層序対比表には約 10-5Maの長期にわたる岩体を描いてい

る．長期にわたる複数回のマグマの貫入で谷川岳岩体がで

きたと考えた様であるが，貫入時期が中期中新世まで遡る

とした理由が判然としない．谷川岳岩体に貫かれる中新統

の中には後期中新世末の 6Ma頃とされる地層もある．例

えば，図 2の南西部付近に広く分布するデイサイト質火山

岩類からなる白砂層は，谷川岳岩体の衛星岩体と推定され

表 3．谷川岳岩体の花崗岩類の放射年代．
Table 3 Radiometraic ages for granitoids from the Tanigawa-dake pluton in Joetsu area, central Japan

1) Sources are 1: This study, 2: Kubo et al. (2013a), 3: Kawano et al. (1992a), 4: Kawano and Ueda (1966)
2) and 4) : Sample number and rock name are after original articles.
3) Plutons areTg: Tanigawa-dake, Mk: Minakami, Ms: Machiga-sawa (late stage facies of Tanaigawa-dake pluton), Tg ?: not clearly identified. 
4) Abbreviations for rocks and minerals are Gd: granodiorite, Gp: granite porphyry, Qd: quartz diorite,  Hb: hornblende, Bt: biotite, Px: pyroxene (clinopyroxene and/or 

orthopyroxene).. 
5) Preliminary age data without detailed information are excluded; Ohira et al. (1998) and Kawano and Ohira (2010) reported Rb-Sr whole rock isochron ages of 5.27∓1.28 Ma 

and 5.97∓1.26Ma, respectively. Also reported are fission track ages of 3.3-2.9Ma  by Ohira et al. (1998) and of 4.4-1.9Ma by Ganzawa and Kubota (1987).
6) Dated material: Bt: biotite, Wr: whole rock.. 
7) Pottasium contents of dated materials are shown in K2O wt.%, which were recalculated if shown in K wt.%. * marks indicate average values if plural analyses are shown in 

original articles..
8) ** marks indicate ages shown in the original article, not recalculated based on Steiger and Jäger (1977). Error was not reported.
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る岩体に貫かれている（群馬県地質図作成委員会，1999；

