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Abstract: The Quaternary Ashigara Group is distributed in an area between the Tanzawa Mountains and Hakone 
volcano. This area is thought to be situated at the northern tip of the Philippine Sea plate where Quaternary 
volcanism has also been active. The Ashigara Group is a coarsening-upward sequence composed mainly of clastic 
materials derived from the Tanzawa area which may have been an uplifting source region to the north of Kannawa 
fault, a representative active fault in this area. Preliminary K-Ar age dating of volcanic rocks from two pyroclastic 
deposits within the Shiozawa Formation, the uppermost conglomerate unit probably of shallow-marine to fan delta 
environments, yielded 0.87±0.07Ma and 0.32±0.14Ma. These age data, in conjunction with geologic data for this 
area, suggest that the sedimentation of the Ashigara Group continued until the Middle Pleistocene time and strongly 
folded and eroded around ca.0.3Ma. Its western part was covered by the late Middle Pleistocene volcanic piles from 
Hakone volcano and by the Late Pleistocene fluvial deposits called Suruga Gravels of ca.0.1Ma. These histories may 
reflect highly active tectonic processes at the plate boundary.

Key words: Fossa Magna, plate boundary, Tanzawa, Ashigara, Hakone volcano, Shiozawa formation, pyroclastic deposit, dacite, 
basalt, K-Ar age. Pleistocene
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1．はじめに

丹沢山地と箱根火山との間には，第四紀更新世の足柄層

群が分布する．固結が進み急角度で傾斜するこの地層の年

代は，かつては中新世－鮮新世と考えられたが（例えば，

Otuka, 1931;Kuno, 1951; Seki et al., 1969），古生物学的な研

究が進み（松島，1982；Huchon and Kitazato, 1984; 長谷川

ほか，1986; 岡田，1987），1980年代には更新世の地層と見

なされるようになった（註1）．この地層の北端部は神縄断

層を介して中新世の丹沢層群と接しており，神縄断層は活

断層とされている（杉村，1972；町田ほか，1975；活断層

研究会，1991）．

フィリピン海プレートの北限は，西南日本沖の南海トラ

フから駿河トラフを経て相模湾海底の相模トラフに続くと

考えられるが，両者を繋ぐ陸上のプレート境界として，杉

村（1972）は神縄断層を含む田子の浦・酒匂川線を挙げた．

K-Ar ages of pyroclastic deposits in the Shiozawa 
Formation of the Pleistocene Ashigara Group in the 

southern Fossa Magna region, central Japan

要旨：丹沢山地と箱根火山の間には，第四紀更新世の粗粒砕屑物からなる足柄層群が分布する．この地層
の堆積時期や地殻変動史の解析に資するため，主に丹沢山地から供給された礫からなる最上部の塩沢層に
挟まれる火砕岩層につき予察的なK-Ar年代測定を行い，0.87±0.07Maおよび0.32±0.14Maの年代値を得た．
これらの結果と地質構造から，足柄層群の堆積が中期更新世まで続き，0.3Ma頃には大きく傾動して削剥
され，一部が箱根火山の噴出物や駿河礫層に被われたという地殻変動史が浮かび上がってきた．
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杉村（1972）の指摘後，足柄層群は伊豆小笠原弧と本州弧

