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原著論文

甲府花崗岩体のSr同位体組成
佐藤興平１・柴田

賢２

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

２

要旨：甲府盆地周辺の山地に分布する甲府岩体は，本州弧と伊豆－小笠原弧の接合部に産する花崗岩質複
合岩体で，フォッサマグナ地域の新第三紀花崗岩体の中では最大の露出規模をもつ．この複合岩体は，中
期中新世「茂来山期」の瑞牆－昇仙峡岩体・徳和岩体・芦川の3岩体と後期中新世末－鮮新世「本宿期」
の小烏岩体からなる．茂来山期の岩体は島弧接合の直後に本州弧側の関東山地と伊豆－小笠原弧側の御坂
山地にまたがって迸入しており，それぞれの山地の堆積岩質地殻と火成岩質地殻の差異を反映したとみら
れる多様性に富む．ここでは，代表的な岩石のSr同位体組成を測定し，主成分化学組成や帯磁率などと対
比した結果を報告する．関東山地の四万十帯に迸入した瑞牆－昇仙峡岩体は，西南日本外帯の四万十帯に
迸入した同時期の花崗岩類に似た比較的高いSr同位体初生値（>0.7055）と低い帯磁率（<3⊗10-3SI）で特
徴付けられ，花崗岩質マグマの形成に堆積岩類が関与したことを物語る．これに対して，御坂山地の西八
代層群に迸入した芦川岩体は，丹沢岩体に似た著しく低いSr同位体初生値（<0.7037）と高い帯磁率（>10
⊗10-3SI）で特徴付けられ，堆積岩質な地殻が関わった明瞭な証拠が見られない．両者の間に迸入した徳和
岩体は中間的なSr同位体初生値
（0.7040-0.7055）を示す．四万十帯の堆積岩類に接する徳和岩体周辺部には，
中心部に比べて初生値がやや高くて帯磁率が低い還元型の岩石が出現し，貫入の場で炭質物を含む堆積岩
による還元作用が起こったことを示唆する．徳和岩体に貫入している小烏岩体は，低いSr同位体初生値
（0.7040）と高い帯磁率（>50⊗10-3SI）を示し，徳和岩体を形成した火成活動により四万十帯の堆積岩類が
関与する条件は失われていたと推定される．
キーワード：関東山地，南部フォッサマグナ，本州弧，伊豆－小笠原弧，島弧会合部，花崗岩体，
甲府，瑞牆－昇仙峡，徳和，芦川，小烏，ストロンチウム同位体，硫黄同位体，帯磁率．

Sr isotope characteristics of the Kofu granitoid comlex in the Fossa Magna region,
an island-arc junction, central Japan
1

SATO Kohei1, SHIBATA Ken2

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

Abstract： Kofu granitoid complex has the largest exposure among Neogene granitoid plutons in the Fossa Magna
region of central Japan, an island-arc junction between the Honshu arc and Izu-Ogasawara arc. This complex consists of
Mizugaki-Shosenkyo monzogranite, Tokuwa granodiorite and Ashigawa tonalite plutons of the Middle Miocene
“Moraisan stage”
, and Kogarasu granodiorite pluton of the Late Miocene–Early Pliocene“Motojuku stage”
. The Middle
Miocene plutons were emplaced both in accretionary complexes in the Honshu arc and Miocene submarine volcanic piles
of a northern extension of the Izu-Ogasawara arc, just after the island-arc collision, showing speciﬁc features of Sr isotopic
composition and magnetic susceptibility which may reﬂect assimilation of sedimentary materials to the granitoid magmas.
The Mizugaki-Shosenkyo pluton emplaced in the Shimanto accretionary complexes is characterized by relatively
high initial Sr ratios (>0.7055) and very low magnetic susceptibility (<3⊗10-3SI), similar to the Middle Miocene
granitoids in the Outer Zone of Southwest Japan. On the other hand, the Ashigawa pluton emplaced in the volcanic
piles in the South Fossa Magna is characterized by very low initial Sr ratios (<0.7037) and high magnetic
susceptibility (>10⊗10-3SI), similar to the Tanzawa pluton. The Tokuwa pluton shows intermediate features between
the above two plutons; intermediate initial Sr ratios (0.7040-0.7055) and variable magnetic susceptibility (1-30⊗10-3SI).
This pluton includes marginal facies of relatively high initial Sr ratios and low magnetic susceptibility along the
contact with sedimentary rocks of the Shimanto Belt, implying local reduction by carbonaceous sedimentary rocks.
The Kogarasu pluton shows a low initial Sr ratio (0.7040) and very high magnetic susceptibility (>50⊗10-3SI),
suggesting limited contribution of sedimentary materials, if any. Sedimentary materials may have been replaced by
igneous materials due to the preceding granitoid magmatism that formed the Tokuwa pluton.
Key Words： Kanto Mountains, South Fossa Magna, Honshu arc, Izu-Ogasawara arc, island-arc junction, granitoid pluton,
Kofu, Mizugaki-Shosenkyo, Tokuwa, Ashigawa, Kogarasu, Sr isotope, S isotope, magnetic susceptibility.
受付：2015年12月22日, 受理：2016年2月10日
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1．はじめに
甲府岩体は本州中央部フォッサマグナ地域に分布する新

