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大山火山における深層ボーリング試料の岩石記載と K-Ar 年代
竹下 浩征 1）・草野 高志 2）・八木 公史 1）・郷津 知太郎 1）

要旨

大山火山の大山寺地区（標高 770m）において，温泉開発を目的とした地質調査と深層ボー

リングが行われ，CSAMT 法による比抵抗擬似断面図と地表から深度 1200m までの連続的なカッ
ティングスが得られた．また，深度 1201 ～ 1203m 間のコア試料も採取された．比抵抗擬似断面図
とカッティングスの観察結果から，大山火山の新期噴出物は地表から深度 470m までに分布し，そ
こから深度 670m までは古期噴出物が分布することが明らかとなった．深度 680m 以深に伏在する
黒雲母花崗岩と細粒花崗岩は大山火山の基盤を成し，その北西－南東方向の分布には明瞭な側方変
位が認められた．古期噴出物のうち，深度 500m のデイサイト溶岩はその岩相と K-Ar 年代（0.58
±0.04Ma）から，側火山の一部であると推定される．大山火山の基盤である黒雲母花崗岩のカリ長
石 K-Ar 年代は 28.2±0.6Ma であり，変質黒雲母の K-Ar 年代は 22.2±1.9Ma であった．前者は花
崗岩の冷却年代であり，後者は熱水変質年代と推定される．大山火山直下の花崗岩の年代は，その
周囲に分布するどの花崗岩よりも若く，白亜紀～古第三紀火成活動の最も新しいステージである田
万川期の年代（44 ～ 30Ma）に匹敵する．
キーワード : 大山火山，深層ボーリング，岩石記載，K-Ar 年代，デイサイト溶岩，黒雲母花崗岩

1．はじめに

形成しているため，大山の下部を構成する岩相や構造
だいせん

あるいは基盤についての情報は少ない．

鳥取県西部に位置する大山火山は，東西 35km，南

2008 年の晩秋から 2009 年初春にかけて，大山火山

北 30km にわたる大型の複成火山である（図 1）．大山

の直下とも言える弥山の北麓（大山寺門前町地区 : 標

火山の中核は弥山と呼ばれる溶岩円頂丘で，その周囲

高 770m）において，掘削深度 1203m の深層ボーリン

には直径 30km に及ぶ火山麓扇状地が広がり，火砕流

グが実施された．大山寺門前町地区のボーリング孔よ

堆積物や火山泥流堆積物などが厚く堆積している．大

り，地表から深度 1200m までのカッティングスと最深

山火山の地質学的な研究は 1960 年代初頭から始めら

部（1201 ～ 1203m）の基盤岩のコア試料が回収され，

れ，1980 年代半ばにかけて多くの研究者によって次第

保管された．また，ボーリング地点周辺では，掘削

にその全体像が明らかにされた（例えば，岡田・石賀，

工事に先立ち，その地下構造の推定のために人工電磁

2000 : 沢田ほか，2009 のレヴューを参照）．しかしな

波探査（CSAMT 法 : 後述）が実施され，深度 1500m

がら，大山火山は大量の噴出物によって広大な裾野を

の比抵抗擬似断面図が作成された．これらは，大山火

みせん

Engineering Geology of Japan, No. 2, 29-48（2012）

Petrography and K-Ar ages of rock samples from the deep borehole in the Daisen Volcano, Southwest Japan.
Hiroyuki Takeshita1）, Takashi Kusano2）, Koshi Yagi1） and Chitaro Gouzu1）
1）

Hiruzen Institute for Geology and Chronology Co., Ltd.,
2-5 Nakashima, Naka-ku, Okayama 703-8252, Japan
2）
Kobe Branch, Hiruzen Institute for Geology and Chronology Co., Ltd.,
1-3-28 Hyogocho, Hyogo-ku, Kobe 652-0813, Japan

1）
株式会社蒜山地質年代学研究所
〒 703-8252 岡山県岡山市中区中島 2 番地 5
2）
株式会社蒜山地質年代学研究所 神戸支店
〒 652-0813 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町 1 丁目 3-28

2012 年 7 月 17 日受付，2012 年 8 月 17 日受理．© 2012 Hiruzen Institute for Geology and Chronology. All rights reserved.

30

竹下 浩征・草野 高志・八木 公史・郷津 知太郎／地質技術

第 2 号（2012）29-48

山噴出物とその基盤までの連続的な地質情報を有して

ルデラ内にある中央円頂丘」および「寄生火山（側火

おり，極めて貴重な地質資料である．本小論では，大

山）」に 3 分した．外輪山の凝灰角礫岩は，三位・赤木

山火山の層序と地質構造の新しい知見を提供するため

（1967）によって溝口凝灰角礫岩と名付けられ，古期の

みぞぐち

に，人工電磁波探査の結果とボーリング試料の岩石記

大山火山の主体を成すと考えられてきた．赤木（1973）

載および代表的試料の K-Ar 年代を報告する．なお，

は大山火山の広大な山麓に厚く分布する火砕流堆積物

本小論に示したボーリング試料の鑑定と年代結果の一

や降下火砕堆積物をまとめて大山火山灰層と呼び，そ

部は，日本地質学会第 116 年岡山大会（2009 年 9 月）

の中の名和町新高田から得られた炭化木片の 14C 年代

にて講演された（竹下ほか，2009）．

な

わ

（17,200±400yBP）を報告した．津久井（1984）はこ
の 14C 年代が大山火山灰層の上部に位置する弥山火砕
流堆積物の年代を示すと考えた．

2．地質概説

吉谷・松尾（1973）は，大山周辺の層序を先大山火
山岩類，古期大山火山岩類，新期大山火山岩類に区分
たかいだに

大山火山は中国地方の最高峰で，標高 1792 ｍの剣ヶ

した．先大山火山岩類は，大山北西に分布する高井谷

峰を主峰とする．山体中央部の円錐形の高まりは大型

溶岩，鍋山火山角礫岩と大山東方に分布する以西溶岩

の溶岩円頂丘（弥山）から成り，日本海まで続く広い

および蒜山火山岩類からなり，これらは大山の火山岩

裾野は時代に応じて密度の異なる放射谷が刻まれた火

類と区別して定義された．また，古期大山火山岩類は

砕流や泥流の堆積面および扇状地である（図 1）．この

下部と上部に分けられ，下部は主に火砕流堆積物から

ような地形は，大山マグマが珪長質で，噴出源近くに

なり，上部は溶岩流からなるとされた．新期大山火山

堆積しやすい高粘性の溶岩と低粘性の火砕流を噴出し

岩類は，溝口凝灰角礫岩を最下部に持ち，その上に少

たことと，火山の基盤に小起伏山地が広がっていたこ

なくとも 5 枚の溶岩と大量の火砕物が成層し，それら

とに由来する（町田，2004）．

に三鈷峰，弥山，烏ヶ山の溶岩円頂丘が貫入したとさ

太田（1962a）は地形分類に基づいた地質区分を行

なべやま

さんこほう

いせい

からすがせん

れた．

い，大山周辺の詳細な地質図を作成した．また，太田

津久井（1984）は大山火山の層序を総括し，火山噴

（1962a）は地形学的な考察から，孝霊山から弥山を経て

出物を大きく古期と新期に分けた．古期噴出物は厚い

蒜山に至る北西－南東方向の弥山－孝霊山構造線の存

溶岩流からなる古期溶岩類と広大な裾野を形成する溝

在を提唱し，この構造線の両側で基盤の高度が異なる

口凝灰角礫岩層および側火山（寄生火山）からなる．

と考えた．さらに太田（1962b）は山頂付近に大きなカ

新期噴出物は軽石層や火山灰層，火砕流堆積物および

ルデラがあることを指摘し，大山火山の噴出物につい

三鈷峰や弥山の溶岩円頂丘からなる．

こうれいさん

ひるぜん

て，
「外輪山を構成する厚い凝灰角礫岩と溶岩流」，
「カ

津久井ほか（1985）は大山火山と蒜山火山などに分

図 1 大山火山の地質．A : 大山火山の位置図．B : 大山火山およびその周辺地域の地質概略図（津久井ほか，
1985 を改変・加筆）
．
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布する 17 の溶岩の全岩 K-Ar 年代を報告し，大山火