の衝突という視点から研究されるようになった．すなわち，

フィリピン海プレートに乗って南方から移動してきた伊豆

地塊前面のトラフを埋めて足柄層群が堆積し，これが引き

続き変形して陸続きの伊豆半島ができた後も，プレート収

束運動を解消する逆断層として神縄断層が活動を続けてい

る，とみられるようになったのである．こうして神縄断層

と足柄層群は，島弧の衝突現象を記録した証拠として，地

殻変動が活発な南部フォッサマグナ地域の中でも特に注目

を集めることとなり，1980年代には数多くの研究が行われ

た（例えば，Imanaga, 1999とその引用文献）．筆者らもこ

の研究の一端に関わり，丹沢・足柄両層群にまたがるとさ

れる変成作用（Seki et al., 1969）について，年代学的な観

点から論じたことがある（佐藤ほか，1990）．

南部フォッサマグナ地域の研究から離れて30年近くの年

月が経過した．古い資料を整理する中で，公表には至らな

かった予察的なデータも，今後の研究の素材として記録に

残しておくべきではないかと考えるようになった（例えば，

佐藤．2009, 2012, 2013）．そのようなデータの中から今回

は足柄層群上部の塩沢層に挟まれるデイサイト質火砕岩層

と塩沢層最上位とされる足柄層群西端部で見出された玄武

岩質火砕岩層の年代について報告し，関連する課題につい

て若干の考察を試みたい．

2．足柄層群の概略

南部フォッサマグナ地域における足柄層群の位置を図1

に，今回検討対象とした足柄層群中－上部層分布域の地質

の概略を図2に示した．神縄断層をフィリピン海プレート

北縁の断層とするなら（図1），足柄層群はフィリピン海プ

レート最北端の表層地質体ということになる．足柄層群は

酒匂川上流の神奈川県山北から静岡県小山にかけた東西約

15km, 南北約8kmの範囲に分布する．北縁は神縄断層に切

られ，南側は箱根火山の噴出物に被われる（図2）．山北以

西の主要部は，北西に傾斜する背斜軸をもつ褶曲構造の南

西翼にあたるとみられ，北北東方向の走向をもち西に

40-70°で傾斜する単斜構造を示すため，西側に上位の地層

が露出する（図2）．分布の西縁は約10万年前の後期更新世

の河成堆積物とみられる駿河礫層（松島・今永，1968；町

田ほか，1975）や富士火山の噴出物により不整合に被われ

るため上限は不明であり，東端部は河川堆積物などに被わ

れて露出を欠くため足柄層群の下限や基盤の地質は明らか

になっていない（佐藤，2013の図2参照）．

足柄層群は礫岩・砂岩・泥岩からなり各所に火山岩が挟

まれるが，岩相の特徴に基づき下位から上位へ日向・瀬戸・

畑・塩沢の4層に分けて記述されることが多い（図2）．こ

れらの4層は整合に重なる一連の堆積物と考えられ（例え

ば，今永，1999），それぞれの厚さを単純に積算すると

4850mを超えるという．堆積環境については，泥岩を主と

する最下部の日向層は深海平坦面の堆積物と推定されるの

に対し，礫岩を主とする最上部の塩沢層は浅海から潮間帯

さらには陸域の扇状地の堆積物と推定され（例えば，松島，

1982；Huchon and Kitazato, 1984；今永，1999，町田，2002），

足柄層群の堆積場が次第に浅海化し堆積物も粗粒化して

いった経過がうかがわれる．

足柄層群に含まれる礫種にも時間変化が認められる．す

なわち，丹沢層群起源とみられる緑色の変質火山岩類はど

の地層にも見られるが，丹沢深成岩体やその近傍の結晶片

岩に似るトーナル岩礫や変成岩礫は，畑層以下の地層には

ほとんど見られないにもかかわらず，最上位の塩沢層にな

ると急激に増大するという（例えば，今永，1999）．このこ

とは，足柄層群堆積の末期になって砕屑物の供給源に深成

岩体や変成岩が広く出現し始めたことを物語る（例えば，
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図1．南部フォッサマグナ地域の地質の概略と足柄層群の位置．
　地質調査所（1992）や佐藤ほか（1992）を簡略化（佐藤，2013）．
中新世－鮮新世火山フロントは，時代の判明している中期中新世－
鮮新世貫入岩体の分布の東縁を示す（佐藤，2004, 2005, 2009, 2011；
佐藤・由井，2008）．Mtは三頭山岩体（7.5Ma；佐藤，2011）．小規模
なので菱形で位置を示す．
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佐藤，2013）．一方，粘板岩やチャートなど関東山地起源の

可能性が高い礫も，わずかであるが瀬戸層や畑層に見出さ

れ（今永，1999），関東山地あるいは関東山地起源の砕屑物

からなる地層から足柄層群が堆積した海まで粗粒砕屑物を

運搬できる河川系が存在したと考えられる（佐藤，2013）．

足柄層群中に火山岩が産することは古くから知られてい

た（Kuno, 1938; 津屋，1942a，註2）．これらの多くは安山

岩－デイサイト質の溶岩や火砕岩層であるが，同源とみら

れる岩床や岩脈も見出され，堆積場かその近傍で火山活動

が続いていた様子がうかがわれる．日向層から畑層までの

地層中の溶岩や岩床や岩脈について全岩K-Ar年代の測定

が試みられ，2-1Maの年代値が得られている（今永・山下，

1999）．これらの測定試料は変質を受けているためか，全

体に空気混入率が高くて誤差が大きいものの，生層序学的

な推定と大きくは矛盾しない結果となっている．また，塩

沢層の上部に挟まれる火砕流堆積物については0.7-0.6Ma

の全岩K-Ar年代が得られ，塩沢層は1.3-0.6Ma頃に堆積し

たと考えられた（今永・山下，1999, 今永，1999）．さらに，

畑層南端部を貫く石英閃緑岩質の矢倉岳岩体については

1.1Maの全岩K-Ar年代が得られ（倉沢ほか，1989），その

北西約1kmに産する畑層中の「畑火道角礫岩」（今永，

1999, 註3）について得られた1Ma前後のK-Ar年代値も参考

にして，畑層は1.7-1.3Ma頃の地層とされた（今永・山下，

1999, 今永，1999，Imanaga, 1999）．

丹沢山地の変成作用について詳細な研究をしたSeki et 

al.（1969）は，丹沢深成岩体を中心に周囲に向かって変成

度が低下する累帯配列について記述し，この変成作用が足

柄層群にまで及び，神縄断層に近い足柄層群北端部は沸石

相に相当する低度変成作用を被っているとした．これに対

して佐藤ほか（1990）は，沸石属鉱物の安定関係および丹

沢岩体のアパタイトについて得られた2.5Maのフィッショ

ン・トラック年代と足柄層群の堆積年代の関係から，彼ら
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図2．足柄層群の地質概略と年代測定試料の採取地点．
　地質図は町田ほか（1975）とImanaga（1999）を簡略化．凡例はなるべく年代順になるように配列したが，畑火道角礫岩体は畑層の堆積期に
形成され，矢倉岳石英閃緑岩体は塩沢層下部層の堆積期に貫入したと推定される（本文参照）．塩沢層に挟在する生土火砕流堆積物は灰色の破
線でいくぶん誇張して描いてある．駿河礫層は所により厚さ100mを超える富士火山由来のテフラ層に被われるが，この図では省略されている．
○印は今回K-Ar年代を報告する試料の採取地点．□印の86012011は黒雲母のK-Ar年代を報告した塩沢層のトーナル岩礫の産地（佐藤，2013）．
畑沢上流に産する角礫岩体の安山岩の巨礫や岩脈を採掘していた採石場からは試料85111601, 85111603, 85111604を採取．Yg：矢倉岳石英閃緑岩
体（1.1Ma; 倉沢ほか，1989）．左上のAは塩沢層に似た地層の小露頭（津屋，1942a, b; 松島・今永，1968; 町田ほか，1975）． 
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が提案したような変成作用の温度勾配を想定することは困