賢

る．ただし，これら海底火山岩層の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, 2014）．

生代の花崗岩質岩体のなかでは最大の露出規模をもつ．こ

上記の（1）と（2）という著しく異なる性格を持つ地殻

の岩体は本州弧と伊豆－小笠原弧との接合部で，本州弧側

の現在の地表境界は，糸魚川－静岡構造線と藤野木－愛川

の堆積岩質地殻と伊豆－小笠原弧側の火成岩質地殻にまた

構造線である（図 1, 2）
．それぞれが西あるいは北に傾く

がって迸入しており，化学組成や帯磁率が変化に富む（例

逆断層で，主要部は活断層とされ（活断層研究会，1991）
，

えば，Sato, 1991; 佐藤ほか，1992）
．迸入の時期は，フォッ
サマグナ地域でとくに火成活動が活発であったとみられる

長野県

群馬県

「茂来山期」（15-11 Ma 頃）と「本宿期」
（6-4 Ma 頃）に 2

榛名山

浅間山

現在

山フ

ロン

ト

前橋

大別されるが（註 1）
，前期の岩体群は本州弧と伊豆－小

佐久盆地

笠原弧の接合の時期かその直後に迸入したと考えられる

Mj

富岡

中新

（例えば，佐藤ほか，2015）
．

世－

甲府岩体を含む南部フォッサマグナの地質は，島弧接

Tz

鮮新

Mr
八ヶ岳

Om

Cb

関東山地

フロ
ント

Niitsuma and Akiba, 1985）
，この流れの中で筆者らもいくつ

火山

活 発 な 研 究 が 行 わ れ（ 例 え ば， 松 田，1984, 1986, 1989;

世の

合のテクトニクスの解明という視点から 1980 年代には

かの報告を行った（例えば，佐藤・石原，1983; Sato and

山梨県
現

Kf

在

Shibata, 1986, 1988; 佐藤・柴田，1987; Sato, 1991）
．しかし

の
火

Kk

山
フ

当時の我々の報告には，具体的なデータの開示が不十分な

ロ

Mt

ン

ものも含まれていた．本来ならば研究を継続して補足すべ

ト

叶わないまま長い年月が経過してしまった．ここでは未公
表になっていたデータを公表して，積年の務めを果たした

東京都
藤野木－愛川

甲府盆地

巨摩山地

きであったが，筆頭著者（佐藤）の事情で，補充や改訂が

図２

線
神奈川県

御坂山地

丹沢山地

Sb
富士川谷

赤石山地

糸魚川 静
- 岡 構 造線

いては次の機会に譲りたい．

構造

初狩

Tn

いと思う．近年の研究の進展も加味した総合的な考察につ

2．甲府花崗岩体と周辺の地質の概略

の火

富士山

神縄断層

Sn
箱根山
相模湾

南部フォッサマグナから関東山地にかけた地域の花崗岩
質岩体の分布を図 1 に，甲府岩体周辺の地質の概略と試料

0

20

駿河湾

km

伊豆半島

の採取地点を図 2 に示した．
1）甲府花崗岩体周辺の地質
甲府盆地周辺域の基盤地質は，
（1）赤石山地や関東山地
を構成する四万十帯の白亜紀－古第三紀付加体と（2）巨
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
岩類を主とする巨摩層群や西八代層群に 2 分される．（1）
の四万十帯は日本海拡大前の日本列島がアジア大陸東縁部
に位置していた頃に形成された付加体からなり，大陸起源
の砕屑物を主とする堆積岩質地殻の一部である．
（2）の巨
摩山地や御坂山地の基盤地質は現在の伊豆－小笠原弧の北
方延長部と考えられ，一部には泥岩層も挟まれるが本州弧
起源と見なされる粗粒砕屑物は少なく，安山岩－玄武岩質
火山岩類を主とした火成岩質地殻の性質をもつと推定され

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－関東山地の地質の概略と花崗岩質岩体
の分布．
地 質 調 査 所（1992） や 佐 藤 ほ か（1992） を 簡 略 化 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，佐藤ほか（2015）と同様に「第四紀火山フロント」を「現
在の火山フロント」としてある．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, 2009a, 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．
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上盤側がより高い山地となっている．
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石原（1983）の前期（本稿の「茂来山期」）の岩体主要部
を（1）瑞牆－昇仙峡岩体，
（2）徳和岩体，および（3）芦

2）甲府岩体

川岩体と 3 大別し，全体を表記する時は「甲府岩体」と略
記することにする．
（1）は花崗岩質，
（3）はト－ナル岩質で，

中期中新世になって，甲府盆地の周辺に大規模な花崗岩
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

それぞれ Kato (1968) の区分を踏襲したが，その他の花崗

「茂来山期」の火成活動によるものである（佐藤，2014；

閃緑岩質岩体群は徳和岩体（2）として一括した．後期（本

佐藤ほか，1989, 2015）
．甲府盆地東方の山地には甲府岩体

稿の「本宿期」
）の小烏岩体は，後述のように火山深成複

が全体としては半円形の露出をなし，盆地西方の甲斐駒ヶ

合岩体の花崗閃緑岩質な貫入相として 5-4Ma 頃に形成さ

岳や鳳凰山周辺の高所にも南北に延びた大岩体が露出して

れたもので（柴田ほか，1984），噴出相は徳和岩体を不整

いる（図 1）．甲府岩体は Kato (1968) によって岩相区分が

合に被っている（三村ほか，1984）
．
甲府岩体は全域について帯磁率が測定され（註 2），
（1）

なされ，11 の型に細分された．彼の黒金型（ここでは小
烏岩体）も含めて，全体としては甲府複合岩体とも称すべ

瑞牆－昇仙峡岩体は帯磁率が低く全て還元型，
（3）芦川岩

きなのだが（英文要旨では Kofu complex と表記）
，佐藤・

体は帯磁率が高く全て酸化型からなるのに対して，
（2）徳
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図 2．甲府岩体の地質の概略と試料採取地点．
佐藤ほか（2015）の図 2 を改変し，Sr 同位体組成を求めた試料の位置と番号を示す．佐藤ほか（2015）による K-Ar 黒雲母年代（単位は Ma）
と試料採取地点も示した．両者が重複する地点は，同一試料もしくは同一露頭の試料について Sr 同位体比と K-Ar 年代を測定したもの．白の破
線は瑞牆－昇仙峡岩体（Kf(m)），徳和岩体（Kf(t)）および芦川岩体（Kf(a)）の境界．黒の点線は徳和岩体の酸化型と還元型の境界（一部推定）
（Sato
and Shibata, 1986, 1988; Sato, 1991）
．還元型は四万十帯の堆積岩類と接する岩体周辺部に分布し，勝沼の東方では岩体の中心部まで広がっている．
芦川岩体南縁の断層は前報で「芦川断層」と命名（佐藤ほか，2015）．