1988 ; Kagami et al., 1992 : 西田ほか，2005）．大山火

山の活動史を総括した．それによると，大山火山の活

山西麓～南西方の溝口町周辺には，因美期貫入岩類に

動はおよそ 100 万年前に始まり，2 万年前以降まで続

相当する根雨花崗岩が広範囲に分布する（山陰バソリ

いた．大山火山の活動初期（約 90 万年前～ 50 万年

ス研究グループ，1982）．

つばぬきやま

たたらどやま

しもひるぜん

ね

う

前）の噴出物は，鍔抜山，鈑戸山，下蒜山などをつく
る溶岩円頂丘および厚い溶岩流であり，現在の山体中
心部から外れた山腹あるいは裾野の縁から噴出した．

3．CSAMT 探査

これらは吉谷・松尾（1973）の先大山火山岩類に相当
する．約 60 万年前から約 40 万年前にかけて，古期溶

2006 年， 大 山 北 麓 の 大 山 寺 門 前 町 に お い て， 温

岩類，溝口凝灰角礫岩および蒜山火山群が噴出・堆積

泉ボーリングの基礎資料を得るために人工電磁波探

した．この時期は特に溶岩を流出させる活動が活発で

査（Controlled Source Audio-frequency Magneto-

あったと考えられる．また，大山火山の西麓および北東

telluric : CSAMT 法）が実施された．大山寺門前町は，

縁では無斑晶安山岩の小規模な岩体が噴出した．約 40

弥山とその北にある豪円山の 2 つの溶岩円頂丘の間に

万年前以降は，孝霊山，三鈷峰，弥山などのいくつか
の溶岩円頂丘を噴出したものの，溶岩を流出させる活

ごうえんざん

位置する．ここには，弥山円頂丘の形成後に堆積した

しもほうじゅ

下宝珠泥流堆積物およびデイサイト質の円礫・亜円礫

動は低調となり，降下火砕物や火砕流などを放出する

からなる礫層（津久井，1984）が分布するが，その地下

爆発的な噴火活動が活発になった．最近 10 万年間は，

に伏在する火山噴出物の構成および層厚は不明であっ

1 ～数万年おきに爆発的な噴火を繰り返し，日本の主

た．また大山寺周辺には，弥山－孝霊山構造線（太田，

要な広域テフラである DKP（大山倉吉軽石）を含む多

1962a）や山頂周囲のカルデラ壁（太田，1962b）など

数のテフラを形成した．この活動期には，一度堆積し

の地質構造上の変位が推定されており，CSAMT 探査

た大山火山噴出物が河川などによって洗い出され，大

による成果が期待された．

山山麓縁辺に再堆積した扇状地堆積物が形成された．

CSAMT 探査は株式会社日本地下探査が実施した．

また，山麓を放射状に下刻している河川に沿って，河

CSAMT 探査は人工信号源を用いた電磁探査法（電磁

岸段丘堆積物が形成された．

誘導現象を利用して地下探査を行う方法）で，現在で

津久井（1984）および津久井ほか（1985）の総括以

は地質調査の一手法として確立されている（例えば，

後の研究としては，福元・三宅（1994）による新期噴

松田ほか，2007 ; 鈴木ほか，2009）．電磁探査法の信号

出物の形成時期の再検討，木村ほか（1999）によるテ

源は，20 世紀の始め頃まで，電離層に流れる電流や雷

フラのフィッショントラック年代の報告，そして，沢

の放電が作る磁場を利用していたが，このような自然

田ほか（2009）による噴出物の古地磁気方位に基づい

電磁場の変動は不安定でかつ弱い場合があるために，

た山体崩壊の検討などがある．

人工信号源を用いて高精度で簡便かつ効率的な測定を

大山火山の位置する鳥取県西部の基盤は，三郡－蓮

しようとする CSAMT 法が考案された．CSAMT 探査

花変成岩（Nishimura，1998），飛騨帯の西方延長とさ

の原理，測定方法，測定装置，解析方法については，

れたジュラ紀片麻岩類（石賀ほか，1989），それら変

これまでに多くの解説書や概説を記した研究例が報告

え

び

成岩と片麻岩を捕獲する江尾花崗岩類（服部・片田，

されている（例えば，横川，1984 ; 内田・高倉，1990 ;

1964 ; 石賀，2001），白亜紀後期～古第三紀の火成岩類

田中・加藤，1990 : 松田ほか，2007）ので，詳細はそ

とそれらを被覆する新第三系中新統（いわゆるグリー

れらの文献を参照いただきたい．

ンタフ）から構成される（新編島根県地質図編集委
員会，1997 など）．鳥取県西部から島根県東部にかけ

3. 1．送信源と受信点

て分布する白亜紀後期～古第三紀の火成岩類は，地質

CSAMT 法の測定に当たっては，電流を大地に流し

学的相互関係や年代学的研究に基づいて，白亜紀後期

て電磁波を発生させる送信源と，それを受信する測点

火山岩類と用瀬期貫入岩類，白亜紀末期～古第三紀前

（調査対象地点）を設定しなければならない．地表の 2

もちがせ

いんび

期の因美貫入岩類と同時期の火山岩類および古第三紀

点に接地した電線に交流電流を流すと電線の周囲から

中～後期の田万川期火山岩類と田万川期貫入岩類にス

電磁波が放射され，十分に離れた地点（3 ～ 7km 程度）

テージ区分される（西田ほか，2005）．大山火山の周囲

では平面波の電磁波として近似される．このような電

には，それを取り囲むように白亜紀後期～古第三紀火

磁波が大地に透入する深度は電磁波の周波数によって

成岩類の因美期と田万川期の貫入岩類が分布する（例

異なってくる．すなわち，周波数が高い場合は電磁波

えば，笹田ほか，1979 ; 飯泉ほか，1985 ; 須藤ほか，

の到達深度は浅く，周波数が低くなるに従って地下深

た ま が わ
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図 2 CSAMT 法による電磁探査の測点の位置
（大山町発行「大山町平面図その 15」の一部を
基図として使用した）．A : CSAMT 探査の送信
源と受信点の位置関係を示す．受信点は大山寺
地域にあり，送信源は孝霊山と鍋山の間の谷沿
いに設置した．両地点の距離は約 5.6km である．
B : CSAMT 探査の測点およびボーリングの位
置．測点数は 12 点．北西−南東方向の 3 測線お
よび北東−南西方向の 3 測線を設定した．ボー
リング地点は大山寺の北西約 400m の宿泊施設
跡に当たり，その標高は 770m である．

図 3 二次元比抵抗分布（比抵抗擬似断面図）．上段の 3 測線（A，B および C）は
北西−南東方向の断面図であり，下段の 3 測線（D，E および F）はそれらに直交
する北東−南西方向の断面図である．
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部まで到達する．そのため，送信する周波数を変える