中村ほか，2004）．もし，白砂層の年代や貫入関係の判定

が正しく，この衛星岩体が本体と同時期に貫入したのであ

れば，谷川岳岩体の貫入時期は 6Ma頃以降ということに

なる．この想定は野外調査と年代測定によって検証が可能

である．しかし一般的には，野外の貫入関係から貫入の時

期を細かく特定することはそれほど容易ではない．むしろ

純粋に年代学的な手法として閉鎖温度の高い年代を求める

方が効率的であろう．

大平ほか（1998）は，谷川岳岩体の Rb-Sr全岩アイソク

ロン年代の 5.27∓1.28Maから岩体の貫入時期を鮮新世初頭

の 5Ma頃とし，後に川野・大平（2010）がこれよりいく

ぶん古い 5.97∓1.27Maという年代値を報告している．いず

れもかなり大きな誤差を伴っているが，後期中新世－鮮

新世の境界（5.33Ma）付近の年代である（Gradstein et al., 

2012）．仮に Rb-Sr全岩年代を 5.5Ma，閉鎖温度を 700℃と

し，K-Ar黒雲母年代を 3.5Maで閉鎖温度を 300℃として

冷却速度を計算すると 200℃ /Maとなり，甲斐駒ヶ岳岩体

で見積もられた 110℃ /Ma（佐藤ほか，1989）や五反田礫

岩など白亜紀花崗岩について見積もられた 36℃ /Maかそ

れ以下の冷却速度（佐藤ほか，1990）と比べると，かなり

速いことになる．しかし実際には，Rb-Sr年代の誤差が大

きく，見積もられる冷却速度の誤差も著しく大きくなるの

で，地質学的に有意義な結論を導くには更なる検討が必要

であろう．これまで得られているデータからは，谷川岳岩

体の貫入の時期や冷却速度を詳しく決めることはできない

が，図 6では Rb-Sr年代のデータを参照して岩体の貫入時

期の下限を 5.5Maとして描いてある．この想定は閉鎖温

度が高いジルコンの U-Pb年代を求めるなどして検証する

必要がある． 

2）「水上石英閃緑岩」の帰属

「水上石英閃緑岩」とは，旧水上町の鹿野沢から湯桧曽

にかけて南北約 6km, 東西約 2.5kmの範囲に露出する花

崗閃緑岩質岩体に付けられた名称である（久保・木崎，

1966）．岩質を的確に表すため，最近「みなかみ花崗閃緑岩」

と改められたが（久保ほか，2013a），ここでは当初の呼称

を用いて記述する．この岩体には，その帰属をめぐり長年

にわたって関係者を悩ませてきた経緯があった．

赤松ほか（1967）や Hayama et al.(1969)はこの岩体を谷

川岳岩体に含め，地質調査所の「日本地質図第 3版」（1992）

や「日本花崗岩図」（1992）もこれを踏襲している．小林・

飯島（1992）も野外で見られる貫入関係から本稿の谷川岳

岩体より古く新第三紀層より新しいと指摘しつつも，この

岩体について河野・植田（1966）が報告した 24Maは古す

ぎると疑問を呈している．ただし，彼らが年代を測定した

試料 G-269は新清水トンネル湯桧曽口のズリから採取さ

れたもので，産出地点は不明である．その上，測定に供

された鉱物は黒雲母とされているが，K2O含有量が著しく

低い (0.7wt.%)ことから（表 3），強く変質した試料を測定

したことは明らかであって，24Maを岩体の貫入年代とす

るのは不適当である．「水上石英閃緑岩」は湯桧曽口から

約 1.5kmまでのトンネル内でも認められるが，この間で大

小様々な流紋岩脈の貫入を受けているので（久保・木崎，

1966），それらによる変質作用で若返った年代を見ている

可能性が高い．従って，この測定結果からは，「水上石英

閃緑岩」は 24Maよりも古いとみておく方が無難であろう．

その後公表された 20万分の 1地質図「高田」（竹内ほか，

1994）では，理由は不明であるが，この岩体が白亜紀－古

第三紀の「水上石英閃緑岩」として単独の塗色がなされて

いる．しかし，久保（1998）は湯桧曽温泉に関連する解説

の中で「水上石英閃緑岩」が新第三紀層に貫入するとして

おり，久保・木崎（1966）と併せると，「水上石英閃緑岩」

は新第三紀以降の岩体であるが本稿の谷川岳岩体よりは古

いと考えていた様子がうかがわれる．

これらの経過は，現地の地質に詳しい人たちの間でも，

1990年代当時この岩体の時代に関する評価が定まってい

なかった状況を物語る．時代判定が定まらない原因には，

野外における貫入関係の認定の難しさもあったらしい．「水

上石英閃緑岩」が「柴倉花崗閃緑岩」（本稿の谷川岳岩体

の南東端部）に貫かれるという指摘（久保・木崎，1966）

には異論が出されていないが，問題は新第三紀層との関係

にあった．最近になって飯島ほか（2011）は湯桧曽川下流

域の調査を行い，「水上石英閃緑岩」が新第三紀層を貫く

明確な証拠は見出されず，むしろ後閑層相当層に被われる

と考えたが，その記述からは断層や熱水変質によって相互

関係を断定しにくい実態があることがうかがわれる．その

後，久保ほか（2013a）が 70Maの全岩 K-Ar年代を報告して，

この岩体を新第三紀層の基盤と認定し，長年の課題に一応

の決着をみることになったのである．彼らの年代は全岩に

ついて得られたものなので，閉鎖温度の低いカリ長石年代

に近いと思われる．従って，詳細については更なる検証が

望まれるが，「水上石英閃緑岩」は 70Maよりいくぶん古

い後期白亜紀の岩体とみておくのが妥当であろう（註 8）．

この経緯の中で，上記の 24Maという年代値は，結果と

して問題解決に混乱をもたらしてしまった側面があったよ

うに思われる．この付近に多産する流紋岩脈の年代測定が

なされなかったのも残念なことである．同種と見られる岩
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脈は，次に述べる白亜紀－古第三紀花崗岩体には多産する