114

佐藤興平・柴田

賢

和岩体は主に酸化型からなり四万十帯との接触部が還元型

1986, 1992, 2015；佐藤，2014）．これら芦川・円井・丹沢

からなることが判明している（佐藤・石原，1983; Sato and

などのトーナル岩質岩体群は低い K/Na 比で特徴付けられ，

Shibata, 1986, 1988; 佐藤・柴田，1987; Sato, 1991）
．徳和

この点では母岩の火山岩類に似る（例えば，Sato,1991）
．

岩体の還元型は貫入・固結の場で周囲の四万十帯堆積岩類

芦川岩体など御坂・巨摩・丹沢の地塊に迸入した花崗岩類

の還元作用で形成されたものとみられ，酸化型・還元型の

は低い K/Na 比と酸化的な条件で特徴付けられるだけでな

分布は Kato (1968) の岩相区分とは独立であるが，徳和岩

く（例えば，佐藤ほか，2015），後述のように，著しく低

体最南端で芦川岩体と近接する部分（金川型・藤野木型）

い Sr 同位体初生値でも特徴付けられる．

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

中新世最末期から鮮新世にかけて，南部フォッサマグナ

るのは四万十帯に迸入した岩体だけであり，甲斐駒ヶ岳岩

地域には「茂来山期」に次ぐ花崗岩活動のピークもあった

体も主に還元型からなり（佐藤ほか，1989, 2015）
，西南日

（佐藤，
2014; 佐藤ほか，
2015）．これは関東山地北西部の「本

本の四万十帯に迸入した中新世花崗岩体（柴田，1978）は

宿期」の火成活動に対応するもので，甲府盆地の北側では

全て還元型からなる（佐藤ほか，1992）
．一方で，中新世

すでに徳和岩体などが地表に出現しており，その上を安山

の火山岩類を主とする西八代層群や巨摩層群に迸入した芦

岩－デイサイト質の溶結凝灰岩などが被い，それを貫いて

川岩体や円井岩体は全て酸化型からなり，丹沢層群に迸

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

入した丹沢岩体にも還元型は知られていない（佐藤ほか，

きた（三村ほか，1984; 柴田ほか，1984）．噴出相にあた

表１．甲府花崗岩体および周辺の堆積岩と火山岩の Sr および S の同位体組成．

Table 1 Sr and S isotope data for the Kofu granitoid complex and host sedimentary and volcanic rocks

Sr and S isotope analyses were done by K. Shibata and K. Sato, respectively.
1) Abbreviations: Bt: biotite; Hb: hornblende; Px: pyroxene; MzG: monzogranite; Gd: granodiorite; Tn: tonalite
2) Magnetic susceptibility measured on sawed flat surface using KT-5 and TH-1 magnetic susceptibility meters. Data for KG-685 indicate a range of
measurements on the outcrop with rough surface.
3) K-Ar ages are data for the same samples or outcrops. The latter cases are as follows: KG-595= MTG-1 of Shibata et al. (1984) and KG-619=80KO-99 of
Uchiumi et al.(1990).
4) Shibata and Ishihara (1979)
5) Sedimentary rocks from the Kobotoke Group of the Shimanto Belt; basalt from Takahagi basalt formation of the Nishiyatsushiro Group.
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る小楢山火山岩については 6.1-4.5Ma の全岩 K-Ar 年代が，

3．Sr 同位体組成

貫入相である小烏岩体については 4.4-4.3Ma の K-Ar 黒雲

ここで報告する Sr（ストロンチウム）同位体比測定用

母年代が得られている（柴田ほか，1984）
．
小楢山東方の川浦には徳和岩体を貫き小楢山火山岩に被

の試料は，甲府岩体の全域から主岩相を代表するように選

われる岩脈状の小岩体も知られている（図 2 の KO-32）．

び出したもので，四万十帯の代表的な堆積岩 3 試料と西八

これは閃緑岩・ト－ナル岩・ひん岩などからなる複雑な内

代層群の高萩玄武岩 1 試料も検討対象に加えた．試料の採

部構造をもつことから川浦複合岩体と呼ばれ（三村ほか，

取地点と番号を図 2 に示した．この図には K-Ar 黒雲母年

1984），トーナル岩の黒雲母について 6.7Ma の K-Ar 年代

代とその試料位置も示してある．測定試料の選択にあたっ

が報告されている（柴田ほか，1984 の MD-189）
．この小

ては，K-Ar 年代測定の場合と同様に，鏡下の観察で可能

岩体は「茂来山期」と「本宿期」の中間的な時期の火成活

な限り新鮮なものを選ぶだけでなく，年代測定用試料と

動で形成したものと思われる（佐藤，2011, 2013, 2014; 佐

同一か同一露頭で追加採取した試料を優先した（例えば，

藤ほか，2015）
．

KG-599, 601, 619 など）
．
試料の Rb と Sr の定量は蛍光 X 線分析法によった．Sr
同位体比の測定は VG Isomass 54E を用いて実施した．こ
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図３．甲府岩体とその周辺岩石の Rb-Sr 同位体組成．
表１に示した甲府岩体の花崗岩類および岩体に近い四万十帯の堆積岩類と西八代層群の玄武岩のデータを図示．川浦複合岩体と丹沢岩体の斑
糲岩および西南日本外帯の中新世花崗岩類のデータは Shibata and Ishihara (1979) による．瑞牆－昇仙峡岩体については Rb/Sr 比の大きい KG-598
（図の範囲外）を通る 14Ma のアイソクロンを，芦川岩体については２つの試料を結ぶように 12Ma のアイソクロンを示した．後者のアイソク
ロンの延長上に丹沢岩体の斑糲岩が位置する．丹沢岩体以外の白抜きのマークは還元型を，塗りつぶしたマークは酸化型を示す．還元型は酸化
型に比べて高い 87Sr/86Sr 比を示し，とくに瑞牆－昇仙峡岩体は，西南日本外帯の花崗岩類に近い 0.707 以上の比較的高い 87Sr/86Sr 比で特徴付け
られる．瑞牆－昇仙峡岩体や西南日本外帯の花崗岩体の Sr 同位体初生値は，四万十帯の堆積岩類と同等かそれらに似た 87Sr/86Sr 比を示し，こ
れらの花崗岩質マグマの形成に堆積岩が関与したことを物語る．四万十帯に迸入した徳和岩体の周辺部に産する還元型（Rd）の花崗閃緑岩は，
中心部を構成する酸化型（Ox）の花崗閃緑岩よりいくぶん高い 87Sr/86Sr 比をもち，酸化型 / 還元型の区分が堆積岩類の関与の度合いを示してい
ることがうかがわれる．なお，瑞牆－昇仙峡岩体は，西南日本外帯の花崗岩体より高い Rb/Sr 比をもち，より分化が進んでいるかのように見え
る．ただしこれは，Shibata and Ishihara (1979) が，Sr 同位体初生値の広域変化を調べるため，岩体内で分化の進んでいない Ca に富む岩相を測
定対象に選んだことにも起因する．
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の期間中の標準試料 E & A SrCO3 の繰り返し測定の結果は