い領域と南東側半分の低い領域とに分かれている．一

ことによって，浅所から深部にいたるまでの見掛比抵

方，北東－南西方向の D 測線，E 測線および F 測線の

抗値を測定することができる．

断面図では，いずれも大局的には深度と共に比抵抗値

送信源のアンテナの設置位置および受信側の測点配

が高くなる傾向が認められる．ただし，それぞれの断

置図を図 2 に示した．送信・受信間距離は約 5.6km，

面図において，得られた比抵抗値の範囲には大きな差

送信ケーブルの長さは約 1.0km である．送信した電磁

が認められる．D 測線の断面図では，標高 300m 前後

波は 0.625 ～ 5.12kHz の間を対数スケールで等間隔と

で 1000 Ω m を超えると，標高 0m で 2000 Ω m に達

なる 14 周波数である．受信側の測点は，大山北西麓の

し，さらに深所では 3200 ～ 3600 Ω m の比抵抗層が分

地形の伸長方向と調和的な北西－南東方向（A 測線，

布する．これに対し，E 測線の断面図では 1200 ～ 1400

B 測線および C 測線）と，それに直交する北東－南西

Ω m の比抵抗層が最も高く，F 測線の断面図に至って

方向（D 測線，E 測線および F 測線）に並ぶように 12

は 600 ～ 800 Ω m を超える比抵抗層は分布しない．

点（P1 ～ P12）を配置し，測線方向の電場とそれに直

大山寺における B 測線（P4 ～ P9）における測点 P6

交する磁場を測定した．各測点間の距離は 100 ～ 150m

と P7 の 間 お よ び D 測 線（P1，P6，P10） と E 測 線

に設定し，測線の距離は最も長い B 測線が約 600m で，

（P2，P7，P11）の間には，北東－南西方向に延びる比

その他は 150 ～ 200m 程度である．

抵抗層の変位が認められる．

3. 2．解析結果
測定データの解析に当たっては，低周波域に生じる

4．ボーリングの概要

ニアフィールド現象（送信源と受信側の距離が近すぎ
る時に，低周波域の周波数ほど見掛比抵抗値が大きく

大山西麓における温泉ボーリングはこれまでに何例

なる現象）の補正を行って見掛比抵抗値を求めた．さ

かあった（石賀，2001）が，今回のように大山火山の

らに，各測点の地盤を水平多層構造モデルと仮定した

中央部において，その直下を掘削するボーリングは初

上で，各深度の比抵抗値を一次元逆解析し，深度方向

めてで，それによって得られる地質試料の解析が大い

の比抵抗分布図（比抵抗柱状図）を求めた．なお，比

に期待された．

さいはく

抵抗分布図の作成に当たっては，解析深度を 1500m

深層ボーリングが実施された鳥取県西伯郡大山町大

に設定し，各測点において周波数毎に得られた見掛比

山寺門前町は，弥山とその北に位置する豪円山の間に

抵抗値から表皮深度を算出し，解析深度を 13 層に分

位置し（図 2），下宝珠泥流堆積物およびデイサイト質

割して各層の比抵抗を求めた．この比抵抗分布図に基

の円礫・亜円礫からなる礫層（津久井，1984）によっ

づいて，測線ごとにスムージング処理によるデータ補

て被覆される．津久井（1984）によれば，弥山は大山

完を行い，深度 1500m までの二次元比抵抗構造（比

火山の最後の火山噴火に伴って現れた溶岩円頂丘であ

抵抗擬似断面図）を求めた．図 3 に比抵抗擬似断面図

ると考えられ，豪円山は大山火山の比較的古い活動に

を示した．図 3 の上段の 3 測線（A，B および C）は

伴って形成された側火山（寄生火山）であるとされる．

北西－南東方向の断面図であり，下段の 3 測線（D，

ここはまた，太田（1962a）の弥山－孝霊山構造線上に

E および F）はそれらに直交する北東－南西方向の断

位置し，太田（1962b）が示した山頂周囲のカルデラ

面図である．なお，各測線の位置は図 2 の測点配置図

壁の延長部に当たる．

中に示した．比抵抗擬似断面図における等比抵抗層は

このボーリングは温泉開発を目的としたもので，地

濃色（黒色）系になるにつれて高比抵抗を示し，淡色

元，大山町の民間企業（株式会社ファミリー）によっ

（白色）系になるほど低比抵抗を表す．
得られた比抵抗は 20 Ω m 以上 3600 Ω m 未満の範

て，大山寺門前町の再開発事業の一環として 2008 年晩
秋から 2009 年初春にかけて執り行われたものである．

囲を示している．北西－南東方向の A 測線，B 測線お

掘削工事と試料の回収と保管は有限会社友泉ボーリン

よび C 測線の断面図において 1000 Ω m を超える比抵

グが担当した．ボーリング地点の孔口の標高は海抜

抗層は，それぞれの北西側に配置した測点（P1，P4 ～

770m である．そこから深度 1200m（標高－430m）ま

P6，P10 および P11）に限定して分布する傾向が認め

での区間をドリルビットで破砕しながら掘り進み，破

られる．しかも，A 測線および B 測線の断面図ではそ

砕岩片と掘削泥水（粘土および水の混合物）が混じっ

れらの北西端の測点においてのみ 2000 Ω m を超えた

たスライム状の試料（スラリー）を回収した．このス

比抵抗層が認められる．B 測線の断面図は 1000 Ω m 前

ラリーは 10m ピッチで深度 1200m に達するまで，合

後を境として，その比抵抗層の分布が北西側半分の高

計 120 試料が回収された．さらに，深度 1200m に達し
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てからはボーリング・ドリルを交換して，長さ約 2m
のコア試料の採取が行われた．
試料の回収と並行して実施された掘削時の孔内温度
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れる（図 5，図 6）．
（1）火山砕屑物層 A :

深度 60m の 1 試料は，デイサ

イト溶岩片の他に，新鮮な白色軽石を多量に含有する

の検層結果を図 4 に示す．孔内温度は掘削深度 30m 地

（図 6 の No. 1）．この岩相はデイサイト質の火山岩塊，

点から測定され，それ以深は深度 1200m まで 10m ご

含軽石デイサイト質火山礫および火山灰からなる火山

とに記録された．約 12.6℃から測定された孔内検層温

砕屑物層であると推定される．軽石を多量に含むこと

度は深度 70m 辺りから徐々に上昇を始め，深度 440m

から火山砕屑物の中でも特に火砕流堆積物起源である

で 20℃を超えた．深度 450m から 1200m までの検層

と考えられる．

温度は，深度 570m と 580m において局所的に停滞し

（2）火山砕屑物層 B :

深度 20 ～ 50m，70 ～ 100m，

ているものの，全体としては深度とともにほぼ直線的

140 ～ 300m および 350 ～ 470m から採取された 38 試料

に増加している．深度 570 ～ 580m の温度低下は，掘

は，主に明灰色～暗灰色のデイサイト溶岩片で構成さ

削時に起こった全量逸水の影響によると考えられる．

れる．試料中に含まれる結晶片や，デイサイト溶岩片

最終的に，深度 1200m の孔底での検層温度は 70.6℃で

に含まれる斑晶鉱物は，主に斜長石・角閃石・斜方輝

あった．深度 100m 当たりの増温率を見てみると，深

石・黒雲母・磁鉄鉱等からなり，そのほとんどが新鮮

度 30m から 440m まではおおよそ 2℃/100m 程度であ

で，変質したものは少ない（図 6 の No. 2）．溶岩片の

るが，深度 440m 以深では約 6.6℃/100m に達してい

石基は緻密なものから低発泡のものが含まれており，

る．

もともとはデイサイト質の火山岩塊・火山礫および火
山灰からなる火山砕屑物層であると考えられる．
（3）火 山 砕 屑 物 層 C :