が，谷川岳岩体には見られない（例えば，茅原ほか，

1981）．図 6に示した利根川上流の楢俣川流域の岩脈の例

にもあるように（吉川・久保，1993），これらの岩脈は谷

川岳岩体貫入前の中新世火成活動の産物である可能性が高

い．水上地域の火成活動史を考察するためにも，年代を特

定しておくことが望まれる（註 9）．

ところで，久保ほか（2013a）が 70Maを報告した試料

（TA-001）は，「水上石英閃緑岩」の中央部に近い利根川

右岸で採取したものである．偶然ではあるが，ほぼ同一と

みられる露頭の試料（TN-91）を我々も手にしていたこと

に気づき（図 2），改めて薄片を観察した．その結果，こ

の花崗閃緑岩試料は変質していて新鮮な黒雲母は残ってお

らず，また不透明鉱物は非常に少ないことが分かった．変

質によって磁鉄鉱が失われたという兆候は見られず，もと

もと磁鉄鉱に乏しい還元型の岩石であったと思われ（註

7），谷川岳岩体とは異質な特徴が見て取れる．これがこの

岩体に一般的な特徴であるのかどうかについては追加の調

査が必要であるが，野外で岩体区分を行う際には，帯磁率

が有力な手掛かりになる可能性を示している．

3）谷川連峰周辺の「白亜紀－古第三紀」花崗岩体

「水上石英閃緑岩」だけでなく，谷川岳周辺の白亜紀－

古第三紀とされる花崗岩体については放射年代の測定例が

少なく（佐藤ほか，1992），今後の検討が待たれる．吉川・

久保（1993）は，図 2の東側になるが，利根川上流の楢俣

川流域に分布する「須田貝岩体」の黒雲母花崗岩について

45Maの K-Ar全岩年代と 65Maのフィッション・トラック

年代を報告し，前者は試料採取地点近傍の中新世流紋岩脈

による若返りと解している．また柴田ほか（1984b）により，

巻機山西方で採取した「大源太岩体」の黒雲母花崗岩につ

いては 47.6∓1.5Maの K-Ar黒雲母年代が報告されている

（図 2）．茅原ほか（1981）は，新潟県北部の花崗岩との岩

相の類似性から，この岩体を後期白亜紀に分類したが，後

に出版された地質調査所の 20万分の 1地質図（1994年出

版の「高田」と 2000年出版の「日光」）で「大源太岩体」

を含む谷川岳周辺の花崗岩体の年代を古第三紀にまで幅広

く捉えた根拠として，この 48Maという年代値が重要な判

断材料になっていたのではないかと推察される．

48Maの年代が得られた試料の採取地点は，最も近い巻

機山付近の谷川岳岩体まで水平的には 3.5km程も離れてい

るが（図 2），「大源太岩体」も多数の岩脈に貫かれている

点は「須田貝岩体」と同様である（茅原ほか，1981）．雁

沢・久保田（1987）は，「大源太岩体」につき谷川岳岩体

からの距離に応じたジルコンのフィッション・トラック年

代の変化を調べ，接触部で 5.0-3.7Ma, 約 6km離れた地点

で 20.2Maを得たと報告している．これらは何らかの 2次

的な熱的事変によって若返った年代であろう．谷川岳岩

体の接触部で得られた 5.0-3.7Maという年代は，谷川岳岩

体の K-Ar年代やフィッション・トラック年代に極めて近

く，貫入時の熱的影響を記録したものと解される．しかし，

6kmも離れた地点で見出されたという 20.2Maという年代

は，試料採取位置が明示されていないこともあって，若返

りの原因が谷川岳岩体にあるのか，それとも岩脈にあるの

か判然とせず，いずれの可能性も排除できない．花崗岩試

料採取地点の西 3.8kmには飯士山火山の山頂が位置するこ

とも考慮すると（図 2），第四紀火山の活動による影響の

可能性も念頭に置く必要があろう．

ジルコンのフィッション・トラック年代は，閉鎖温度が

黒雲母の K-Ar年代の閉鎖温度より低いので（例えば，兼

岡，1998, p.20），熱による 2次的変化を受けやすいという

点はあるが，黒雲母の K-Ar年代も若返りの影響を受けて

いる可能性は否定しきれない．従って，「大源太岩体」に

ついて得られている 48Maという古第三紀の年代について

は，この地域に広く分布する岩脈群や谷川岳岩体などによ

る影響の有無を検証することが望まれる．これまで年代が

不詳であった岩脈群の年代を明らかにすると共に，花崗岩

類についても高い閉鎖温度をもつジルコンの U-Pb年代な

ど多様な鉱物年代を総合的に解析することによって，第四

紀の火山・地熱活動の影響も含めた地域全体の熱史の解読

が可能になるのではなかろうか．

4）上越国境周辺の火成活動史

図 6の貫入岩体の欄には，谷川岳岩体の他に，前項で言

及した楢俣川流域に産する岩脈の年代値も含めた．谷川岳

岩体周辺に多産する岩脈群については年代測定された例が

稀なので，図示したデータが全体を代表しているかどうか

不確かであり，しかも変質が認められる全岩の K-Ar年代

なので（吉川・久保，1993）今後の検証が求められる（註

10）．しかし，これら 2つの年代が地層の欄に示した火山

岩類を主とする地層と同期しているようにみえる点が興味

深い．また，後期中新世から鮮新世にかけた火成活動に

着目すると，谷川岳岩体にいくぶん先行したように見える

火山岩体が遠くない場所に存在することも注目される（図

6）．これらの珪長質火山岩類は，谷川岳岩体を形成した一

連の火成活動の先駆的な噴出相なのかも知れない． 

更に検討範囲を広げてみると（図 7），谷川連峰の南東

30km程の利根川の支流片品川の流域には，上越帯の古期
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岩類や白亜紀花崗岩体を不整合に被って，中新世の溶結凝

灰岩類が広く分布することが注目される（例えば，群馬県

地質図作成委員会，1999）．これらは鬼怒川流紋岩類・追
おっ

貝
かい

層（群）・片品川流紋岩類などと呼ばれる後期中新世の

9-6Ma頃の地層とされ（群馬県地質図作成委員会，1999），

陸上に噴出した珪長質火山岩体と考えられる．片品川が追

貝層群を浸食してできた「吹割の滝」は，天然記念物に指

定された有名な観光地であり，溶結凝灰岩を観察する絶好

の場所ともなっている（久保ほか，1995; 佐藤，2012b）．

図 7の片品川中上流域の欄に示した鬼怒川流紋岩類の 4

個の試料について報告された 7.4-5.9Maの K-Ar黒雲母年

代は（山口，1988），谷川岳－水上地域の欄に示した利根

溶結凝灰岩などの年代と重複する．「吹割の滝」付近の地

質について解説した報告書には（久保ほか，1995，p.41），

全岩について測定したとみられる 18個に及ぶ K-Ar年代

値が掲載されており，追貝層群の 10個が 9Ma前後の狭

い範囲の年代を示しているのに対して，片品川流紋岩の 1

個が 11.3Maを示すことから，この報告書では追貝層群は
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以下の通り．1) 久保・川端（1995），2) Aoki et al. (1971, 再計算値 )，3)山口（1987），4)吉川・久保（1993），5)山口（1988），6)高橋ほか（1991），
7)久保ほか（2013a），8)川野ほか（1992a），9)本研究，10)川野・大平（2010），11)川野ほか（2015）．6)の微化石年代の基準は，N：浮遊性
有孔虫化石帯区分（Blow, 1969）と CN：石灰質ナノ化石帯区分（Okada and Bukry, 1980）．簡略化のため，フィッション・トラック年代は除外
し，K-Ar年代の誤差（通常± 0.2Ma程度）の表示も略してある．K-Ar年代の測定試料は Bt:黒雲母，Wr:全岩．谷川岳周辺には基盤岩類を貫
く多数の岩脈が知られているが，年代が測定された例はほとんど無い．ここに示したのは利根川上流須田貝ダム付近で須田貝花崗岩体（白亜紀）
を貫く南北系の流紋岩脈群と北西－南東系の輝緑岩脈群である．変質を受けているので（吉川・久保，1993），貫入時期は得られた K-Ar年代
よりいくぶん古くなる可能性がある．構造の欄は「群馬県 10万分の 1地質図」の解説書の記述から読み取れる地層の傾斜の程度を表しており，
後期中新世以降の地層が余り傾いておらず，ほとんど変質も受けていない点で，下位の地層群とは対照的である．この時代の地層が平坦な構造
をもつのは，群馬県北部に広く見られる傾向らしい．古地形の欄は海成層や溶結凝灰岩の産出から推定した．
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片品川流紋岩の上位に位置づけられている．しかし，こ