賢

1）瑞牆－昇仙峡岩体

0.70808 ± 0.0002 (1 σ ) であった．Sr 同位体初生値の計算

瑞牆－昇仙峡岩体や西南日本外帯の中新世花崗岩体が，

方法は Shibata and Ishihara (1979) と同様である．検討した

四万十帯の堆積岩類と似た高い 87Sr/86Sr 比をもつことは，

試料は全岩の主成分組成や帯磁率も測定し，一部の試料に

これら花崗岩質マグマの起源物質として堆積岩類が重要な

ついては全岩の硫黄同位体組成も求めた．硫黄の抽出や

役割を果たしたことを物語る．四万十帯深部の堆積岩質地

同位体比測定の方法は Sasaki et al. (1979) および Sasaki and

殻の部分溶融あるいは同化によって花崗岩質マグマが堆積

Ishihara (1979, 1980) と同様である．これらの測定結果を表

岩類に似た高い 87Sr/86Sr 比を獲得した可能性が考えられよ

1 にまとめて示した．川浦複合岩体については既に測定し

う．瑞牆－昇仙峡岩体は甲府岩体の他の 2 岩体と比べて

てあるので（Shibata and Ishihara, 1979, KO-32）
，これも表

87

1 に含めた．

SiO2 に富む（75-76wt.%）分化した特徴も見て取れる（註 3）
．

Sr/86Sr 比だけでなく 87Rb/86Sr 比の変化幅が大きく
（図 3）
，
昇仙峡に近い 2 試料（KG-595, KG-598）は Kato (1968)