5．カッティングス

深 度 110 ～ 130m お よ び

310 ～ 340m から採取された 7 試料は，全体に細粒で，
斜長石・角閃石・斜方輝石・石英などの自形結晶を主体

回収されたスラリー 120 試料は水洗され，それぞれ

とし，軽石粒子を含んでいる（図 6 の No. 3）．結晶片

から粘土粒子を取り除いた岩片（カッティングス）が

には発泡した火山ガラスが付着している場合がある．

抽出された．このカッティングスについて，肉眼と実

降下火山灰もしくは二次堆積作用による細粒火山砕屑

体鏡を用いた観察から，1 試料ごとに色調，構成粒子

物層であったと考えられる．

の大きさ，断面の形状，構成鉱物と岩種，変質の程度

（4）火山砕屑物層 D :

深度 540 ～ 550m，570 ～ 600m

などを確認した．図 5 に観察結果に基づいて作成され

および 630 ～ 670m から採取された 11 試料のカッティ

た模式柱状図を，図 6 にはカッティングスの代表的な

ングスは，明灰色～灰色～暗灰色および褐色を呈する

岩相を呈する試料の顕微鏡写真を示した．観察の結果，

デイサイト溶岩片からなり，白色～黄白色を呈する変

深度 20m から 1200m までのカッティングスは，大山

質軽石および白色変質鉱物を含む（図 6 の No. 5）．こ

火山の火山噴出物と基盤を構成する花崗岩類を起源と

れらは，基質部分が変質したデイサイト質の火山岩塊・

することが判明した．火山噴出物と花崗岩類の境界は

火山礫および火山灰からなる火山砕屑物層であると考

深度 670 ～ 680m 間にあると推定される．なお，最上

えられる．デイサイト質の火山岩塊・火山礫および火

部（深度 10m 未満）のカッティングスには，火山噴出

山灰からなる火山砕屑物層は深度 470m 以浅にも大量

物由来の堆積物だけでなく，盛土や埋土由来の砂礫や

に分布するが，深度 530m 以深の火山砕屑物層は，基

アスファルトが含まれていた．

質を構成するとみられる軽石や鉱物の風化変質が進ん
でおり，比較的形成年代の古い堆積物であると考えら

5. 1．大山火山噴出物
火山噴出物は，直径 4mm 以下の溶岩片，鉱物片お

れる．
（5）溶 岩 :

深 度 480 ～ 530m， 深 度 560m お よ び

よび軽石片などを構成主体とする．一般に，火山噴出

610 ～ 620m から採取された 9 試料の岩相は，主に灰

物は，構成物の組み合わせと溶岩片の発泡度の違いか

色～暗灰色のデイサイト溶岩片からなり，赤褐色を呈

ら，火山砕屑物層と溶岩の 2 つのタイプに分けられる

するものも認められる．溶岩片の石基は細粒緻密で，

（図 5，図 6）．火山砕屑物層は，緻密なものから低発泡

発泡した溶岩片は認められない（図 6 の No. 4）．これ

のデイサイト溶岩片を主体とし，鉱物片や軽石片を伴

らは，デイサイト溶岩流あるいは貫入岩であったと推

う．これに対し溶岩は，ほぼ未発泡で緻密なデイサイ

定される．

ト溶岩片のみからなる．さらに，火山砕屑物層は，構
成物の組み合わせから 4 つの層相（A ～ D）に区分さ

大山火山における深層ボーリング試料の岩石記載と K-Ar 年代

図 4 ボーリング孔内温度の検層結果．
温 度 の 測 定 は 掘 削 深 度 30m 地 点（ 約
12.6 ℃） か ら 始 め ら れ， 深 度 1200m
（70.6℃）までの 10m ごとに記録された．
深度 570 〜 580m では全量逸水の発生
が記録されている．

図 5 カッティングスの観察結果に基づいて作
成された模式柱状図．図中の黒丸とその番号は，
図 6 に示した代表的な岩相の採取位置と試料番
号を表している．

図 6 カッティングスの 6 つの代表的な岩相の実体顕微鏡（拡大）写真．各岩
相の採取位置は図 5 に示した．No. 1 : 深度 60m の火山砕屑物層 A，No. 2 :
深度 80m の火山砕屑物層 B，No. 3 : 深度 310m の火山砕屑物層 C，No. 4 :
深度 500m のデイサイト溶岩，No. 5 : 深度 600m の火山砕屑物層 D，No. 6 :
深度 740m の黒雲母花崗岩．Qtz : 石英，Pl : 斜長石，Amp : 角閃石，Opx : 斜
方輝石，Opq : 不透明鉱物，dc : デイサイト，pm : 軽石，gr : 花崗岩．
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5. 2．基盤岩類（花崗岩類）
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定の対象とした．一方，花崗岩の年代測定には，深度

深度 680m 以深から採取されたカッティングスは，

1201 ～ 1203m（大山火山噴出物と花崗岩の不整合面

花崗岩とそれに貫入すると考えられる細粒花崗岩か

から 520m 下部）から採取されたコア試料を用いた．

らなる（図 5）．花崗岩は新鮮で硬質なものと，所々

一般に，花崗岩の年代測定には，K-Ar 法よりも，そ

熱水によって変質された部分が認められる．全体に

れが貫入・定置した年代とほぼ一致すると考えられる

灰色～淡灰色を呈し，主に長石・石英・黒雲母を含む

Rb-Sr 全岩アイソクロン年代が適しているとされる

中粒完晶質の岩片からなる試料を新鮮な花崗岩と判断

（例えば，Albarede, 2003 ; 西田ほか，2005）．しかし

した（図 6 の No. 6）．全体に細粒で，淡緑色を帯びた

ながら，Rb-Sr 全岩アイソクロン年代は，マグマの分

灰色を呈し，石英・長石・黒雲母・黄鉄鉱などの自形結

化作用によるさまざまな岩相・岩質の岩石が必要にな

晶を主体とする砂状の試料を細粒花崗岩と判断した．

るため，今回のような岩相変化に乏しく限られたコア

一方，全体に暗緑灰色を呈し，長石類が緑レン石や方

試料だけでは，それを適用することができない．一方，

解石に置換された完晶質の岩片については，花崗岩の

K-Ar 法においては，閉鎖温度の異なる複数の鉱物年

変質帯であると判断した．

代を測定することによって，花崗岩体の冷却史を推定

（1）新鮮な花崗岩 :

深度 710m，730 ～ 750m，770m，

し，変質作用による 2 次的加熱の検討を行うこともで

790 ～ 800m，820m，840 ～ 870m，890m，910m，930m，

きる．大山寺の花崗岩からは，そのような冷却年代あ

950 ～ 960m，980 ～ 1060m，1080 ～ 1100m，1120 ～

るいは変質年代を取得することを期待して，カリ長石

1200m から採取された 38 試料は，完晶質で白色および

と黒雲母の年代測定を行った．

暗灰色を呈する黒雲母花崗岩起源の岩片からなり，試
料全体としては灰色～淡灰緑色を呈する．花崗岩片は
比較的新鮮な石英・長石・黒雲母などで構成される．
（2）熱水変質を受けた花崗岩 :

6. 1．測定試料の岩石記載
（1）デイサイト溶岩 :