の地層が変質を受けていることも考慮すると（久保ほか，

1995; 佐藤，2012b），追貝層群の堆積時期は片品川流紋岩

類の時代と重複する可能性も出てくる．最近になって久

保ほか（2013b）が追貝層群の下部層について 13.8Maと

いうフィッション・トラック年代を報告するに及び，片

品川流紋岩類について太田・藤田（1993）が報告してい

た 13.5-9.6の年代と重複することが判明した．これらの報

告には測定試料の詳しい記載がないことが多く，年代値の

評価には注意が必要であるが，片品川の中上流地域で 13-

11Ma頃に大規模な珪長質火山活動があった可能性が浮か

び上がってくる．この活動は図 6の貫入岩体の欄に示した

流紋岩脈と一連のものかも知れない．片品川流域の流紋

岩類が溶結凝灰岩を主とすることから判断すると，この地

域では 14Ma頃には既に陸地が広がっていた可能性が高い

（図 7）．一方の谷川岳－水上地域には 14-11Ma頃の地層が

欠落している（図 6）．追貝層群や片品川流紋岩類を形成

した火山活動は，この地域まで広がっていなかったか，あ

るいは削剥により消滅したのかも知れない．海成層である

赤
あか

谷
や

層の上に不整合で重なる三峰山層は，流紋岩質凝灰岩

や砂岩からなるが，古地形の窪地を埋めた堆積物とみられ

ており（群馬県地質図作成委員会，1999），この地域もこ

の時点で既に陸上に出現していた可能性がある（図 6, 7）．

火山活動や古地形という視点で見ると，谷川岳岩体の北

の新潟県側では上記の群馬県側と著しく異なる歴史が浮か

び上がってくる．茅原ほか（1981）によると，「越後湯沢」
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図 7．谷川岳岩体周辺域の層序の概略．群馬－新潟県境地域の層序を比較．Aおよび 1)～ 4)の欄は以下の資料に基づく．Aと 1）新潟県地質
図改訂委員会（2000, p.38の南魚沼地域）；2）群馬県地質図作成委員会（1999, p.6の四万川上流域（中之条町・六合村）），3）群馬県地質図作成
委員会（1999, p.6の谷川岳地域（水上町）と利根川上流域（月夜野町・水上町））；4）群馬県地質図作成委員会（1999, p.7の片品川中上流域（片
品村・利根村））．3）と 4）については，本研究（図 6）に加え，山口（1988），太田・藤田（1993）および久保ほか（1995, 2013b）を参照し，
栃木県境周辺の第四紀火山は省略した．地層の特徴は主要な岩石で代表させて簡略化し，堆積岩と表示した地層に火山岩層を挟む場合は脇に V
のマークを付けた．県境北側の「越後湯沢」図幅内の新第三系の層序（茅原ほか，1981）もこの図の南魚沼地域と同様である．菱型枠内の「海」
や「陸」を付けた線は．地層の堆積場の変遷を示す．魚沼層には河川堆積物も多く（例えば，柳沢ほか，1985），陸成層の側面もある．余り離
れていない県境の両側で古地形や火成活動の性格がかなり違う点が注目される．四万川上流域と片品川中上流域の火山岩層の時代は，今後の研
究で変わってくる可能性がある．
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の図幅内の魚野川沿岸では中期－後期中新世の泥岩・砂岩