4．考察：甲府岩体の Sr 同位体組成の特徴と
その成因

の昇仙峡亜型に相当する．これらの分析データがアイソク
ロンを構成するとして計算される年代と 87Sr/86Sr 初生値は，

表 1 に示した測定データを図 3 の 87Rb/86Sr-87Sr/86Sr ダイ

それぞれ 13.6Ma および 0.7064 となり，図 4 の初生値を求

ヤグラムに示した．還元型の岩石は白抜きのマーク，酸化

める際に仮定した 14Ma の年代と初生値（0.7062, 0.7063）

型の岩石は黒く塗りつぶしたマークとして両者を区別し

に近い．この 2 つの岩石は，0.7063 程度の 87Sr/86Sr 初生値

た．まず注目されることは，前期（
「茂来山期」
）の主要 3

をもつマグマから分化して，14Ma 頃に固結してできたと

岩体がこのダイヤグラム上で互いに重複することなく，全

考えても差し支えなさそうである．また，瑞牆山付近の 1

体として非常に大きな変化幅を示すことである．ことに，

試料（KG-585）は Kato (1968) の瑞牆亜型に相当し，14Ma

瑞牆－昇仙峡岩体の試料が四万十帯の堆積岩類や西南日本

を仮定した 87Sr/86Sr 初生値は昇仙峡付近の試料より有意に

外帯の花崗岩類に匹敵する高い 87Sr/86Sr 比で特徴付けられ，

低い 0.7056 となって，Sr 同位体的には昇仙峡付近といく

87

86

かつ高い Rb/ Sr 比をもつのに対して，芦川岩体は極めて
87

86

87

86

低い Sr/ Sr 比と Rb/ Sr 比で特徴付けられる．また，還
87

86

ぶん異なるマグマが想定される．この試料に微量ながら磁
鉄鉱が含まれている点も昇仙峡付近と異なる（図 4）
．検

元型は酸化型に比べて高い Sr/ Sr 比をもつことが明瞭で，

討した試料の数が少ないので確言はできないが，瑞牆－昇

瑞牆－昇仙峡岩体と芦川岩体の間に位置する徳和岩体で

仙峡岩体の Sr 同位体組成には Kato (1968) の亜型に対応す

87

86

も，還元型は酸化型よりいくぶん高い Sr/ Sr 比をもつこ

るような南北の違いがあるのかも知れない．

とが注目される．この関係を把握し易くするため，図 4 に

ところで，初生値計算の際に仮定した 14Ma という年代

は Sr 同位体初生値と帯磁率の関係を示した．還元型が酸

値は，この岩体で最も古い KG-585 の K-Ar 黒雲母年代
（14.1

化型より高い初生値をもつことが明瞭である．還元的条件

∓0.5Ma；佐藤ほか，2015）を基にした（図 4）．昇仙峡付

下では Fe が磁鉄鉱よりも角閃石や黒雲母のような Fe-Mg

近の 2 試料（KG-595, KG-598）から計算された 13.6Ma と

珪酸塩鉱物として晶出し易いため，結果として著しく低

いう年代は，KG-595 の黒雲母が記録している 13Ma とい

い帯磁率をもつことになると解される（例えば，Ishihara,

う K-Ar 年代や KG-585 の K-Ar 黒雲母年代に極めて近い．

1977; Sato,1991, 2012）
．

このことは，少なくとも K-Ar 黒雲母年代の閉鎖温度であ

これと調和的な傾向が，予察的な検討結果ではあるが，

る約 300℃以上の高温段階で，瑞牆－昇仙峡岩体の冷却が

酸素（O）や硫黄（S）の同位体組成にも現れている（佐

極めて速かったことを意味する点で興味深い．ただし厳密

藤ほか，1982；Sato, 1991）
．すなわち，帯磁率の低下と共

には，14Ma 頃と想定した固結年代については，更に研究

に花崗岩類の酸素と硫黄の同位体組成が堆積岩の同位体組

を重ねて検証することが望まれる．その手法としては，Sr

成に近づくような変化傾向を示し，還元型は酸化型に比べ

同位体に関して閉鎖系が維持された試料を厳選した高精度

18

て重い酸素同位体比（δ O: 約 +9~+10‰）と軽い硫黄同
34

位体比（δ S: 約⊖8~⊖11‰）で特徴付けられるのである．
安定同位体の検討結果については，硫黄同位体の一部を除
いて，稿を改めて報告したい．

のアイソクロン年代の追求，あるいは閉鎖温度の高いジル
コンの U-Pb 年代の測定などが考えられよう．
瑞牆－昇仙峡岩体について見込まれた上記の 14Ma とい
う年代は，西南日本外帯の中新世花崗岩体の同時性として
注目されてきた年代（柴田，1978）と一致することも指摘
しておかなくてはならない．西南日本外帯では，花崗岩体
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図４．甲府岩体の Sr 同位体初生値と帯磁率の関係．
Sr 同位体初生値は各岩体で得られている黒雲母年代のうち最も古い年代値を用いて計算した．瑞牆－昇仙峡岩体は 14Ma，徳和岩体は 12Ma，
川浦複合岩体は 7Ma，小烏岩体は 5Ma である．年代を多少変えても特に 87Rb/86Sr 比の小さい岩体の初生値はほとんど変わらず，ここでの議論
には影響しない．岩体の記号は図３と同じ．

の大小や場所によらず黒雲母が 14∓1Ma の K-Ar 年代を記

が堆積岩に相当するような低い硫黄同位体比（表 1）をも

録しており，広い範囲で同時期に形成された浅成の岩体が

つこともこの推定を支持する（註 4）．しかし，全体が固

急速に冷却したと解されている（柴田，1978; 佐藤ほか，

結し終わる前に，より深部に伏在する還元作用の進んでい

1989; Sato, 1991）
．瑞牆－昇仙峡岩体が，Sr 同位体組成や

ないマグマが上昇してきて周辺部に還元的なマグマを残し

帯磁率だけでなく，貫入・固結の詳しい年代においても西

たまま固結したという可能性もある．また，マグマと母岩

南日本外帯の花崗岩体群と同一と確認できれば，この岩体

の間で Sr など岩石構成元素のやりとりをすることなく，

はこれまでより更に定義が明確になった花崗岩岩石区の東

例えば水素の拡散を介してマグマの還元作用が進むという

端部と位置付けられることになるだろう．このような岩石

ようなメカニズムもあるかも知れないが，その場合には

区を形成したエピソディックな火成活動と急速冷却の原因

Sr や O や S の同位体組成に変化は起こらないであろう．

解明が，興味深い今後の課題として残されている．

今回は酸化型と還元型の分布境界を挟んで両側の対になる
試料を測定したわけではないので，このようなメカニズム

2）徳和岩体

を否定し去ることもできない．細かく調べれば還元的な周

徳和岩体のデータは瑞牆－昇仙峡岩体と比べれば比較的
まとまった分布をなすものの，アイソクロンを構成するわ

辺相の成因にはいろいろなケースが見出されるかも知れな
い．

けではなく，とくに還元型の岩石が酸化型の岩石より高い
87

Sr/86Sr 比をもつ傾向が明瞭である（図 3）
．徳和岩体は主

3）芦川岩体

に酸化型からなるが（図 2）
，四万十帯との接触部に近い

芦川岩体の存在は本州弧と伊豆－小笠原弧の接合時期

岩体周辺部に沿って還元型が分布する（Sato and Shibata,

の考察で重要な役割を果たしている（例えば，佐藤ほか，

1986, 1988; 佐藤・柴田，1987; Sato, 1991）
．野外では還元

2015）．芦川岩体と徳和岩体南部で得られた約 12Ma の

型と酸化型の境界部に貫入境界のような不連続が観察され

K-Ar 黒雲母年代から，少なくとも関東山地の地塊と御坂

る訳ではない．これらの観察結果は，徳和岩体のマグマが

山地の地塊の接合時期は 12Ma 以前と結論された．接合し

貫入後に周囲の堆積岩類との反応で還元型の岩石が形成さ

た 2 つの地塊に迸入した花崗岩質マグマが，主成分組成で

34

れたことを示唆する．還元型の岩石
（KG-619, δ S= ⊖10.9‰）

も Sr 同位体組成でも，それぞれの地塊の構成岩石種の特
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賢

徴と対応するかのように明確に異なっていることが注目さ

Sr 同位体初生値を報告しているが，0.704 前後の Sr 同位体

れる（Sato, 1991; 佐藤ほか，2015）
．低い K/Na 比で特徴付

初生値をもつ徳和岩体主要部の酸化型花崗閃緑岩よりやや

けられるトーナル岩質の芦川岩体は，花崗閃緑岩質の徳和

高い（図 3, 4）
．帯磁率が著しく高いのは磁鉄鉱に富むた

87

86

岩体と比べて明瞭に低い Sr/ Sr 比をもつ（図 3）
．同一露

めであり
（三村ほか，
1984），
この苦鉄質な岩石はキュムレー

頭から採取した 2 つの試料（KG-599, KG-601）の分析デー

トか捕獲岩起源の可能性も考えられよう．Sr 同位体初生

87

86

タから計算される年代と Sr/ Sr 初生値はそれぞれ 13.9Ma

値が徳和岩体よりやや高い原因は不明であるが，岩体が微

および 0.7036 となり，後者は丹沢岩体の斑糲岩の初生値

小であることも考えると，この数値で甲府岩体を代表させ

（0.7036, Shibata and Ishihara, 1979）に等しい．12Ma を仮定
87
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して求めた初生値も， Rb/ Sr 比が低いので上記とほとん