デイサイト溶岩は，上位層か

深度 830m と 900m

らの噴出物の混入を避けるために，その分布範囲の中

から採取されたカッティングスは，全体に暗緑灰色を

程（深度 500m）のカッティングスのみを年代測定に

呈し，長石類が緑レン石や方解石に置換され，変質黒

使用した．カッティングスの中から比較的粒径の大き

雲母や黄鉄鉱の結晶が多数認められる．これらは花崗

な岩片を 10 粒程度取り出して岩石薄片を作製し，偏光

岩の変質帯であると考えられる．また，深度 970m，

顕微鏡による観察を行った（図 7 の A，B，C）．

1070m および 1110m から採取されたカッティングス

デイサイト溶岩は斑状組織を示すが，粒径の淘汰が

は，全体に緑灰色を呈し，新鮮な花崗岩片と変質鉱物

悪くシリイット組織を示す．本岩石には，斜長石，斜

（緑レン石・方解石・黄鉄鉱など）を含有する岩片が共

方輝石，ホルンブレンドの配列で規定される弱い定向

存する．これらは花崗岩とそれに発達した小規模な熱

性が認められる．主要鉱物は斜長石，斜方輝石，不透明

水変質脈を起源とすると考えられる．

鉱物からなり，斜長石が全体の 80 ～ 90％程度を占め，

（3）細粒花崗岩 :

深度 680 ～ 700m，720m，760m，

斜方輝石および不透明鉱物がそれぞれ 5％程度含まれ

780m，810m，880m，920m および 940m から採取され

る．そのほかに少量の火山ガラス，ホルンブレンドお

たカッティングスは，細粒～粗粒砂状を成して，全体

よび単斜輝石を含む．斜長石は短柱状～長柱状（最大

に淡緑色を帯びた灰色を呈する．構成粒子は石英・長

粒径 2.2mm×2.5mm）を呈し，しばしば双晶を持ち，

石・黒雲母・黄鉄鉱などの自形結晶を主体とする．長

粗粒なものには累帯構造が認められる．斜長石結晶中

石には変質し，白濁したものも認められる．これらは

には極少量の微細な鉱物が含まれることがある．斜方

中粒花崗岩に貫入した細粒花崗岩脈を起源とすると考

輝石は短柱状～長柱状（最大粒径 0.03mm×0.18mm）

えられる．ただし，大山火山噴出物との境界直下（深

を呈し，全体的に細粒なものが多い．変質はほとんど

度 680 ～ 700m）に位置する試料は，風化によって形

認められないが，ところどころで脆性的な破断を受け

成されたマサを含んでいる可能性がある．

ている．不透明鉱物はサイコロ状～短柱状（最大粒径
0.10mm×0.12mm）を呈し，変質して開放ニコル下で
赤褐色を呈する場合がある．火山ガラスは塡間状であ

6．K-Ar 年代

り，部分的に弱い変質によって褐色を呈するものや微
細な鉱物で置換されるものが認められる．ホルンブレ

大山火山噴出物と基盤岩の帰属を検討するために，

ンドは柱状～錐状（最大粒径 0.56mm×0.76mm）を呈

それらの K-Ar 年代測定を行った．火山噴出物につ

し，変質鉱物で完全に置換され，その中心付近はオパ

いては，深度 480 ～ 530m のデイサイト溶岩を年代測

サイト化され，周辺部は緑泥石（粒径 5 μ m 程度）お

大山火山における深層ボーリング試料の岩石記載と K-Ar 年代
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図 7 年代測定用試料の研磨面写真と偏光顕微鏡写真．深度 500m のデイサイト溶岩（A : 低倍率のオープンニコル，
B : オープン
ニコル，C : クロスニコル）
．深度 1203m のコア試料（D : 半割試料の研磨面，E : オープンニコル，F : クロスニコル）
．Qtz : 石
英，Pl : 斜長石，Kf : カリ長石，Hb : ホルンブレンド，Bt : 黒雲母，Chl : 緑泥石，Ep : 緑レン石，CM : 粘土鉱物，mtx : 基質．

よび不透明鉱物で置換されている．単斜輝石は短柱状
（最大粒径 0.11mm×0.18mm）を呈し，比較的新鮮で，
開放ニコル下で淡黄色を呈する．
（2）黒雲母花崗岩 :

の非開口性微小割れ目が発達する（図 7D）．
石英，斜長石，カリ長石および黒雲母の量比は，そ
れぞれ 50 ～ 60％，20 ～ 30％，10 ～ 20％，5％であ

花崗岩については，コア試料を

る．角閃石と輝石は観察されなかった．副成分鉱物と

半割に切断し，その半分を鏡下観察と年代測定に使用

して褐レン石，アパタイト，黄鉄鉱が認められる．こ

した．コアの研磨試料を図 7D に，鏡下写真を図 7E と

の花崗岩の主な変質鉱物は，緑レン石，方解石，緑泥

7F に示した．コア試料は石英，斜長石，カリ長石およ

石（緑泥石－スメクタイト混合層を含む），イライトお

び黒雲母を主要鉱物とする岩相変化の少ない塊状の黒

よび不透明鉱物であり，黒雲母がスメクタイトから緑

雲母花崗岩である．全体に淡緑色を呈し，幅 1 ～ 2mm

泥石へ，カリ長石がイライトへ，さらに斜長石が緑レ
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ン石と方解石へと変質している（図 7E，F）
．緑レン