に安山岩－流紋岩質凝灰岩を挟む地層が整合に重なり，そ

の上位に鮮新世の安山岩質火山岩類が重なるという．つま

り，県境を挟んで 30kmも離れていない 2つの地域の中新

世の古地形や堆積環境が大きく異なっていたらしいのであ

る．海成層の堆積が中新世から鮮新世の期間中続いたのは，

南魚沼地域を含む新潟県側の特徴であり（新潟県地質図改

訂委員会，2000, p.38-39），上越国境に近い越後湯沢地域

にもその特徴が見られるのであろう（図 7）．この西隣の

苗場山北麓に分布する中新世末期の安山岩質火山岩類（西

田尻層）には枕状溶岩も見出され（島津・立石，1993, p.21），

この付近でも海域が続いていたことが分かる．

これに対し群馬県側を見ると，図 2の南部の赤谷川や

四万川上流域では，10Ma前後から陸化が始まったらしく

（図 7），四万層やこれと同時期とされる大道層を陸成の火

山岩類（高田山層）が不整合で被っている（群馬県地質図

作成委員会，1999，p.6）．陸化の時期は谷川岳－水上地域

よりいくぶん遅いが，新潟県側とは明瞭に異なると言えよ

う（図 7）．群馬県北西部の後期中新世の地層群が，水上

地域の三峰山層と同様に，水平に近い緩やかな構造をもつ

ことも興味深い．新潟県側では新第三系が複雑なドーム状

構造を示し，特に清津峡周辺では清津峡岩体貫入の影響も

加わったためか，40度を超える急傾斜が見られる（茅原

ほか，1981; 島津・立石，1993）．

このように，群馬－新潟両県の境界付近を境に，両地域

の間には地殻変動の歴史に大きな違いがあったらしい様子

がうかがわれる．もちろん県境が地質学的な構造境界であ

る必然性はないが，谷川岳岩体はそのような構造境界付

近に迸入し，隆起して露出した地形的高所が現在は県境に

なっている，とみることができるのではないだろうか（註

11）．そのような構造境界は断裂帯として谷川岳岩体をつ

くったマグマの上昇にとって好都合だったのではないかと

思われる．

谷川岳岩体は迸入後固結して 3.5Ma頃には K-Ar黒雲母

年代である 300℃程度にまで冷却していたことが明らかと

なった．詳しい冷却速度は分からないが，異様な冷却過

程を経たのでない限り，3-1Ma頃には常温近くまで冷えて

いたであろう．おそらく第四紀前期更新世（2.59-0.78Ma）

には地表に出現していたと思われる．いつ地表に現れた

かを特定することができるのだろうか．年代学的には，最

も閉鎖温度が低く 100℃程度とされるアパタイトのフィッ

ション・トラック年代が手掛かりを与えると期待されるが，

これまで年代測定値の報告例はない．また地質学的には，

谷川岳岩体起源であることが明確ならばその礫岩層の時代

の判定が有力な情報をもたらしてくれると期待される．そ

のような研究例も知られていないが，谷川連峰周辺の地層

を見ると，礫岩が大量に出現するのは中新統基底部（ca.18-

16Ma）を除けば魚沼層が堆積した 2Ma頃かそれより後に

なってからである（新潟県地質図改訂委員会，2000, p.38-

39）．中新世－鮮新世の期間中から地形に違いがあった群馬

県側と新潟県側が，第四紀に入って更にコントラストを強

めて，隆起した上越国境地域から背弧海盆に相当する新潟

県側に急激に礫を供給し始めたというシナリオが浮かび上

がってくる．谷川岳東斜面の一の倉沢などの急峻な地形に

加え，山麓の扇状地や河岸段丘の発達は（例えば，茅原ほか，

1981），この山岳地形が地質学的には非常に新しいことを

示唆する．上越国境が急峻な山地となった根本的な原因は

分からないが，谷川岳岩体が上越国境に広く露出している

のは，隆起の結果ではなくて，花崗岩体の浮力が隆起をも

たらす原因であったのかも知れない．これは今のところ想

像の域を出ないが，年代学と堆積学の情報を結びつけるこ

とによって，上越国境の隆起削剥の歴史を含む地殻変動史

を探る手掛かりが得られるのではないかと期待される．

5）谷川岳岩体とフォッサマグナ地域の花崗岩質岩体の

Sr 同位体組成

同位体地球化学的研究は花崗岩など火成岩類の成因考察

に重要な手掛かりを与えてくれることがあるので，谷川岳

岩体について得られている情報は少ないが，既存の研究に

も言及しておきたい．Shibata and Ishihara (1979)は谷川岳

岩体の花崗閃緑岩について 0.7037という Sr同位体初生値

を報告した．これは岩体を代表する試料の Rbと Sr同位

体比を測定し，年代を想定して初生値を求めるという手法

で全国の深成岩体を概査した研究の一部であり，谷川岳岩

体について報告された最初のデータと思われる．この初生

値は 10Maを仮定して求めたものであるが，年代を 5Ma

と仮定して計算しても変化はわずかであり，著しく低い値

であることに変わりはない．近年になって川野・大平（2010）

が Rb-Sr全岩アイソクロン年代とともに報告した Sr同位

体初生値は 0.70443∓0.00011となっている．上記の値より

高いが，岩体内でも場所により初生値に変化が見られると

のことなので，両者の違いは岩体内の不均一さの現れなの

かも知れない．いずれにしても，谷川岳岩体について得ら

れた 0.704前後の Sr同位体初生値は，日本列島の花崗岩

体の中では最も低い部類に属することが注目される．

Shibata and Ishihara (1979)のデータを見ると，谷川岳岩体

だけでなく，フォッサマグナ地域の新第三紀花崗岩体が全

体として低い Sr同位体初生値をもつことに気づく．この

97



佐藤興平

点で谷川岳岩体はフォッサマグナ地域の花崗岩体の代表例

とも言えよう．この地域の花崗岩体の初生値が低いのには，

何か特別な理由があるのだろうか．

花崗岩類の Sr同位体組成は，大まかに言えば，初生的

なマグマがその上昇過程で出会う地殻との相互作用で決ま

る．島弧の初生的マグマとは，多くの場合プレート沈み込

みに伴い上部マントルで発生した玄武岩質マグマで，これ

が地殻を融かし，地殻物質を取り込みながら分化して，多

様な花崗岩質マグマができると考えられている．したがっ

て，最終的に固結した花崗岩類の同位体組成には，この過

程で関与した地殻物質の同位体組成と量の両方が反映され

ているはずである．例えば，(A)花崗岩質マグマの起源物

質となった地殻の Sr同位体初生値が上部マントルに近け

れば，関与した量が多くても初生値は余り変化せず，逆に

(B)地殻の初生値が高くても関与した量が少なければ初生

著の変化も小さくなる．関与の程度には地殻の応力状態や

温度などの物理的条件も関わってくると思われるので，実

際の花崗岩質マグマの形成過程はもっと複雑で多様なので

あろう．「御影石」と一括されることが多い花崗岩類も，

よく観察すると変化に富むことがある．酸化型・還元型の

区分（註 6）はそのような多様性の一例であり（例えば，

Sato, 2012），還元型には堆積岩質地殻が関与するため通常

は Sr同位体初生値が大きくなる．

このような枠組みで見ると，フォッサマグナ地域の花

崗岩類の Sr同位体初生値が上部マントルの値（約 0.702-

0.704）と同じ位に低いことは，花崗岩質マグマの起源物質

の初生値が低く，上昇・定置の過程でも初生値の高い地殻

物質が余り関与しなかったことを意味する．丹沢岩体のよ

うに未成熟な島弧地殻で発生したとみられる岩体の初生

値（0.7036; Shibata and Ishihara, 1979）が，伊豆－小笠原弧

の火山岩類（Notsu et al, 1983）と同様に低いのは分かり易

いが，谷川岳岩体は少なくとも東部が上越帯の基盤に迸入

しているので，丹沢岩体と同列には扱えない．棚倉構造線

以西の白亜紀花崗岩体は 0.706-0.712という高い初生値を

もつことが多いので（Shibata and Ishihara, 1979；佐藤ほか，

1992），そのような花崗岩や関連する地殻物質が関与すれ

ば，谷川岳岩体がもっと高い初生値をもつ結果になっても

構わないのではないかと思われる．ところが，谷川岳岩体

は丹沢岩体に匹敵する低い初生値を示すのである．その理

由は良く分からないが，上述の (A)と (B)の 2例から類推

されるように，(a)関与した地殻の初生値が低かった，も

しくは (b)地殻物質の関与の度合いが小さかった，の 2通

りの要因が考えられる．

前者の要因 (a)は，谷川岳の地下にある地殻の下部は，

他の白亜紀花崗岩地域のそれとは違って初生値が低かっ

たというもので，少し離れてはいるが新潟県湯ノ谷の白

亜紀花崗岩につき 0.7055という関東－新潟地域では最も

低い初生値が報告されていることと符合する（Shibata and 

Ishihara, 1979, TN-137）．また，谷川岳岩体に隣接する苗場

火山の安山岩の 87Sr/86Sr比（0.70395）が，マントル物質由

来とみられる斑糲岩質捕獲岩の 87Sr/86Sr比（0.70391）に極

めて近いという結果も得られている（Shimazu et al., 1991)．

この安山岩質マグマの形成には地殻物質が関与しなかった

か，関与したとしてもその Sr同位体組成は上部マントル

と同等だったことになる．このような推論は，慎重な検証

を要するにしても，谷川岳岩体の地下にある地殻の性質

を探る手掛かりを提供しているようにも思われる．少なく

とも，Shibata and Ishihara (1979）による谷川岳岩体の初生

値 0.7037も川野・大平（2010）による初生値 0.70443も苗

場火山の Sr同位体比と余り違わないという事実は重要で

ある．主成分組成でも，主要な岩石の SiO2含有量（wt.%）

で比較すると，谷川岳岩体の 60-65%に対して，苗場火山

は 55-65%（島津・立石，1993）と似通っており，形成の

時代は異なるが，近接する 2つの火成岩体の生い立ちの類

似性が浮かび上がってくる． 

後者の要因 (b)はマグマの上昇機構とも関係していると

考えられる．４）の考察で，谷川岳岩体を形成したマグ

マは差別的に挙動するブロックの構造境界を上昇した可

能性があると指摘した．もし断裂を利用した割れ目充填

的な貫入機構でマグマが上昇してくれば，ストーピング

（stoping）のようなメカニズムに比べて，周囲の地殻物質

との反応が抑制され，還元作用も起こりにくいであろう

（Sato, 2012）．谷川岳岩体の場合は，地殻の構造的特性が (b)