るのは適切ではなかったと思われる．
小 烏 岩 体 は「 本 宿 期 」 の 5Ma 頃 に 貫 入 し た 岩 体 で，

ど変わらず，芦川岩体は丹沢岩体の斑糲岩と同様の Sr 同

NNE-SSW 方向に延びた岩脈状の形態は，南北方向の岩脈

位体組成をもつマグマが分化し，14-12Ma 頃に迸入・固結

群である峡東岩脈群と併せて（例えば，兼岡ほか，1993）
，

したと考えても差し支えないことが分かる．丹沢岩体に

東西方向の最小主応力軸をもつ応力場を示唆する．この時
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匹敵する芦川岩体の低い Sr/ Sr 比は，伊豆－小笠原弧の

期には徳和岩体だけでなく，川浦複合岩体も削剥により地

第四紀火山（Notsu et al., 1983）などとともに，日本列島

表に露出していたので，小烏岩体の形成前に顕著な隆起変

の火成岩類の中でも最も低い部類に属する．おそらく芦川

動があったことは確かと思われる（佐藤ほか，2015）
．小

岩体主要部を形成したマグマは，発生から定置するまでの

烏岩体について Sr 同位体を検討したのは 1 試料だけなの

過程で，隣接する関東山地の四万十帯の堆積岩質地殻と出

で，これで全体を代表すると見なすわけにはいかないが，

会うことなく固結してしまったのだと推定される（Sato,

5Ma を仮定して計算される 87Sr/86Sr 初生値は 0.7040 となっ

1991）．

て徳和岩体よりいくぶん低いことが注目される（図 3，4）
．

ただし，検討した試料は芦川岩体の中心部で採取されて

小烏岩体の位置には，かつて四万十帯の付加体が存在した

いることに留意する必要がある．この岩体では，広範な変

と思われるが，先行する徳和岩体の火成活動を受けて，
「本

質のために年代測定に好適な試料がなかなか見つからず，

宿期」には火成岩質地殻に入れ替わっていた可能性があ

本稿の試料採取地点でようやく利用可能な試料（KG-466，

り，
還元型の岩石ができる条件にはなかったと推定される．

佐藤ほか，2015）を見出したという経緯がある．芦川岩体

Sato (2012) は厚い堆積岩質地殻が火成活動の場に転じた時

に近い徳和岩体南端部には両者の漸移相の可能性もある苦

に形成される花崗岩類は還元型になり，過去に火成活動を

鉄質岩が産するので（Kato, 1968; 佐藤ほか，2015）
，その

経た地域が再び火成活動の場に転じると酸化型ができる傾

ような部分も含めて境界部を詳しく調べれば Sr 同位体組

向があると指摘したが，
小烏岩体はその一例かも知れない．

成にも漸移的な変化が見出されるかも知れない．いずれに
しても，芦川と徳和の両岩体の境界付近が本州弧側の堆積

5）甲府岩体の貫入母岩：堆積岩の役割

岩質地殻と伊豆－小笠原弧側の火成岩質地殻という対照的

甲府岩体の貫入母岩として，
岩体に近い四万十帯の砂岩・

な地殻の接合境界部であったと思われる．そのような接合

泥岩・泥質ホルンフェルスの堆積岩 3 試料と西八代層群の

境界を藤野木－愛川構造線と定義するなら，初生的な構造

火山岩 1 試料を選んで測定した（表 1，図 2, 3）．堆積岩試

線は既に失われているので，芦川岩体南縁の断層には別の

料の 14-12Ma での 87Sr/86Sr 初生値は 0.707-0.711 程度であっ

名称を付けるべきだと考え，前報（佐藤ほか，2015）では

て，瑞牆－昇仙峡岩体の初生値より高く，西南日本外帯の

この断層を「芦川断層」と名付けた（図 2）
．

中でも初生値の高い花崗岩試料に匹敵するかそれらより更
に高い（図 3）．このことは，甲府岩体の中では最も高い

4）川浦複合岩体と小烏岩体

初生値をもつ瑞牆－昇仙峡岩体にしても，四万十帯の堆

川浦複合岩体は東西方向の岩脈状小岩体で，小楢山火山

積岩類だけを起源物質にしてできたわけではなく，例えば

岩に不整合に被われる（三村ほか，1984）
．トーナル岩の

芦川岩体や丹沢岩体のような低い初生値をもつ苦鉄質マグ

黒雲母について 6.7Ma の K-Ar 年代が得られていることか

マが堆積岩類を取り込むことによってできたことを示唆す

ら（柴田ほか，1984）
，この岩体は東山梨火山深成複合岩

る．Sato (1991) は初生値が 0.7035 の苦鉄質マグマが初生

体を形成した「本宿期」に先行する火成活動の産物とみら

値 0.7090 の堆積岩を 40% 程度取り込めば瑞牆－昇仙峡岩

れる（佐藤ほか，2015）
．Shibata and Ishihara (1979) はこの

体の初生値は説明できるとした．しかし，想定した 2 つの

岩体のトーナル岩試料（KO-32）について 0.7051 という

端成分に含まれる Sr の量や同位体組成は実際には不明で

甲府花崗岩体のSr同位体組成
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あって，両者の混合比も大まかな見積もりに過ぎない．特

からは，硫黄同位体を含む研究の多方面で懇切丁寧なご指

に堆積岩の Sr 含有量や同位体組成の変化幅は大きいとみ

導を賜った．東京大学地震研究所名誉教授の松田時彦博士

られるので，合理的な平均値を提示するのは簡単ではない．

による丁寧な査読は，本稿の改善に極めて有益であった．

甲府岩体の成因についてもう少し定量的な議論を進めるた

お二人に篤くお礼申し上げます．

めには，安定同位体も含めた更に綿密なデータを集積する
＜註＞

必要がある．
芦川岩体の貫入母岩としては西八代層群の高萩玄武岩の
87
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註1）
関東山地から南部フォッサマグナにかけた地域の中新