た．カリウム定量分析の誤差は標準試料（JG-1，JB-1）

石，緑泥石，イライト，方解石などは試料中の主要鉱

の複数回の分析により 2％未満であったが，年代誤差

物間にも認められる．微小割れ目は，緑レン石，緑泥

の計算ではカリウム含有量が 0.2wt.% 以上の試料に関

石，緑泥石－スメクタイト混合層およびイライトなど

してはカリウム定量分析に伴う誤差として 2％を用い

の変質鉱物のいずれかによって充塡されている．割れ

た．なお，定量可能な最小値（下限）は 0.2wt.% であ

目と母岩の境界は不規則な部分もあるが，全体として

る．分析の結果，緑泥石化した黒雲母のカリウム含有

は直線的で，非常に明瞭である．

量は定量可能な最小値（0.2wt.%）未満であることが判

斜長石は半自形から他形で短柱状を呈し，粒径は最

明した．そのため，緑泥石化した黒雲母試料（0.2wt.%

大で約 1.9mm×3.9mm である．そのほとんどに双晶が

未満）の定量は，Itaya et al.（1996）の極低ブランク

認められる．累帯構造はほとんど認められない．変質に

法によって以下の手順で行われた．

よってやや濁った外観を示すほか，緑レン石および方

メノウ乳鉢で粉末化した試料約 50mg をテフロン容

解石を包有する．カリ長石は他形で塡間状であり，粒

器に入れ，閉鎖系ボックス中で硝酸，フッ化水素酸

径は最大で約 1.9mm×2.8mm である．そのほとんどに

及び過酸化水素を加えて試料を分解した．試料分解

パーサイトが認められる．変質によりやや濁った外観

後，閉鎖系で蒸発乾固し，塩酸に溶かして溶液にした

を呈し，少量の方解石とイライトなどを含む．黒雲母

ものを分析に用いた．極低ブランク法ではいずれの薬

は半自形～他形で板状を呈し，粒径は最大で約 0.5mm

品（特級）も蒸留して純度をさらに上げたものを用い

×2.4mm である．淡褐色～濃褐色の多色性を示す．そ

ている．低カリウム試料の定量分析は試料溶液に異な

のほとんどが変質によって緑泥石と少量の不透明鉱物

る濃度のカリウム標準溶液を添加して検量線を作成

に置換されている．

し，未知試料の濃度を定量する標準添加法を用いた炎
光分光法によって行われた．分析誤差は標準試料 JP-1

6. 2．分析方法と結果

（0.00387wt.%，Itaya et al., 1996）の複数回の分析によ

デイサイト溶岩は，比較的新鮮であった石基を年代
測定に用いた．黒雲母花崗岩は，その構成鉱物のうち

り 5％未満であることを示しているが，本試料の低カ
リウム分析の誤差は 5％に設定している．

比較的変質の程度が小さいカリ長石を分離して，その

アルゴンは 38Ar をスパイクとする同位体希釈法で

K-Ar 年代測定を実施した．カリ長石の分離に当たっ

定量した（長尾・板谷，1988 ; Itaya et al., 1991）．年

ては変質鉱物の混入を極力避けるために，回収する粒

代の算出に使用する壊変定数および 40K 存在度は，

径を単結晶の大きさ（最大 1.9mm×2.8mm）より十分

λe＝0.581×10-10/year，λβ＝4.962×10-10/year，40K/K

に小さなサイズ（0.07 ～ 0.10mm）に設定した．また，

＝1.167×10-4 である（Steiger and Jäger, 1977）．ここ

黒雲母花崗岩からは，変質されて緑泥石化が進行した

で，λe は 40K から 40Ar への壊変定数，λβは 40K から

黒雲母も分離し，年代測定を試みた．黒雲母の分離に

40

当たっては，回収する粒径を 0.07 ～ 0.15mm に設定し

している．試料の測定にあたっては，同一条件で標準

た．なお，石基および鉱物の分離作業は八木（2006）

試料（JG-1 黒雲母 : 91Ma）を測定し，その誤差が 1％

に従って行った．

以内であることを確認している．年代および誤差の算

Ca への壊変定数，40K/K は K 中の 40K の含有率を示

カリウムの定量およびアルゴンの同位体比測定と

出方法の詳細は長尾・板谷（1988）に示されている．

定量は，それぞれ長尾ほか（1984）および Itaya et

表 1 に，カリウム含有量の平均値，試料 1g 中に存在

al.（1991）に従った．カリウム定量は共存成分の影響

する質量数 40 の放射性起源アルゴンの全量，K-Ar 年

とイオン化干渉の抑制のため，2000ppm のセシウム

代および質量数 40 の非放射性起源アルゴンの含有量

（Cs）を加え，炎光分光法により行われた．試料の定

を示す．今回の測定によって得られた年代は，デイサ

量分析は 2 回実施し，その平均値を年代計算に使用し

イト溶岩の石基が 0.58±0.04Ma（K=1.29±0.03wt.%），

表1

大山寺におけるボーリング試料から得られた K-Ar 年代．

大山火山における深層ボーリング試料の岩石記載と K-Ar 年代
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花 崗 岩 中 の カ リ 長 石 が 28.2±0.6Ma（K=10.79±0.22