の条件達成に繋がった可能性が考えられる．谷川岳岩体の

低い Sr同位体初生値の成因として，要因の (a)と (b)はい

ずれも重要であったと思われるが，それらがどのような割

合で寄与したのか，これら以外に重要な要因は考えられな

いのか，興味深い課題であり，今後の研究に期待したい． 

島弧会合部に位置するフォッサマグナ地域は，日本列島

の中でもとりわけ複雑な地殻構造で特徴付けられる．この

構造が 20-15Maの頃に起こったとされる日本海の拡大と

島弧の形成という大変動と関係してできたことは，具体的

な変動像は別として，想定しやすいイメージであろう．こ

の変動でフォッサマグナ地域の地殻は引き裂かれてブロッ

ク化し，下部地殻も改変されて Sr同位体初生値の高い大

陸的な性格を失ったのかも知れない．これは今のところ空

想の域を出ない．しかし，フォッサマグナ地域では，花

崗岩体だけでなく第四紀火山も，西側の白山や乗鞍岳あ
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るいは東側の赤城山や日光白根山など，地域外の火山と

比べて明瞭に低い Sr同位体比をもつ（Notsu, 1983; Notsu 

et al., 1989）．このことは，この地域の中新世以降の火成活

動に通底する成因的背景を暗示しているように思われる．

フォッサマグナ地域の島弧火成岩体の代表例として，谷川

岳岩体はこの地域の過去の変動像を探る手掛かりを与えて

くれるかも知れない． 

6）フォッサマグナ地域の火成活動の消長

関東山地から南部フォッサマグナにかけた地域の中新世

以降の火成岩類の時空分布を調べると，火成活動は一様に

続いたのではなく，活発な時期と比較的静穏な時期があっ

て，中新世には広い範囲に及んだ活動域が第四紀には現在

の火山フロント付近に収斂していったように見えること

は冒頭で述べたとおりである（佐藤，2004, 2014; 佐藤ほ

か，2015）．この見方は関東山地北西部の火成岩類の時空

分布から生まれたもので，代表的な地質体の名称にちなん

で，15-11Ma頃の活発な時期を「茂来山期」，6-4Ma頃の

活動期を「本宿期」と名付けた（佐藤・由井，2008；佐

藤，2009a, b, 2010, 2011）．名称の基になった茂来山花崗岩

体と本宿カルデラは，関東山地の空中磁気異常分布の中で

際立った正の異常をもたらしている（佐藤・石原，2011）．

関東山地から南部フォッサマグナにかけた地域で認められ

る火成活動の消長の原因はよく分からないが，これは関東

山地－南部フォッサマグナ地域という島弧接合部付近に限

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る（佐藤，

2014; 佐藤ほか，2015）．
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図 8．フォッサマグナ－関東山地の後期新生代火成活動史．佐藤ほか（2015の図 4）を改訂し，本研究の結果を追加．フォッサマグナ－関東山
地西部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（A-C）に分けて示した（貫入岩体は xマーク）．
同一地帯では東側の岩体がなるべく右側になるよう配置した（必ずしも統一がとれているわけではない）．火成活動の消長の欄には，関東山地
－南部フォッサマグナ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．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，フォッサマグナ周辺域でも類似のパターンが認められる．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) 谷川岳周辺：Tg谷川岳岩体（本研究），Kg: 鬼怒川流紋岩類（山口，1988），Mm:三峰山層（図 6，
高橋ほか，1991），Ks: 片品川流紋岩類と追貝層群（図 7，太田・藤田 , 1993;久保ほか，1995, 2013b）．（B）関東山地北西部（秩父帯）：Mj:本宿
層と Tz:砥沢岩体（佐藤，2002, 2004, 2005），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）．（C）甲府盆地周辺（関東山地の四万十帯と南部フォッサマグナ）： Kg:小烏岩体と Kn:小楢山火山
岩（柴田ほか，1984a），Kb:甲武信ヶ岳角礫パイプ（Ishida, 1991），Kt:峡東岩脈群（兼岡ほか，1993），Ku: 川浦複合岩体（柴田ほか，1984a）， 
Sb:下部岩体（佐藤ほか，2015），Tn:丹沢岩体（道志川南東の主要部）（佐藤ほか，1986；Tani et al., 2010；佐藤ほか，2015），Tr:太良ヶ峠火山
岩（三村ほか，1994），Mt: 三頭山岩体（佐藤，2011），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），Kk: 甲斐駒ヶ岳岩体（佐藤ほか，1989; 内海ほか，1990），Kf：甲府岩体（瑞牆－昇仙峡・徳和・
芦川の 3岩体を一括）（佐藤ほか，1992; 佐藤ほか，2015）．第四紀火山体は一括して図示し，個別名称は省略した（谷川岳周辺の苗場山・武尊山，
南部フォッサマグナの富士山・茅ヶ岳・黒富士・飯盛山・水ヶ森火山岩など）．西八代層群や丹沢層群など南部フォッサマグナの中新統も省略．
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．高精度の年代値を補充して．この図を検証・改訂して
いくことが望まれる．
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ここでは，谷川岳岩体について今回得られた年代データ