1 試料（KG-685）を選んだ（表 1，図 2）
． Sr/ Sr 比は芦

世以降の火成岩類の時空分布を調べると，火成活動は

川岩体よりいくぶん低く（図 3）
，
12Ma での初生値は 0.7032

一様に続いたのではなく，活発な時期と比較的静穏な

となる．検討したのは 1 試料だけであり，変質を受けてい

時期があって，中新世には広い範囲に及んだ活動域が

るので単純な比較はできないが，得られた値は伊豆－小笠

第四紀には現在の火山フロント付近に収斂していった
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原弧の背弧側の第四紀火山の Sr/ Sr 比に近い（Notsu et

ように見える（佐藤，2004, 2014; 佐藤ほか，2015）
．

al., 1983）．このような岩石が，芦川岩体や丹沢岩体の斑糲

この見方は関東山地北西部の火成岩類の時空分布から

岩に見られる 0.7036 程度の Sr 初生値をもつマグマに取り

生まれたもので，代表的な地質体の名称にちなんで，

込まれたとしても，元の初生値を低めることはあっても高

15-11Ma 頃の活発な時期を「茂来山期」
，6-4Ma 頃の

めることはなく，炭質物を含む堆積岩のような還元作用を

活動期を「本宿期」と名付けた（佐藤・由井，2008；

もたらすこともないであろう．

佐藤，2009a,b, 2010, 2011）．名称の基になった茂来山

5．まとめ
フォッサマグナ地域最大の花崗岩質岩体である甲府岩体

花崗岩体と本宿カルデラは，関東山地の空中磁気異常
分布の中で際だった正の異常をもたらしている
（佐藤・
石原，2011）．

につき，主要な岩相の Sr 同位体組成と併せて主成分組成
や帯磁率（一部は硫黄同位体組成も）を測定して，西南日

註2）花崗岩類の酸化型・還元型の区分は，
（1）副成分鉱物

本外帯の花崗岩類の同位体的特徴と比較しつつ，甲府岩体

である磁鉄鉱の量が花崗岩質マグマの酸化還元状態を

の成因について若干の考察を行った．その結果は以下のよ

反映している点で成因的な指標になりうるだけでな

うにまとめられる．

く，（2）磁鉄鉱量は小型の帯磁率計で野外でも簡単に

1）甲府岩体の Sr 同位体組成は，
初生値にして 0.7036-0.7063

測定でき迅速な広域調査が可能であるという利便性も

の広い範囲に渡る．

備えている．日本の花崗岩類の多数の測定値は明瞭

2）還元型の岩石は酸化型の岩石より高い初生値をもち，

なバイモーダル分布をなしており，便宜的に 3⊗10-3SI

還元型の瑞牆－昇仙峡岩体と徳和岩体の還元型周辺相の初

付近を酸化型・還元型の境界値としているが（佐藤ほ

生値は 0.705 以上，徳和岩体の酸化型や芦川岩体や小烏岩

か，1992; 佐藤，2003, Sato, 2012），そのような中間値

体は 0.705 より小さい初生値をもつ．

は少ない．この区分は Ishihara (1977) の magnetite- and

3）著しく低い帯磁率で特徴付けられる還元型の岩石は

ilmenite-series の別の表現とも言えるが，マグマ系列

四万十帯の付加体に迸入した岩体に産し，花崗岩質マグマ

（series）というような進化系列ではなく，酸化還元状

発生の場や貫入の場での堆積岩中の炭質物による還元作用

態という物理量で型が決まるという趣旨が強調されて

で，Fe が磁鉄鉱ではなく珪酸塩鉱物として晶出すること

いる．

により形成されたと考えられる．
4）一方，海底火山岩類からなる御坂地塊に迸入した芦川

註3）瑞牆－昇仙峡岩体は，図 3 に示した西南日本外帯の

岩体や徳和岩体の形成場に重複して形成された小烏岩体

花崗岩試料に比べてかなり高い 87Rb/86Sr 比をもつが，

は，Sr 初生値が高く還元物質を含む堆積岩質地殻に出会

14Ma を 仮 定 し た Sr 同 位 体 初 生 値（0.7056-0.7063）

う機会がなく，結果として Sr 初生値の低い酸化型となっ

は 九 州 の 西 南 日 本 外 帯 に あ る 大 崩 山（0.7067）・ 尾

たと考えられる．

平（0.7065）・紫尾山（0.7062）岩体の初生値に近い．
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，
硫黄が主に磁硫鉄鉱の形で含まれている．この硫化物
が酸化して発生する錆び（鉄の水酸化物）が珍重され
て，調査当時には庭石用石材として採掘されていた．

佐藤興平 (2010): 関東山地北西縁部の余地地域に分布する熱水変質帯
の形成時期．群馬県立自然史博物館研究報告，(14): 71-78.
佐藤興平 (2011): 関東山地中央部の三頭山岩体：化学組成と年代の予
察的検討．群馬県立自然史博物館研究報告，(15): 93-100.
佐藤興平 (2012): フォッサマグナ中央部の和田峠周辺に分布する花崗
岩質岩体群の K-Ar 年代．群馬県立自然史博物館研究報告，(16):
77-84.

文献
地質調査所 (1992): 100 万分の 1 日本地質図

第 3 版，地質調査所．

Ishihara, S. (1977): The magnetite-series and ilmenite-series granitic rocks.
Mining Geol., 27: 293-305.
兼岡一郎・石田

高・長尾啓介 (1993): 甲府盆地東部の岩脈群（峡東

岩脈群）の活動時期―K-Ar 年代測定に基づいた推定―．火山，

Sato, K. (2012): Sedimentary crust and metallogeny of granitoid affinity:
Implications from the geotectonic histories of the circum-Japan Sea
region, central Andes and southeastern Australia, Resource Geology,
62: 329-351.
佐藤興平 (2013): 山梨県初狩の高川山安山岩体：K-Ar 年代の予察的
検討と南部フォッサマグナの構造発達史の考察．群馬県立自然
史博物館研究報告，(17): 87-98.
佐藤興平 (2014): 丹沢山地の石割山トーナル岩体の年代と南部フォッ

38: 57-61.