難であると指摘した．本稿の冒頭で述べたように，足柄層

群の年代が以前考えられていたよりもずっと若く更新世と

判明したことが，丹沢山地の変成作用の一部見直しに繋

がったのであるが，足柄層群の沸石相は足柄層群堆積時か

それ以降の火成活動による熱水変質の影響を受けたものと

推定される（佐藤ほか，1990）．

3．年代測定の試料と結果

ここでK-Ar年代を報告する試料は，足柄層群塩沢層の

堆積構造を横断して流れる静岡県小
お

山
やま

町の鮎
あゆ

沢
ざわ

川
がわ

沿いで

1988年3月に採取されたものである（図2）．

3.1  デイサイト質火砕岩層（88031201a）:生
いき

土
ど

火砕流

堆積物

試料88031201aは御殿場線駿河小山駅の東約0.5kmにある

生土発電所下の鮎沢川河床に露出していた火砕岩層から採

取された．Imanaga（1999）によれば，この火砕岩層は足

柄層群上部層である塩沢層の上部に挟まれ，塩沢層の構造

と調和的に北方の神縄断層まで追跡されるという（図2）．

丹沢団体研究グループ（1986）は塩沢層を3部層に分け，

この火砕岩層を上部と中部の境界としている．鮎沢川は塩

沢層の走向に直交する形で流下しており（図2），この付近

の傾斜は西側に65°と記されている（Imanaga, 1999, fig.4）．

ここでは，この火砕岩層を「生土火砕流堆積物」とし，文

脈によっては「生土火砕流」との表記も用いる（註4）． 

試料を採取した鮎沢川河床には，約10mにわたって火砕

岩が露出し，上位に礫岩層が重なる様子が観察された．下

位の礫岩層との関係は露出がなく確認できなかった．この

火砕岩層は少なくとも4層に区分され，各層の境界部には

厚さ10-20cmの灰－淡褐色で緻密な泥質岩層が挟まれ，そ

こには一部炭化した木材化石（最大径20cm）が含まれて

いた．この泥質岩層の走向・傾斜は，およそN20°E・70°

NWで，周囲の塩沢層の構造と調和的であった．これらの

4層は凝灰質基質中にデイサイト－安山岩質の石質角礫を

含むもので，分級が悪く全体として塊状を呈する．上位の

2層はデイサイト質角礫に富み，その最大径は80cmに及ぶ．

礫の一部には流理構造や厚さ1cm程度の急冷縁が認められ

た．このような産状や基質と角礫の同質性から，この火砕

岩層は水中で堆積した火砕流堆積物と調査時には推定した

（註5）．まれに見出された丹沢層群起源とみられる小円礫

などの異質礫は，噴火あるいは流動の過程で下位の地層か

らもたらされたものであろう．上位の礫岩層には，丹沢層

群や丹沢深成岩体起源とみられる緑色火山岩やトーナル岩

の円礫とともに，火砕岩中の角礫と同質の変質を受けてい

ない5-50cm径の円礫が多量に含まれており，礫の供給経

路にこの火砕岩が広く分布していたことがうかがわれる．

年代測定はこの火砕岩中の本質角礫と見なされるデイサ

イト質角礫について実施された．この試料は斑晶として角

閃石（<2mm, まれに4mm）・斜長石（<2mm）および少量

の単斜輝石・斜方輝石・磁鉄鉱・石英を含み，石基は斑晶

鉱物の微細結晶とガラスからなる．鏡下では変質の証拠は

認められなかった．全岩の主成分組成を表1に示した．表

には2年前の予察時にこの火砕流堆積物から採取した試料

86HD11L1の分析結果も含めた（註6）．また，足柄層群堆

積の場で生じていた火山活動の特徴を把握するため，畑沢

上流の畑火道角礫岩体の採石場（註7）から採取した代表

的な安山岩－デイサイト質岩3試料の分析結果も併記し，

これらの分析データを図3のK2O-SiO2図に示した．いずれ

も箱根火山の火山岩と比べてK2Oに乏しく角閃石斑晶を含

むことで特徴づけられる．
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図3．年代測定した火山岩と関連岩のK2O-SiO2図．
　ここで年代や化学組成を検討した足柄層群中の安山岩－デイサイ
トは（表１），箱根火山の火山岩と比べ，ハーカー図上でTiO2・

K2O・P2O5の含有量が明瞭に低く，箱根火山とは異なる成因的背景を
もつことがうかがわれる．ここにはK2O含有量を図示し，比較のた
め周辺の火山の組成範囲を楕円で示した．データ点の番号は表１の
通し番号（Serial No.）に対応する．箱根外輪山（長井・高橋, 2007），
富士・小御岳・先小御岳・愛鷹山（高橋ほか，2015）のほか，K2O
含有量が低い例として八丈島東山火山の組成範囲（中野ほか，1997）
も示した．足柄層群の安山岩－デイサイト（Nos.1-2, 5-7）は八丈島
よりさらにK2Oに乏しいが，富士見橋の玄武岩は（Nos.3-4），箱根火
山や先小御岳あるいは愛鷹山の組成範囲に留まる．図示していない
が，TiO2・K2O・P2O5以外の主成分組成については箱根火山と際だっ
た違いは見られず，FeO*/MgO-SiO2図（Miyashiro, 1974）では，今回
検討した玄武岩はソレアイト系列の組成を，安山岩－デイサイトは
カルクアルカリ系列の組成をもつ（表１参照）．箱根外輪山試料の多
くはソレイアイト系列の組成をもつがカルクアルカリ系列の組成を
もつものもあるので（長井・高橋，2007），この点では明瞭な違いが
あるとは言えない． 
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3.2 玄武岩角礫（88031303d）：富士見橋火砕岩層