を，谷川岳周辺の火成岩類について公表されている年代

データと併せて，関東山地－南部フォッサマグナ地域と

比較してみたい（図 8）．１）の考察で述べたように，谷

川岳岩体は，詳細は未確定であるが Rb-Sr全岩年代から

6-5Ma頃に貫入したと推定され，少なくとも岩体中央の主

要部は一様に冷えて黒雲母が約 3.5Maの K-Ar年代を記録

していることが判明した（図 6）．衛星岩体も含めた岩体

の全てが同様の貫入・冷却史を経たのかどうかについては

更なる検証が必要だが，北部フォッサマグナ最大の花崗岩

体である谷川岳岩体が上記の「本宿期」に形成されたとの

結論は重要である（図 8）．しかも，この岩体は地表地質

の特徴から推定される地殻変動パターンの変曲部（構造境

界）付近に迸入していることは，その成因は未解明である

が大変興味深い．谷川岳岩体周辺の火成岩体についてみる

と，この岩体の貫入とほぼ同時期かいくぶん先行して火山

活動が起こっており（図 6，7），その一時代前の 14-10Ma

頃にも活発な珪長質火山活動が起こっていたらしい．後者

については変質の影響も注意しながら年代を確定する必要

があるが，上記の「茂来山期」の活動に対応する火成活動

であった可能性がある（註 12）．ただ，片品川流紋岩類な

ど厖大な珪長質火山岩類が分布するのに，これに対応する

とみられる貫入岩体は岩脈だけで，大きな花崗岩体は見ら

れない．火山岩層が削剥され深部に伏在するかも知れない

花崗岩体が出現するほど隆起しなかったからだとすれば，

それは何故だろうか．　

群馬県北西部には後期中新世－鮮新世とされる火山岩類

が広く分布するが，放射年代値が報告されておらず，詳細

が不明である．この地域の年代学的研究が進めば，群馬県

北部から上越国境地域の火成活動の実像がより鮮明にな

ると期待される．また，上信国境西側の菅平高原周辺にも

花崗岩体が散在するが（図 1の Ss:須坂岩体），これらに

ついても信頼度の高い年代値が得られていない．この岩体

に伴うとみられる信陽パイロフィライト鉱床については

8.5Maの年代が得られている（佐藤，2009b）．これは「茂

来山期」と「本宿期」の間に起こったやや小規模な火成活

動のエピソード（佐藤，2014; 佐藤ほか，2015）に分類で

きそうであるが，花崗岩体の年代とするには心許ない．須

坂岩体は変質が進んでいるので，K-Ar法では信頼度の高

い年代値を得るのが難しいと思われる．ジルコンの U-Pb

年代などの検討が望まれる． 

5．まとめ

谷川岳岩体の黒雲母につき K-Ar年代の測定結果を報告

するとともに，この岩体とその周辺の地層や火成岩体に関

する既存の年代データを収集・解析して，上越国境地域と

フォッサマグナ地域の火成活動史を整理し，今後の課題に

ついて考えてみた．その結果は以下のようにまとめられる．

1）谷川岳岩体は上越国境地域に 6-5Ma頃に迸入して全

体がほぼ一様に冷却し，3.5Ma頃には黒雲母の閉鎖温度で

ある 300℃程度の温度に達していたと考えられる．

2）上越国境地域の新第三系の岩相に着目すると，海成

層の発達する新潟県側と後期中新世以降は陸化して火山岩

層が卓越するようになった群馬県側との差異が浮かび上

がってくる．これは両地域の地殻変動のスタイルの違いを

反映しているとみられ，その境界部付近に谷川岳岩体が迸

入している．

3）谷川岳岩体は関東山地北西部の「本宿期」の火成活

動と位置づけることができる．この岩体の周辺には，ほぼ

同時期かいくぶん先行して噴出したとみられる 7-5Maの

火山岩類が産する．

4）これに先立つ 13-10Ma頃には群馬県北部に大規模な

珪長質火山活動が起こり，その一部が水上地域にも残って

いるとみられるが，その時空分布の詳細については検討の

余地がある．

5）群馬県北西部に広く分布する中新世―鮮新世火山岩

類の地質学的・年代学的データが蓄積されれば，北部フォッ

サマグナの火成活動史解明に資するところが大きいと期待

される．

6）谷川岳岩体周辺の「水上石英閃緑岩」を含む白亜紀

－古第三紀とされる花崗岩体については，年代学的検討の

余地が大きい．既存のデータにも中新世の火成活動の影響

が及んでいる可能性が否定できないので，多数分布する岩

脈群とともに，年代値の検証や新たなデータの追加により，

地域全体の熱史を解明していくことが望まれる．
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＜註＞

註1）フォッサマグナの成因説については，山下（1995）に

解説がある．彼は山下（1970）で提唱した「柏崎－銚

子線」を「柏崎－千葉構造線」と改訂して，これと糸

魚川－静岡構造線との間が伊豆－小笠原弧の北方延

長部にあたる地質構造区だととらえた（山下，1995, 

p.221）．成因としては「柏崎－千葉構造線」がフォッ

サマグナの東縁ということになるが，彼も認めるよう

に，新期の堆積物や火山噴出物に被われて，構造線の

実態は不明である．想定されたこの構造線から西方の

糸魚川－静岡構造線までの範囲には，関東山地を除い

て先中新世の基盤岩類は露出しておらず，露出してい

る関東山地も両側の西南日本弧や東北日本弧と著しく

異なる構造方向を示すことから，成因は別としても，

この範囲をひとつの地質区として捉えることは理解で

きる．しかし，もし南関東までフォッサマグナに含め

るとすれば，それには異論もあろう．本稿ではフォッ

サマグナの厳密な定義や成因の議論には深入りしない

ことにする．

註2）谷川連峰とは，手元の『コンサイス日本山名辞典』（1985

年発行）によれば，「三国山脈の中で，谷川岳を中心

とした三国峠から清水峠までの山域」とされる．「三

国山脈」は白根山など群馬－長野県境の山稜も含むの

で，群馬－新潟県境を強調する場合には「上越国境」

という表現を用いることにする．したがって，「谷川

岳岩体」は「上越国境」の谷川連峰周辺に露出する花

崗岩質岩体ということになる．この岩体あるいはその

一部に「谷川岩体」という呼称が使われたこともある

が，水上駅の北西には「谷川」という渓流や集落もあっ

て紛らわしいので，山岳地帯の岩体という特徴を強調

するためにも，「岳」を付けて岩体全体を「谷川岳岩体」

とした．岩質を強調するため，表題や小見出しには「谷

川岳花崗岩体」という表記も用いた．この岩体の南側

に散在する小岩体（図 2）も，一連の火成活動の産物

と推定されるので図では一括して表示したが，本体と