地層や岩石はその種類によって特有の比抵抗値を示

wt.%）， 同 じ く 黒 雲 母（ 緑 泥 石 化 ） が 22.2±1.9Ma

す．しかしながら，地下水の乏しい箇所や地温の低い

（K=0.101±0.005wt.%）であった．黒雲母（緑泥石化）

箇所では，その周囲に比べて相対的に高い比抵抗値を

の年代は，その誤差を考慮しても，カリ長石の年代と

示す．また反対に，地下水の豊富な箇所や地温の高い

比べて有意に若い結果となった．

箇所では，相対的に低い比抵抗値を示す．さらに，同
質の地層や岩石であっても，何らかの構造運動によっ
て破砕されたり，変質を受けたりすれば，局所的に低

7．考察

比抵抗化が進むことがある．このような性質を考慮し
た上で，比抵抗擬似断面図とボーリングによって得ら

ここでは，大山寺のボーリング試料に基づいて作成
された柱状図と既往の層序区分を対比し，その結果と

れた地質情報を照合すれば，地表直下から地下深部ま
での地質構造を推定することができる．

CSAMT 探査によって得られた比抵抗擬似断面図を

すでに述べたように，大山寺の地下地質は，上位か

比較して，大山火山直下の地下構造を検討する．次い

ら順に，大山火山新期噴出物，同じく古期噴出物およ

で，K-Ar 年代が得られた深度 500m のデイサイト溶

び基盤の花崗岩類の 3 層に区分される．この区分を図 8

岩（大山寺溶岩と仮称する）については，その岩相の

の比抵抗擬似断面図に照らし合わせると，大山寺の地

特徴と年代から大山火山噴出物におけるその起源を検

下 470m 以浅に分布する新期噴出物の比抵抗値は 800

討する．さらに，深度 1203m の黒雲母花崗岩（大山

Ω m 以下を示す．また，深度 480 ～ 670m に分布する

寺花崗岩と仮称する）については，得られたカリ長石

古期噴出物は 800 Ω m から 1200 Ω m の比抵抗値を示

K-Ar 年代と変質黒雲母 K-Ar 年代のそれぞれの意義

す．これら火山噴出物と花崗岩類の境界は深度 670 ～

を検証し，山陰地方に広く分布する白亜紀～古第三紀

680m 間にあり，この深度と交わる比抵抗コンターの

後期の貫入岩類の中での地質学的位置付けを行う．

数値はおおよそ 1200 Ω m である．この花崗岩類に相
当する 1200 Ω m 以上の高比抵抗層の分布は明瞭な側

7. 1．火山噴出物の細分と基盤の分布形態
今回鑑定された火山噴出物は，構成物の種類と溶岩

方変化を示しており，図 8 の北西側には分布するもの
の，南東側には認められない．

片の発泡度の違いから火山砕屑物層（A ～ D）と溶岩

ボーリング試料から判定された岩相および層相区分

層に区分され，溶岩層が出現する深度 480m を境とし

と比抵抗擬似断面図との対比から，大山寺の北西（山

て，その上部と下部では層相の組み合わせが大きく異

麓）側の地下深部には基盤の花崗岩類が伏在するが，

なっている．深度 20m から深度 470m までの区間には，

南東（弥山）側の地下の少なくとも深度 1200m 程度ま

デイサイト質の火山砕屑物層を主体として，火砕流堆

でには火山噴出物のみが分布し，花崗岩類は伏在しな

積物や降下火山灰あるいは二次堆積物層を挟在してい

いと考えられる．なお，この北西側と南東側の明瞭な

る．これに対し，深度 480m から深度 670m 区間には，

比抵抗値の側方変化は，そこに胚胎される地下水の量

デイサイト溶岩と基質部分が変質したデイサイト質の

や地温によって生じたものとは考えにくい．そのよう

火山砕屑物層が繰り返して分布する．このような上部

な要因であれば，比抵抗値の変化は水平変化ではなく，

層と下部層の層相の特徴は，津久井（1984）の大山火

鉛直方向の不連続として表れると考えられる．大山寺

山噴出物のうち，前者が新期噴出物に，後者が古期噴出

の地下における比抵抗値の側方変化は，岩種の違いを

物にそれぞれ対比される．この区分は，下部層の最上

明確に表しており，その原因として，太田（1962b）が

部に位置する大山寺溶岩の年代が約 58 万年前であっ

想定したカルデラ壁のような地質構造上の大規模な変

たことからも支持される．大山寺における大山火山新

位が推定される．

期噴出物の層厚は約 460m（深度 20 ～ 470m）と厚く，
古期噴出物の層厚は約 200m（深度 480 ～ 670m）であ

7. 2．大山寺溶岩の起源と火山噴出物の対比

ると推定される．その古期噴出物は，深度 670 ～ 680m

津久井ほか（1985）によれば，大山の火山活動は更

（標高 100 ～ 90m）間において，優白質中粒の花崗岩

新世中期（おおよそ 100 万年前）に始まり，その活

とそれに貫入する細粒花崗岩からなる基盤岩類を被覆

動初期の噴出物は側火山（鍔 抜山および鈑 戸山）と

している．

つばぬきやま

たたらどやま

しもひるぜん

下蒜山などをつくる溶岩円頂丘あるいは溶岩流であっ

上記のボーリング結果を北西－南東方向の比抵抗擬

たと考えられる．これらは浸食が著しく，原地形面は

似断面図（B 測線）に示す（図 8）．ボーリング地点は

ほとんど残っていない（町田，2004）．その活動に引き

この断面図の測点 P6 と P7 の間に位置する．一般に，

続き，約 60 万年前から 40 万年前にかけて，大量の古
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図 8 ボーリングデータに基づいた比抵抗擬似断面図の解析結果．大山寺の地表直下か
ら深度 470m までは大山火山の新期噴出物に，深度 480 〜 670m までは古期噴出物に対
比される．深度 680m 以深には基盤岩（花崗岩類）が分布する．その基盤岩（花崗岩類）
はおおよそ 1200 Ω m 以上の高比抵抗層に相当し，それ以下の中〜低比抵抗層は大山火
山噴出物を表していると考えられる．掘削地点の南東側には基盤岩に対比される高比抵
抗層は認められない．

期溶岩類と溝口凝灰角礫岩が噴出・堆積したとされ，

不透明鉱物を主要鉱物に持ち，少量の火山ガラス，オ

高井谷，吉原，城山，船上山，甲ヶ山の各溶岩流，溝

パサイト化したホルンブレンド（角閃石）および単斜

口凝灰角礫岩層中の大山滝溶岩，二股山溶岩，中蒜山

輝石を伴う．岩石の 80 ～ 90％が淘汰の悪い斜長石か

および上蒜山溶岩は，いずれもこの期間に噴出してい

らなる．溶岩片から粗粒な斜長石を取り除いた石基の

る（図 9 ; 津久井ほか，1985）．また，大山周辺に分布

K-Ar 年代は 0.58±0.04Ma であった．この大山寺溶岩

する無斑晶安山岩の活動もこの時期に重なって起こっ

の岩相の特徴と噴出年代が重なる溶岩は，鈑戸山（側火

た（津久井ほか，1985）．さらに，約 40 万年前以降の

山），高井谷・吉原・城山（古期溶岩類），大山滝（溝

大山火山は，古期噴出活動から数万年ほどの休止期間

口凝灰角礫岩），二股山・中蒜山（蒜山火山群）である

を経た後，側火山の一つである孝霊山の噴出とともに

（図 9）．これらのうち，大山寺の位置する大山北麓な

火山活動が再開され，軽石層や火山灰層，火砕流堆積

いし西麓に分布する溶岩は，側火山の鈑戸山と古期溶

物などの火砕物を放出する活動が活発になった（赤木，

岩類の高井谷である．

たかいだに

よしわら

しろやま

せんじょうさん

だいせんたき

かぶとがせん

ふたまたせん

なかひるぜん

かみひるぜん

1973 ; 町田・新井，1979 ; 木村ほか，1999 ; 津久井ほ

古期溶岩類および側火山の岩相の特徴と年代は，大

か，1985）．大山火山の活動末期には，弥山とその北

山寺溶岩のものと調和的である．古期溶岩類は，弥山

側に近接する三鈷峰および南東に位置する烏ヶ山が溶

の北東方において南北方向に連なる船上山，甲ヶ山お

岩円頂丘として出現したとされる（津久井，1984 ; 福

よび矢 筈ヶ山，弥山の北方で豪円山の東に位置する

元・三宅，1994 ; 岡田・石賀，2000）．

岩伏山，孝霊山の西方にある高井谷，そして弥山の南

図 9 に津久井ほか（1985）の大山火山および蒜山火

やはずがせん

いわぶせやま

方に分布する吉原および城山などから構成される（図

山群の 17 溶岩と，今回新たに測定した大山寺溶岩の

9）．古期溶岩類はいずれもデイサイト溶岩を主体とし，

位置と K-Ar 年代を示した．大山寺溶岩は深度 480 ～

多くの場合その斑晶として，斜長石，紫蘇輝石（頑火

530m 間に伏在し，その層厚は約 60m に達する．この

輝石），普通輝石，不透明鉱物およびオパサイト（角閃

区間のカッティングスはデイサイト溶岩からなり，火

石および黒雲母）を持つ（津久井，1984）．古期溶岩類

砕物を挟まない．大山寺溶岩は，斜長石，斜方輝石，

の K-Ar 年代は，綱川・津久井（1983）および津久井
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び鍔抜山の 3 岩体については溶岩の K-Ar 年代が得ら
れている．鍔抜山のデイサイト溶岩は，0.96±0.06Ma
という大山火山の中で最も古い年代を示す（津久井ほ
か，1985）．また，鈑戸山のデイサイト溶岩は 0.68±
0.07Ma を示し，大山火山で最大の側火山である孝霊
山のデイサイト溶岩は 0.30±0.05Ma を示す（津久井ほ
か，1985）．これらのことから，側火山は古期噴出活動
の全期間を通じて間欠的に噴出したと考えられている
（津久井，1984）．
大山寺溶岩の年代は，古期溶岩類の活動時期と一致
し，側火山の活動期間にも当てはまる（鈑戸山の噴出
より若干若い可能性がある）．大山寺溶岩と古期溶岩類
および鍋山を除く側火山の鉱物の特徴と組み合わせは
ほぼ同じであるが，大山寺溶岩には黒雲母が認められ
なかった．上記の岩相と年代の検討から，大山寺溶岩
の起源は，古期噴出物の溶岩（流）か，あるいは溶岩
円頂丘を作るような側火山のいずれかであると考えら
れる．大山寺溶岩が伏在する大山寺周辺には，無斑晶
安山岩，側火山（鈑戸山と豪円山），溶岩円頂丘（弥
山および三鈷峰）とそれらを被覆する下宝珠泥流堆積
物および礫層が分布する（図 1）．大山寺の最も近くに
分布する溶岩は，側火山に属する豪円山である．残念
ながらその岩相の詳細と年代は現在までのところ公表
されていないが，おそらく豪円山こそが大山寺の地下
図 9 大山火山および蒜山火山群を構成する溶岩の K-Ar 年
代（津久井ほか，1985；本研究）．A : 年代測定を行った溶
岩の採取位置（津久井ほか，1985 を改変・加筆 : 凡例は図
1 を参照），B : 溶岩の東西方向の位置関係と誤差を考慮した
年代範囲．アミ掛けは大山寺溶岩の年代と他の溶岩の年代と
の比較のために示した．

500m に伏在する大山寺溶岩の起源であると考えられ
る．
7. 3．大山寺花崗岩の変質と K-Ar 年代の関係
7. 3. 1．花崗岩の熱水変質
一般に，花崗岩体の深層部の熱水変質の起源は，
（1）