試料88031303dは鮎沢川にかかる富士見橋北側の丘の麓

を東西に通る道路脇の露頭から採取したものである（図2）．

この場所は生土地域の南西端に位置し関
せき

谷
や

口
ぐち

という地名も

あるが，目立つ構造物として近くの橋の名称を採って仮に

「富士見橋火砕岩（層）」と呼ぶことにしたい（註8）．試料

を採取した露頭には玄武岩質火山岩の角礫や亜角礫が密集

しており，津屋（1942a, p.318）の「集塊質火山角礫岩」

に相当するものと思われる．津屋（1942a, b）はこの地層

を足柄層群の上部層とし，Kuno（1951, p.378）や町田ほか

（1975, p.79）やImanaga（1999, p.78）もそれを踏襲しており，

この付近には塩沢層の最上部が露出していることになる

（註9）．町田ほか（1975, p.79）の断面図によれば，この付

近の塩沢層は箱根火山古期外輪山の噴出物に被われ，その

上位に古酒匂川の堆積物である駿河礫層と富士火山のテフ

ラがほぼ水平に重なり，これら全体が神縄断層によって切

られているという関係になる．駿河礫層には御岳火山由来

の火山灰（Pm-I）が挟まれており（町田ほか，1975），そ

の堆積時期は約10万年前と見積もられることから（町田，

1996; 町田・新井，2003），富士火山の活動も少なくとも10

万年前まで遡ることが判明した．

富士見橋北側の道路脇で見出したこの小露頭では，

3-30cmまれに1m近い玄武岩角礫を主とする火砕岩層が数

mにわたって露出し，一部に凝灰岩層が挟まれていた．玄

武岩角礫には丸みを帯びているものもあり，鏡下の組織は

一様ではなく，後述のように分析した2個の化学組成がい

くぶん異なることも合わせて，この地層は2次的に流下し

た火砕岩層と判断した（註8）．この地層に挟まれる凝灰岩

層の走向・傾斜はおよそN20°E・60°NWで，北東の下
しも

屯
とん

沢
ざわ

（註10）に露出する礫岩層に挟まれる砂層の走向・傾斜

と一致し，下位の塩沢層の構造とも調和的であった．この

観察結果は，津屋（1942a, b）から町田ほか（1975）や

Imanaga（1999）に至るこれまでの見解とも矛盾せず，こ

の地層が塩沢層に含まれるという見解に疑問を差し挟む余

地はないように思われる．この露頭の4つの角礫から試料

を採取して，鏡下観察により均質で新鮮かつ緻密な2個の

橄欖石玄武岩を選んで全岩主成分組成を分析し，比較的斑

晶が少ない試料88031303dを年代測定に供した．この試料

は斑晶として斜長石（<2mm）と橄欖石（<1mm）を含み，

石基は斜長石・単斜輝石・磁鉄鉱の微細結晶からなる．生

土火砕流の場合と同様に，化学分析の結果を表1に示すと

共にK2O-SiO2図に示した（図3）． 

表1．足柄層群に産する火山岩の主成分化学組成とK-Ar年代．
Table 1 Major element composition and K-Ar age of volcanic rocks from the Ashigara Group in central Japan

XR F analysis was done by S. Nakano at the Geological Survey of Japan, except for a sample 86HD11L1 which was analysed by wet chemical 
method at the Japan Analysis Center, yielding 2.52wt.% Fe2O3, 3.34wt.% FeO, 0.68wt.% H2O+ and 0.05wt.% H2O-.

1）Serial numbers correspond to those beside data points in a K2O-SiO2 diagram of Figure 3.
2） Samples 1-2: essential blocks in pyroclastic flow deposits in the Shizawa Formation,  exposed on a riberbed of the Ayuzawa River in eastern 

Ikido area of Oyama Town; samples 3-4: basalt blocks in a debris flow deposit in the uppermost Shiozawa Formation, exposed to the north of 
Fujimi Bridge in western Ikido area of Oyama Town; samples 5-7: andesite and dacite from  mega block and dike in a vent breccia body 
within the Hata formation, exposed in the  Ninokura quarry in southern Yamakita Town.

3）Rock name is based on the chemical classification by Le Maitre（2002）. Hb: hornblende, Ol: olivine.
4）Total Fe as Fe2O3
5）Weight ratio of total Fe as FeO and MgO

Serial No.1） 1 2 3 4 5 6 7

Sample No. 88031201a 86HD11L1 88031303d 88031303c 85111601 85111603 85111604

Locality2） Ikido, Oyama Fujimi bridge, Oyama Ninokura quarry, Yamakita

Rock3） Hb dacite Hb andesite Ol basalt Ol basalt Hb andesite Hb dacite Hb andesite

SiO2 64.79 61.35 50.92 50.04 61.87 63.31 60.27

TiO2 0.46 0.47 0.85 0.97 0.49 0.46 0.54

Al2O3 16.89 17.70 18.96 17.98 17.53 17.33 17.91

Fe2O3
4） 5.58 6.23 10.79 11.97 6.47 5.98 7.03

MnO 0.15 0.16 0.17 0.18 0.14 0.14 0.17

MgO 2.02 2.79 5.29 5.65 2.21 2.42 3.09

CaO 6.13 7.46 10.42 10.77 7.29 6.09 7.82

Na2O 3.36 2.99 2.02 1.88 3.07 2.90 2.48

K2O 0.46 0.42 0.31 0.34 0.37 0.38 0.32

P2O5 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07

Total 99.91 99.91 99.80 99.85 99.85 99.85 99.85 

FeO*/MgO5） 2.49 2.01 1.84 1.91 2.63 2.22 2.05 

K-Ar age （Ma） 0.87 n.d. 0.32 n.d. n.d. n.d. n.d.
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3.3 K-Ar年代の測定と結果