サマグナ－関東山地の火成活動における意義．群馬県立自然史

Kato, Y. (1968): Petrology of the Tertiary granitic rocks around Kofu Basin,
central Japan. Science Reports of Tohoku University, Series 3, 10: 241312.
活 断 層 研 究 会 編（1991）： 新 編 日 本 の 活 断 層， 東 京 大 学 出 版 会，
437pp.
松田時彦（1984）: フォッサマグナ．藤田和夫編「アジアの変動帯」，
海文堂，東京，p.127-146.
松田時彦（1986）：丹沢山地南部の構造と生い立ち－ 5 つの時期－．
月刊地球，8: 626-629.
松田時彦（1989）
：南部フォッサマグナ多重衝突説の吟味．月刊地球，
11: 522-525.

質調査所月報，34: 413-427.
佐藤興平・由井俊三 (2008): 関東山地北西縁に産する八千穂岩脈群の
K-Ar 年代．群馬県立自然史博物館研究報告，(12): 45-54.
佐藤興平・石原丈実 (2011): 関東山地北西部の地質と磁気異常．群馬
県立自然史博物館研究報告，(15): 101-113.
Sato, K. and Shibata, K. (1986): Oxidized and reduced granitoids from
the Kofu complex, central Japan. Proc. IGCP 220 Sn-W Granitoid
Conference, Canberra, 65-66.
佐藤興平・柴田

松田時彦（2007）：富士山の基盤の地質と地史．「富士火山」，山梨県
環境科学研究所，p.45-57.
三村弘二・加藤祐三・片田正人（1984）：御岳昇仙峡地域の地質，5
万分の 1 地質図幅「御岳昇仙峡」，地質調査所．
三村弘二・柴田

博物館研究報告，(18): 129-144.
佐藤興平・石原舜三 (1983)：甲府花崗岩体の帯磁率と化学組成．地

賢・内海

茂（1994）：黒富士火山と甲府盆地北方

に分布する火山岩類の火山活動と K-Ar 年代．岩鉱，89: 15-20.
Niitsuma, N. and Akiba, F.(1985): Neogene tectonic evolution and plate
subduction in the Japanese Island arcs, Nasu et al. eds., Formation of
Active Ocean Margins, TERAPUB, 75-108.
Notsu, K., Isshiki, N. and Hirano, M. (1983): Comparative strontium isotope
study of Quaternary volcanic rocks from the Izu-Ogasawara arc.
Geochem. Jour., 17, 189-302.
Sasaki, A. and Ishihara, S. (1979): Sulfur isotope composition of the
magnetite-series and ilmenite-series granitoids in Japan. Contrib.
Mineral. Petrol., 68, 107-115.
Sasaki, A. and Ishihara, S. (1980): Sulfur isotope characteristics of granitoids
and related mineral deposits in Japan. Proc. 5th Quadrennial IAGOD
Symp., E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 325-335.
Sasaki, A., Arikawa, Y. and Folinsbee, R.E. (1979): Kiba reagent method of
sulfur extraction applied to isotopic work. Bull. Geol. Surv. Japan, 30,
241-245.
Sato, K, (1991): Miocene granitoid magmatism at the island-arc junction,
central Japan. Modern Geology, 15: 367-399.
佐藤興平（2003）：環日本海のメタロジェニー：地殻構造と花崗岩系
列，「資源環境地質学」，資源地質学会，61-70.
佐藤興平 (2004): 妙義 - 荒船 - 佐久地域の火山岩類の K-Ar 年代と火山
フロントの後退．群馬県立自然史博物館研究報告，(8): 109-118.
佐藤興平 (2005): 荒船山の火山岩の K-Ar 年代と本宿カルデラの火山
活動史における意義．群馬県立自然史博物館研究報告，(9): 1127.
佐藤興平 (2009a): 関東山地北西縁に産する大深山花崗岩質岩体の
K-Ar 年代．群馬県立自然史博物館研究報告，(13): 69-76.

賢（1987）：フォッサマグナ地域の深成火成活動史

の研究．地質調査所月報，38: 101-103.
Sato, K. and Shibata, K. (1988): Miocene granitoid magmatism at the
island-arc junction, central Japan―Oxidized/reduced types and crustal
structure―．5th International Symposium on Tin/Tungsten Granites
in Southeast Asia and the Western Pacific, IGCP Project 220, Extended
Abstracts, 159-163.
佐藤興平・松久幸敬・石原舜三 (1982)：山梨県甲府花崗岩体の帯磁
率とイオウ・酸素同位体組成．三鉱学会連合学術講演会 講演要
旨集，p.96
佐藤興平・柴田

賢・内海

茂（1986）: 丹沢トーナル岩質岩体の角

閃石と黒雲母の不一致年代．地質雑，92: 439-446.
佐藤興平・柴田

賢・内海

茂（1989）: 甲斐駒ヶ岳花崗岩質岩体の

K-Ar 年代と岩体冷却史―赤石山地の地質構造形成史における意
義―．地質雑，95: 33-44.
佐藤興平・石原舜三・柴田

賢（1992）: 日本花崗岩図，日本地質ア

トラス（第 2 版），地質調査所，朝倉書店．
佐藤興平・柴田

賢・内海

茂（2015）: 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．群
馬県立自然史博物館研究報告，(19): 95-109.
柴田

賢（1978）
：西南日本外帯における第三紀花崗岩貫入の同時性．
地質調査所月報，29: 551-554.

Shibata, K. and Ishihara, S. (1979): Initial 87Sr/86Sr ratios of plutonic rocks
from Japan. Contrib. Mineral. Petrol., 70, 381-390.
柴田

賢・加藤祐三・三村弘二（1984）：甲府市北部の花崗岩類とそ

の関連岩の K-Ar 年代．地質調査所月報，35: 19-24.
内海

茂・宇都浩三・柴田

賢（1990）：K-Ar 年代測定結果 -3 －地

質調査所未公表資料－．地質調査所月報，41: 567-575