の関係や年代は未確認であり，厳密には「谷川岳岩体」

と分けて考えるべきであろう．

註3）かつて谷川岳南麓に産するとされた中生層は（河内・

猪木，1965; 赤松ほか，1967; Hayama et al., 1969；地

質調査所，1982），帯磁率の測定と検鏡によって，熱

変成を受けて岩質が分かりにくくなった塩基性岩類を

誤認したものであることが明らかとなった（滝沢・佐

藤，1986）．

註4）谷川岳北西方約 65kmの柏崎付近で行われた試錘によ

り，地下 3000m付近で蛇紋岩（猪間，1971）や超苦

鉄質岩（石和田・猪木，1971）が捕捉されており，糸

魚川南東方約 20kmにある焼山の 1974年の噴出物中

にも基盤由来の岩片が見出されたことから（小松・茅

原，1976），新潟県南部の中新統の下位には上越帯類

似の基盤岩類が伏在する可能性が考えられる．しかし，

この地域で実施された 6000mに及ぶ基礎試錘の多く

は，そのような基盤まで達していない（新潟県地質図

改訂委員会，2000, p.95）．

註5）上越帯の「白亜紀花崗岩」については放射年代の測定

例が少ないが（佐藤ほか，1992），古第三紀の年代値

も報告されており，地質調査所の20万分の1地質図「高

田」や「日光」では「白亜紀－古第三紀」とされてい

る．古第三紀の判断基準となったと思われる年代値の

問題は考察の部分で取り上げるが，谷川岳岩体周辺の

花崗岩体について文献を引用しつつ記述する場合には

「白亜紀－古第三紀」との表記も用いる．

註6）花崗岩類の酸化型・還元型の区分は，（1）副成分鉱物

である磁鉄鉱の量が花崗岩質マグマの酸化還元状態を

反映している点で成因的な指標になりうるだけでな

く，（2）磁鉄鉱量は小型の帯磁率計で野外でも簡単に

測定でき迅速な広域調査が可能であるという利便性も

備えている．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），そのような中間値は少

ない．帯磁率測定のため筆者らは主に Geofyzica Brno

社（チェコスロバキア）の Kappameter KT-5を用いた

が，野外の測定では露頭面の凹凸の影響でやや低い値

を与える．正確な値を得るためには検出部（径 6.5cm）

に比べて充分に大きな試料を採取し，切断した平滑な

面を測定する必要がある．詳細については，上記の文

献を参照されたい．

註7）地質標本館に登録保管されている試料で帯磁率が判明

した (試料番号の後の Rを付けた数字は岩石を意味す

る登録番号 )．川場村の「白亜紀花崗岩」試料は

（IW85-57：R34138），川場村木賊の南東約 1.2kmの赤
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倉川左岸にある採石場で滝澤文教氏が採取したもの

で，赤みを帯びた粗粒の黒雲母花崗岩である．

Kappameter KT-5による計測で 0.1⊗10-3SI前後の著し

く低い値が得られた．また，「水上石英閃緑岩」の試

料は（TN-91：R75647），水上駅の北東約 1km地点で

寺島滋氏が採取したもので（図 2），変質した緑灰色

の中粒花崗閃緑岩である．同じ装置による計測で 0.15

⊗10-3SI程度の極めて低い値が得られた．これらの試

料の帯磁率は，試料表面の凹凸を考慮しても 0.2⊗10-3SI

を超えることはないと判断される．

註8）粗粒黒雲母花崗岩からなる「須田貝岩体」と「水上石

英閃緑岩」との関係について，飯島ほか（2011）は後

者が前者を貫くような断面図を描いている．これが正

しいなら，須田貝岩体は「水上石英閃緑岩」より古く

後期白亜紀かそれ以前の岩体ということになる．しか

し久保ほか（2013a）は，両者は断層で接しており前

後関係は不明としている．

註9）水上町は 2005年に月夜野町や新治村と合併して「み

なかみ町」となり，漢字表記の行政区域はなくなった．

しかし，鉄道や高速道路などの交通施設や学校などの

公共施設，あるいは温泉地の施設名称として，「水上」

は旧水上町南部には多数残されており，地元に定着し

ている様子がうかがわれる．谷川岳を含む旧水上町南

部とその周辺域を指す適当な用語が見あたらないこと

もあり，ここでは「水上地域」という表現を用いるこ

とにする．「みなかみ地域」では範囲が広すぎ，「みな

かみ南部地域」では用語として長すぎる嫌いがあるが，

「水上地域」にも範囲の曖昧さが残る．今後的確な短

い用語が見つかれば改訂したい．

註10）谷川岳付近の流紋岩脈とされる試料について

Tsunakawa et al. (1983)も 12Maの年代値を報告してい

る．しかし，この岩脈に関する記載と付表にある緯度

経度の地質（山元ほか，2000）が調和せず，詳しい試

料位置が不明なので図 6には含めていない．

註11）越後山地の西麓に大きな構造境界があるという見解

は古くから提起されている．山下（1970）が提唱し

た「新発田－小出（構造）線」も地形と地質のコント

ラストから想定されたものであるが，その後の調査で

も断層は確認されていないという（山下ほか，1982）．

彼らの構造線は新潟堆積盆地と越後山地の境界部を

NNE-SSW方向に直線的に走り，南端は「柏崎－銚子

線」とされている．この「柏崎－銚子線」はフォッサ

マグナの東縁を画する構造線として想定されたもので

（山下，1970），これも断層として実在が確認されてい

るわけではないが（註 1），上越帯西縁にある谷川岳

はこの構造線上に位置することになる．本稿で想定し

た群馬－長野県境付近の構造境界は，主に谷川岳の西

側にあって「新発田－小出線」の延長部に位置する訳

でもないので，「新発田－小出線」とは別の構造とい

うことになる．ただ，このような細かい議論に余り意

味があるとも思えない．ここでは，谷川岳岩体が地表

地質から推定される構造境界付近に迸入したとみられ

る点を強調しておきたい．

註12）図 6で 17Ma頃とされる大倉層や 16.4Maという年代

が報告された玄武岩質火山岩の年代は，20-15Ma頃と

される日本海の拡大期（例えば，Otofuji et al., 1985）

に相当する．背弧拡大に伴う伸張場で噴出し基盤を被

う玄武岩が大倉層や岩脈としての残っているのかも知

れない． 
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