この地域の火山岩類は，図3にも見られるように，K含

有量が少なく年代も若いため，通常のK-Ar年代測定法で

は高精度の年代を得ることが難しい．ここでは倉沢ほか

（1989）と同様の手法を用いて，全岩のK-Ar年代を測定し

た．前処理と測定および年代や誤差の計算手法の詳細につ

いてはMatsumoto et al.（1989）や倉沢ほか（1989）に詳述

されているので，そちらを参照されたい．

測定結果を表2にまとめて示した．生土火砕流のデイサ

イト角礫については，0.87±0.07Maの年代値が，塩沢層最

上部の富士見橋火砕岩の玄武岩角礫については0.32±

0.14Maの年代値が得られた．富士見橋火砕岩については

これまで測定されたという記録は見あたらないが，生土火

砕流については既述のように0.7-0.6Maの報告がある．こ

の年代値を報告した今永・山下（1999，表1のNo.14）の試

料は，我々の試料と同じ生土火砕流堆積物から採取された

とみられるが，詳しい位置関係は不明である．しかし，彼

らの年代値の誤差は±0.2Ma程度なので，今回の我々の年

代値0.87±0.06Maとの間に有意の差があるとは言えない．

一方，町田（2002）は生土火砕流の年代を我々の年代値よ

りいくぶん若い0.8-0.7Maと推定している（図4）．これら

の年代については次の考察の項で再度比較したい．

4．考察：足柄層群の堆積時期とその意義

今回得られた年代値の意義を考えるため，足柄層群に含

まれる火成岩類や周辺域の火山の活動年代も合わせて図4

を作成した． 

4.1生土火砕流の年代

今回検討した足柄層群塩沢層に挟まれる生土火砕流のデ

イサイト角礫の年代0.87±0.07Maは，試料88031201aが本

質岩塊から採取されたものであることから，この火砕流の

堆積年代を示すものと解されよう．この結果は，塩沢層の

少なくともこの火砕岩層周辺部は前期更新世（2.588-

0.781Ma, Gradstein et al, 2004）の末期に堆積したものであ

ることを示し，この火砕流露頭が逆帯磁しているとした古

地磁気測定の結果（松岡，2002）とも矛盾しない．また，

生土火砕流のいくぶん下位の塩沢層から産出したパラステ

ゴドン象の臼歯化石の特徴から化石を含む地層の年代を前

期更新世とした長谷川ほか（1986）の見解とも調和的であ

る．一方，町田（2002）は火砕流最上部から採取した試料

のK-Ar年代（未公表）に基づいて，生土火砕流の年代を

0.8-0.7Maと推定している（図4）．

生土火砕流は少なくとも4層に分けられ，それらの間に

は泥質岩層が挟まれる．調査当時にはこれを扇状地性三角

州の水中に堆積した証拠ではないかと推定したが，町田

（2018，私信）によれば古土壌だという（註5）．このことは，

火砕流の堆積場は陸上であり（町田，2002），複数回流下

した火砕流の間には土壌が発達するほどの時間間隙があっ

たことを示唆する．その詳細は不明であるが，これまでの

データから火砕流の流下が0.8±0.1Maの期間に起こったこ

とは確かと思われる．この期間は前期－後期更新世の境界

（0.781Ma）を含んでいる点も興味深い（図4）．図4には生

土火砕流の推定年代を幅を持たせて描いてあるが，実際に

この期間中火砕流の流下が繰り返されたのかどうかは明ら

かでない．層序を考慮した高密度かつ高精度の年代測定で，

生土火砕流の詳しい年代が解明されることを期待したい．

4.2 生土火砕流の給源火山の行方

生土火砕流が0.8±0.1Maの火山噴火でもたらされた堆積

物であることは上述の通りである．足柄層群の中には生土

火砕流以外にも多数の火砕岩層や岩脈として火山活動の痕

跡が残されている．これらの痕跡の中でも最も規模が大き

いのは畑沢上流に産する火山岩巨礫を含む畑火道角礫岩体

と矢倉岳石英閃緑岩体であろう（図2）．この角礫岩体は，

既述のように畑層堆積期の海底火山噴火の痕跡と解され

（今永，1999），安山岩脈5試料の全岩K-Ar年代として1.6-

0.9Ma（誤差は0.1-0.5Ma）が報告されている（Imanaga, 

表2．足柄層群塩沢層に産する火山岩類の全岩K-Ar年代．
Table 2  K-Ar ages of volcanic rocks from the Shiozawa Formation of the Ashigara Group in central Japan

Age dating was made by A.Matsumoto at the Geological Survey of Japan. See Matsumoto et al. （1989）and Kurasawa et al. （1989） for details 
of the analytical method. Abbreviations in rock names: Hb: hornblende, Ol: olivine.
Constants for age calculation: λβ=4.962×10-10/y, λｅ=0.581×10-10/y, 40K/K=0.01167 atom % （Steiger and Jäger, 1977）　

 Sample No. Locality Rock Sample wt. 
 （g）

K2O
（%）

Rad 40Ar
（x10-9 STPml/g）  

Non rad. 40Ar 
（%）

Age
（Ma）

88031201a
Ayuzawa River, 0.5km east of 
Suruga-oyama station, 
Oyama

Hb dacite 1.021 0.499 14.1±1.1 75.7 0.87±0.07

88031303d North of Fujimi bridge, 
Oyama Ol basalt 1.010 0.383 3.9±1.7 97.4 0.32±0.14
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1999）．このうち誤差が比較的小さい3試料の年代値は1.6-

1.2Maで， 畑 層 の 年 代 範 囲（ca.1.7-1.3Ma,今 永，1999; 

Imanaga, 1999, fig.22）に近い結果となっている．一方，矢

倉岳岩体については1.1Maの全岩K-Ar年代が報告されてお

り（倉沢ほか，1989），この岩体が塩沢層の堆積初期に貫入・

固結したことを示す（図4）．これら以外の足柄層群中の安

山岩質な火砕岩や岩脈について報告されたK-Ar年代も

2-1Maのものが大半を占める（今永，1999; Imanaga, 1999；

今永・山下，1999）．これらの火山岩類は足柄層群堆積の

場かその周辺で前期更新世の後半に安山岩－デイサイト質

の火山活動が起こっていたことを物語る（註11）．このこ

とは足柄層群の堆積場がプレート境界付近であると同時に

火山フロント付近に位置していたことから（図1），必然的

な結果とも言えよう．足柄山地かその周辺に，生土火砕流

の給源となった火山体の痕跡は残されていないだろうか． 

生土火砕流や畑火道角礫岩体の安山岩－デイサイトは，

箱根火山の安山岩－デイサイトよりも更にK2Oに乏しく

（図3），いずれも斑晶として角閃石を含むことで特徴付け

られる（表1）．箱根火山は輝石安山岩を主とし角閃石斑晶

をもつ岩型はまれで，箱根起源のテフラに含まれる斑晶鉱

物も両輝石や磁鉄鉱を主とし角閃石はほとんど含まれない

（久野久著・箱根火山地質図再版委員会，1972, p.10-11; 町

田，1977, p.123）．生土火砕流と畑火道角礫岩体は，TiO2

とP2O5の含有量でも箱根火山より明瞭に低く，箱根火山と

は異質の火成活動の産物と考えられる．これらは箱根火山

に先行する一連の火山活動の産物である可能性が高いが，

上述のように両者の年代は明瞭に異なり，畑層堆積期に形

成された畑火道角礫岩体を生土火砕流の直接の給源と結論
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図4．足柄層群上部の火山岩類と周辺域の火山活動の変遷
　地層や火山の年代範囲の上限・下限は今後の研究で改訂される可能性がある．火山の活動開始時期は特に確定が難しいので？
記号を付けた．図の基にした資料と関連する注釈は以下の通り．1）時代と古地磁気の区分はGradstein et al.（2012）を参照．ブリュ
ンヌ/松山の境界は0.770±0.007Maとする近年の指摘もある（Suganuma et al., 2015）．2）富士火山地域の火山体の年代は Yoshimoto 
et al.（2010）を参照（小御岳は省略）．愛鷹火山に関して，町田（1977, p.119, 129; 1996, p.59）はテフラの研究から25万年ほど前
には爆発的な活動が始まっていたとし，箱根火山の活動時期との重複を指摘した．中野ほか（2013）はK-Ar年代データを基に
0.18-0.08Maという活動期間を示している．3）足柄山地に関しては町田ほか（1975）とImanaga（1999）および町田（2002）を参照．
塩沢層の上限は本研究を基に0.3Ma頃と推定．傾動・隆起・削剥の時期も本研究による推定（本文参照）．挟在する火山岩層と貫
入岩体のK-Ar年代値と誤差を◇マークとそれを貫く細い縦線で，推定年代を太線で示す．出典は若い方から古い方へ， 4）本研究
（0.32±0.14Ma）．誤差が大きいが0.32Maは下位に産する広域テフラTE-5の年代と調和的（本文参照）．5）町田（2002）による広
域テフラTE-5（39-36万年前）， 6）Imanaga（1999）の2個の測定値のうち空気混入率の少ないデータを示す．7）町田（2002）に
よる推定値（80-70万年前）．8）本研究（0.87±0.07Ma）．9）倉沢ほか（1989）．塩沢層下位の畑層に貫入した矢倉岳岩体の2個の
全岩試料のうち，より新鮮で空気混入率の少ない測定結果を示す（1.10±0.05Ma）．10）箱根火山地域に関しては町田（1977, p.125）
を参照．K-Ar年代は伊藤（2000）および袴田ほか（2005）による（誤差の表示は省略）．0.3Maより古い年代を与えた試料は，い
ずれも芦ノ湖南方の鞍掛山周辺で採取されたもので，Kuno（1938）および久野（1952）の地質図による湯河原火山の安山岩もし
くは天昭山玄武岩類に対応する．
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づける（伊藤ほか，1985）訳にはいかない．また，矢倉岳

岩体は年代が異なるだけでなく主成分組成も異なる

（54.4wt.%SiO2, 倉沢ほか，1989）．このように，生土火砕

流の給源と確定できる火山体の痕跡を足柄層群中に見出す

ことは難しそうである．この「失われた先箱根火山」とも

称すべき給源の火山は何処にあったのであろうか．

生土火砕流上位の礫岩層には丹沢山地起源とみられる円

礫とともに火砕流中のデイサイト質角礫と同質の円礫も多

数含まれるので，給源の火山は丹沢山地にあった可能性が

考えられる．丹沢山地には火山体の下部を構成していたと

みられる岩株や岩脈が産する（例えば，松田，1991）．し

かし，それらは3-2Maのものであって（佐藤，2013の図3），

生土火砕流の給源として想定できるような年代の岩体はこ

れまで知られていない．一方，箱根火山の下位に伏在する

可能性も考えられるが，ボーリング調査の結果では箱根火

山の噴出物は基盤である湯ヶ島層群や早川凝灰角礫岩の上

に直接のっているらしく（Kuno et al., 1970），先行して異

質の火山活動があったというような証拠は得られていない

（註12）．0.8±0.1Maには存在したであろう生土火砕流の給

源火山体が，箱根火山の活動開始期（図4）には既に削剥

されて消滅してしまっていたということなのだろうか．こ

の「消えた火山体」の行方に興味がもたれる．

実は足柄層群自体もかなりの部分が消滅してしまってい

ると考えられる．褶曲構造の北東翼の大部分は神縄断層に

断ち切られて露出しておらず（例えば，Imanaga, 1999, 

fig.4），東南東－西北西走向で北に傾斜する山北北方の瀬

戸層と日向層がなければ足柄層群の褶曲構造は把握できな

かったかも知れない．地質体の一部あるいは全部が消滅す

るというような激しい変動は，プレート境界に位置した足

柄山地の特殊な事情によるのではなかろうか．

ところで現在，この生土火砕流は周囲の礫岩層とともに

70°に近い急傾斜をなす．今回得られた年代値は，このよ

うな地層の傾動が0.87Ma以降に起こったことを意味し，

この年代以前に形成された矢倉岳岩体や畑火道角礫岩体も

この傾動の影響を受けたことを示唆する．矢倉岳岩体は上

に開いたロート状の岩体とされてきたが（例えば，久野，

1938），実際には横倒しになった岩体である可能性が高い．

この変動については，以下に述べる富士見橋火砕岩層の年

代を基に考察の4.4で再度取り上げたい． 

4.3 富士見橋火砕岩の年代と塩沢層の上限

富士見橋火砕岩層の玄武岩角礫試料88031303dについて

得られた年代値0.32±0.14Maは，空気混入率が高く誤差が

やや大きくなっているが（表2，図4），この地域の地殻変

動史を考えるうえで重要な束縛条件となるように思われ

る．この地層が塩沢層の最上部を構成することは既述の通

りであるが，試料を採取した露頭の北東側にある下
しも

屯
とん

沢
ざわ

に

は（註10），富士見橋火砕岩層の延長部と見られる火砕岩

層下位の塩沢層中に厚さ20cmの広域テフラTE-5が挟まれ

ている（町田，2000，p.116；町田，2002，p.302-303；町田，

2018，私信）．TE-5の年代は約35万年前とされたが（町田・

新井，2003, p.198-200），町田（2000, 2002）では39-36万年

前とされている．いずれにしても，上位の火砕岩が与えた

0.32Maという年代値はTE-5の年代よりも若く，野外で観

察された層位関係と調和的である．また，富士見橋の北北

西約2.5km付近にも塩沢層類似の地層が露出しており（図

2のA），塩沢層の構造が断層などで大きくずれることなく

そのまま北方に続くとすれば，この小露頭が地表で観察で

きる塩沢層最上部ということになる（註9）．このように塩

沢層の堆積は富士見橋火砕岩層の堆積以降も続いていたと

みられるので，塩沢層上限の確定は容易ではない．富士見

橋火砕岩層も溶岩塊などが2次的に移動した岩屑流堆積物

とみられるので（註8），堆積時期は厳密には0.32Maかそ

れ以降ということになり，今回の年代測定の誤差やTE-5

の年代も考慮すると塩沢層の上限は0.3Ma前後（例えば0.3

±0.1Ma）とかなりの幅を持たせた推定とならざるを得な

い．しかし重要なのは，足柄層群の堆積が0.3Ma頃まで続

いていたと考えられるという結論である．これは塩沢層の

上限を0.7-0.6Ma頃とする従来の見解（例えば，今永，

1999; Imanaga, 1999; 山下ほか，2008）とは異なる．図4で

は塩沢層の上限を0.3Maと仮定して描いてあるが，更に若

くなる可能性も否定できない． 

4.4 足柄層群の変形と箱根火山

富士見橋火砕岩の玄武岩の主成分組成は箱根や愛鷹など

の周辺火山の玄武岩の組成と顕著な違いがあるわけではな

く（図3），主成分組成から起源を特定するのは難しい．し

かし，0.32Maの頃には既に箱根火山が近くで活動を開始

していたと考えられることから（図4），富士見橋火砕岩は

箱根火山由来とみるのが自然であろう（町田，2002）．一

方で，塩沢層など足柄層群の中－上部層は箱根古期外輪山

噴出物に不整合に被われる（図2）．既述のように，富士見

橋周辺では60°~70°に急傾斜する塩沢層を箱根古期外輪山

噴出物が不整合に被い，それらを更に駿河礫層と富士火山

のテフラが被うという関係が確認されている（例えば，町

田ほか，1975, p.79）．すなわち，箱根火山の活動と足柄層

群の堆積は時間的には一部重複しており，その重複期間中

に足柄層群が傾動して隆起・削剥されるという大変動を受
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けたと考えられる．足柄層群を直接不整合に被う箱根古期

外輪山噴出物の年代が分かれば，この大変動の時期を確定

する手掛かりが得られると期待されるのだが，残念ながら

我々にはその年代データがない．箱根火山北部で得られた

年代値として0.26-0.11Maという全岩K-Ar年代が公表され

ており，これらはいずれも安山岩組成の試料について得ら

れたものである（53-63wt.%SiO2; 袴田ほか，2005）．仮に，

富士見橋南方で県境をなす山稜に位置する金時山の試料

（53wt.% SiO2, 0.20Ma）で不整合上の古期外輪山噴出物を

代表させるとすると，上記の大変動は0.3-0.2Maという極

めて短期間に起こったということになり，それより幾分古

い0.26Maを仮定すればこの期間はさらに短くなる．その

ように急速な変動が本当に起こったのかどうか，更に野外

調査と年代測定を補充して検証する必要があるが，図4に

は一つの可能性としてこの変動時期を示した．4.2の考察

で，足柄層群を傾動させた変動は生土火砕流の年代0.87Ma

以降と指摘したが，足柄層群を構成する地層が一連整合で

あるとすれば（例えば，今永，1999），変動の時期はずっ

と若いとみなければならなくなる（註13）．

足柄層群を大規模に傾動させる変動が0.3-0.2Ma頃に起

こったのだとすると，近接する箱根火山の古期山体にも影

響が及んだ可能性が考えられる．しかし，箱根火山の断面

図（Kuno et al., 1970）を見ても，塩沢層に見られるような

急傾斜した構造を見出すことはできない．現在地表で観察

される足柄層群の著しい変形は神縄断層に近い局所的なも

ので，箱根火山が載る基盤まで巻き込んだものではなかっ

たのかも知れない．その場合，足柄層群についてはプレー

ト沈み込み帯の付加プリズムの様なくさび状の地質体が想

定されよう．しかし，陸側の境界に相当する上盤断層は神

縄断層としても，その下底の断層と箱根火山の古期山体や

その基盤との関係は不明であり空想の域を出ない．

足柄層群が傾動して隆起・削剥された後の変動は，それ

までとは様式が異なるようにみえる点も興味深い．Kuno

（1938）の地質図には箱根古期外輪山噴出物と足柄層群の

境界が等高線に調和的に描かれており，この不整合面が比

較的平滑であることがうかがわれる．今永（1976）は山北

町南部の地蔵堂（図2）西側の不整合面を詳しく調べ，そ

の標高が約600mで一定であることを強調し，箱根古期外

輪山噴出物に被われる前に平坦な浸食地形が広がっていた

と推定している．一方，地蔵堂の北西4km余りにある小山

町の富士見橋南方では，この不整合面が標高400m余りの

高度にあるとみられるので（町田ほか，1975，Fig.2の断

面図），両地点を結ぶ直線は勾配5/100程度で北西に傾いて

いることになる．この不整合面の詳しい形成時期は特定で

きていないが，ここで推定したように仮に0.3-0.2Maに平

坦面ができたとすると，過去約20万年間の傾動は北西方向

へ5/100程度の勾配をもたらしたに過ぎないと言うことも

できよう．駿河礫層の堆積面も5/100~6/100の勾配で西に

傾斜しているが，これは堆積当時（約10万年前）の地形の

影響を受けた古酒匂川の流下方向を反映したものであり

（町田ほか，1975），堆積後の変動も加味されていると考え

られる（町田，1996, p.65）．このように，箱根古期外輪山

噴出物と足柄層群の不整合面や駿河礫層の堆積面が，急傾

斜を示す塩沢層の構造と比べて穏やかなことが注目され

る．これらの面から想定される0.2-0.1Ｍa頃の足柄山地の

地形は，塩沢層を急傾斜させた変動がそのまま続いたので

は形成されなかったと思われる．このことは，小山周辺の

地殻変動の様式が0.3-0.2Ma以後に急激に変わったことを

物語っているのではなかろうか．0.3-0.2Ma頃と想定した

この「激動期」が箱根火山の活動様式の変化の時期と同期

している様にみえるのは偶然であろうか（図4）．また，地

殻変動様式の変換が実際にあったのだとすると，その原因

は何だったのだろうか．町田（2002, p.308-309）は，プレー

ト境界断層が神縄断層から日向・平山断層に乗り移った可

能性を提案し，この付近の大地震の源としては神縄断層よ

り国府津・松田－日向－平山断層系に注目する必要がある

と指摘している． 

5．あとがき

今回我々が報告したのは予察的に検討した2個の試料の

年代という極めて限定された古いデータではあるが，それ

らを基に関連する課題について考えてみた．考察には仮定

や推測に基づく部分が多く，更に詳しい野外調査と綿密な

年代測定による検証を要する．足柄山地とその周辺域は，

日本列島の中でも最も地殻変動が活発な地域の一つであ

り，防災の観点からも変動像の詳細な把握が望まれよう．

測地学や地震学など他分野も含めた高精度の測定技術を併

用することにより，プレート境界の地殻変動史という視点

から足柄山地の変動像の解明が進むことを期待したい．
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小山町役場の皆様からは地名について教えていただいた．

元神奈川県立生命の星・地球博物館の今永　勇博士は，地

蔵堂付近の地質の詳細についてご教示下さった．東京都立

大学名誉教授の町田　洋博士は，懇切丁寧な査読を通じて

貴重な助言を下さるだけでなく，多数の文献資料をご恵与

下さった．それらは本稿の改善に極めて有益であり励みと

なった．篤くお礼を申し上げる次第である．

＜註＞

註1）第四紀の下限が2009年に1.81Maから2.588Maに変更

され，後期鮮新世のGelasian期（2.59-1.81Ma）が前期更

新世に組み入れられることになった．本稿の記述もこの

改訂に基づく．足柄層群の研究史や地層と化石産地につ

いては町田（2002）に詳しい解説がある．

註2）Kuno（1938）の5万分の1地質図「Geologic Map of Hakone 

Volcano and the Adjacent Areas」はKuno（1950）に付図と

して添付され，これが1972年に再版復刻された（久野久著・

箱根火山地質図再版委員会編，1972）．本稿ではこの復

刻版を参照した．

註3）畑沢上流部に産する角礫岩体は（図2），最大10mを

超える安山岩や畑層の巨大角礫の間を同質の基質が埋め

た角礫岩や安山岩脈からなり，今永（1999）はそれまで

の諸説を紹介した上で畑層堆積時の海底火山噴火時の火

道と解釈し「畑火道角礫岩」と名付けた．成因を含む呼

称であるが，産状をイメージし易いので，ここでは「畑

火道角礫岩体」と表記する．足柄団体研究グループ（1983）

は，この岩体を足柄層群の隆起・削剥の後にできた火山

性陥没盆地を埋積した地層ととらえ，巨大岩塊や岩脈の

産状を詳しく記載している．

註4）生土は小山町の鮎沢川北側の広い範囲を示す地域名

であり露頭地点の地名という訳ではないが，既報（伊藤

ほか，1985；今永，1999; 町田，2002）を踏襲して，こ

こでも「生土火砕流（堆積物）」と表記することにする．

「小山火砕岩」という呼称も見られるが（例えば，狩野

ほか，1988），小山は鮎沢川南側の広い地域名や町名に

も使われているので，ここでは採用しない．なお，生土

を「いくど」と表記した文献があるが（例えば，伊藤ほ

か，1985; 狩野ほか，1988; Imanaga, 1999），小山町役場

によると「いきど」と発音するとのことである．本稿は

地元の表記に従った．

註5）生土火砕流の堆積場は扇状地性三角州にあった水域

と調査時には推定した．しかし，その根拠となった泥質

岩層は古土壌と解されるとのことで（町田　洋，2018，

私信），堆積場は陸上の扇状地であったことになる．フ

ローユニット間の時間間隙も土壌化が十分進むほど長

かったことが示唆される．また，主成分を分析した2個

の試料の組成が異なることから（表1, 図3，註6），給源

の火山から噴出したマグマの組成は一様ではなかったこ

とがうかがわれる． 

註6）試料86HD11L1は小野が採取して筆頭著者に託したも

ので，「生土発電所下の河床で採取した軽石流中の角閃

石デイサイトの本質角礫」と解される記号と英語で書か

れた標本ラベルが残されている．今回年代を報告した試

料との位置関係は不明だが，化学組成が異るので（図3）

別のフローユニットの試料と思われる．

註7）駿河小山駅南東約3.5kmの畑沢上流部に産する「畑火

道角礫岩体」（図2）を採掘する二ノ倉開発（株）の採石

場を1985年11月に見学し試料を採取した．

註8）富士見橋火砕岩の試料を採取した地点は，Kuno（1938）

の地質図では富士火山の早期泥流堆積物（HV1）と塗色

された部分にあたる．久野は後に津屋（1942a）を基に

訂正し足柄層群上部層としている（Kuno , 1951, p.374脚

注，p.378のfig.16）．我々が観察した露頭の大部分は角

礫からなるが一部は丸みを帯びており，分析した2個の

玄武岩試料の化学組成がいくぶん異なること（図3），お

よび主要な角礫とは岩相の異なる角礫も混在することか

ら，破砕した溶岩流というより，2次的な移動過程を経

た火砕岩層と解した．文脈により「層」を略して表記．

註9）津屋（1942a, b）は富士見橋北西の柳島地区には塩沢

層と思われる小規模な露出があると指摘し，柳島北東部

の露頭は松島・今永（1968）や町田ほか（1975）の地質

図にも示されている（図2のA）．この付近の塩沢層の走

向・傾斜に大きな乱れがないとすれば，この露頭が塩沢

層最上位の露出地点ということになる．

註10）小山町役場によれば，「下屯沢」は小字名であり，

現在この沢の名称は確認できないとのこと．

註11）足柄層群中に産する火山岩の中には生土火砕流ほど

低K2Oではない例もあり（例えば，Imanaga, 1999, table 3），

火成活動の性格は一様ではなかったらしい．

註12）山下ほか（2008）によると，箱根火山の基盤の一部

とされてきた湯ヶ島層群は早川凝灰角礫岩相当層（5-

4Ma）の可能性があり，再検討を要するという． 

註13）ここでは変動を短期間に起こった単一の事変と単純

化して考えたが，より長期にわたる複数の変動の末に現

在の構造をもつに至った可能性もある．足柄層群は上位

層ほど急傾斜を示すという傾向が認められるが（図2），こ

れは褶曲軸がいくぶん上に凸になっており，全体としては

ドーム状を呈する構造の一部が現れていると解釈した． 
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