ほか（1985）によって測定されている．綱川・津久井

現在の深層地下水，（2）岩体の固結後に現在よりも高

（1983）は，船上山溶岩の年代として 0.35±0.04Ma を

い地温勾配によって熱せられた当時の地下水，（3）花

報告したが，その後，津久井ほか（1985）によって同

崗岩を形成したマグマの固結最末期の熱水，の 3 つの

一ブロック試料の年代として 0.48±0.04Ma が再提示

可能性が考えられる（例えば，濱崎ほか，1999）．可能

された．これ以外の溶岩の年代は次の通りである．そ

性（1）については，ボーリング時の検層温度データ

れは，甲ヶ山溶岩（0.41±0.05Ma），高井谷溶岩（0.51

（図 4）から否定的な結論が得られる．大山寺における

±0.04Ma），吉原溶岩（0.56±0.06Ma）および城山溶岩

現在の深度 1200m の孔底温度は約 70℃であり，100℃

（0.51±0.04Ma）である．
一方，大山火山の側火山は，弥山－孝霊山構造線（太

未満の地下水ではスメクタイトを生成することはでき
ても，イライトや緑レン石などを生成するのは難しい

田，1962b）に沿って北西－南東方向に配列する（図

と思われる（吉村，2001）．可能性（2）については，

9）．それは北西に位置するものから順に，孝霊山，鍋

外部の熱源の検証が必要である．大山火山周辺におい

山，鈑戸山，鍔抜山，豪円山等である．火山角礫岩

て大山寺花崗岩に熱的影響を与えることができた火成

から構成される鍋山を除けば，上記の側火山はいずれ

岩類は，新第三紀中新世の火山噴出物（グリーンタフ）

も溶岩円頂丘である（津久井，1984）．側火山を成す

と大山火山噴出物である．そのうち，新第三紀中新世

溶岩の主な岩相は，粗粒の斜長石，オパサイト化した

のグリーンタフは大山寺のボーリング試料中に認めら

角閃石，斜方輝石，黒雲母を含むデイサイトからなる

れなかった．また，大山寺花崗岩との地質関係が明ら

（津久井，1984）．側火山のうち，孝霊山，鈑戸山およ

かな大山火山噴出物についても，今回観察した花崗岩
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のカッティングス試料に大山火山起源の貫入岩片が認

質作用によって若返った年代を記録していると考えら

められなかった．大山寺花崗岩を外部から再加熱した

れる．一方，カリ長石については，黒雲母と同様に熱

熱源に関する検証は今後の課題である．一方，母岩と

水に伴う変質作用を被っているが，その程度は比較的

割れ目の変質鉱物の組み合わせがほぼ同じであること

弱く，年代の若返りの程度も小さいと考えられる．

から，本岩石は貫入後，ある程度固結が進んで冷却さ
れた時期に，岩石中に発達した微小割れ目を通路とし

7. 4．大山寺花崗岩の地質学的帰属

た熱水によって変質させられたと考えられる．これは

大山寺の地下から採取された黒雲母花崗岩は，大山

上記の可能性（3）を支持する．その熱水の温度は，緑

火山中央部から得られた初めての基盤岩である．その

泥石－スメクタイト混合層が認められること，また，

カリ長石 K-Ar（冷却）年代は古第三紀後期に当たる約

イライト，緑レン石，緑泥石および方解石などが安定

28Ma を示す．大山火山の周辺には多数の花崗岩体が

して存在していることから，おおよそ 150℃以上に達

分布するが，それらはジュラ紀片麻岩類を捕獲する江

していたと考えられる（吉村，2001）．

尾花崗岩を除けば，いずれも白亜紀～古第三紀の貫入
岩類である（例えば，飯泉ほか，1985 ; 今岡ほか，1994 ;

7. 3. 2．花崗岩の冷却年代と変質年代

西田ほか，2005）．白亜紀～古第三紀貫入岩（花崗岩）

大山寺花崗岩のコア試料から，比較的新鮮なカリ長

類は，西南日本内帯に分布するその時代の花崗岩類の

石とほぼ完全に緑泥石化された黒雲母の K-Ar 年代が

総称で，同時代の火山岩類とともに火成岩類としてま

得られた．それは，カリ長石が 28.2±0.6Ma の，黒雲

とめられ，1960 年代以前から現在に至るまでに膨大な

母（緑泥石化）が 22.2±1.9Ma の年代を示した．後者

量の地質学，岩石学および地球化学的研究が行われて

は前者と比べて，誤差範囲を越えて 300 万年以上も若

きた（詳細は，村上，1985 ; 小井土・山田，1985 ; 日

い年代を示す．この年代の差は，鏡下観察からも明ら

本の地質「中国地方」編集委員会編，1987 などを参照

かなように，測定鉱物の変質の程度の違いによると考

されたい）．それらの放射年代測定は 1960 年代後半に

えられる．変質の程度については，カリ長石と黒雲母

始まり（河野・植田，1966），それからわずか 10 数年

（緑泥石化）のカリウム含有量からも明らかである．カ

の間に数多くの成果が公表された（例えば，Shibata

リ長石のカリウム含有量は約 10.8wt.% であるが，黒雲

and Ishihara, 1974 ; 柴田・石原，1974 ; Hattori and

母（緑泥石化）のそれはわずか 0.1wt.% にすぎなかっ

Shibata, 1974 ; 茂野・山口，1976 ; Seki, 1978 ; 柴田，

た．カリウムの含有量が 0.1wt.% の黒雲母は，もはや

1979）．1970 年代前半，中国地方の火成岩類は，その

黒雲母ではなく，それは変質鉱物としての緑泥石であ

産状，岩相，化学組成，帯磁率および年代の特性から

る．一方，カリ長石のカリウム含有量は，八木・板谷

島弧方向に帯状配列することが分かり，中央構造線か

（2011）によって花崗閃緑岩から分離したカリ長石に塩

ら北へ向かって順に領家帯，山陽帯，山陰帯の 3 帯に

酸処理を施して純度を高めた値（10.8wt%）に匹敵す

区分された（例えば，Ishihara，1971 ; 村上，1974 ; 村

る．

上，1979 ; 飯泉ほか，1985）．一般に，領家帯と山陽帯

りょうけ

K-Ar 法による花崗岩の鉱物年代は，その起源マグ

には白亜紀後期の花崗岩類が広範囲に分布し，山陰帯

マが地殻上部へ貫入・定置し，岩体の温度が対象鉱

には白亜紀後期～古第三紀の花崗岩類が分布する（図

物の閉鎖温度（閉止温度）まで冷却された時点の年

10）．西田ほか（2005）は，それまでの膨大な研究成

代である．K-Ar 系の閉鎖温度は，角閃石が 550 ～

果に新たな知見を加えて，山陰帯の白亜紀～古第三紀

450℃（Hunziker et al., 1992），黒雲母が 350 ～ 250℃

火成活動史を総括した．それによれば，山陰帯の白亜

（Armstrong et al., 1966），そしてカリ長石が 180 ～

紀～古第三紀貫入岩（花崗岩）類は，80Ma 前後の年

110℃（例えば，兼岡，1998）と見積もられている．こ

代を示す用瀬期貫入岩類，75 ～ 50Ma の年代を示す因

の閉鎖温度の概念に従えば，大山寺花崗岩のカリ長石

美期貫入岩類および 44 ～ 30Ma を示す田万川期貫入岩

年代と黒雲母年代は逆転していることになる．本来な

類の 3 つの年代群に区分される．それらの年代群のう

ら，より閉鎖温度の高い黒雲母の年代が，相対的に低

ち，田万川期の貫入岩類にはほぼ同時期の田万川期火

温の閉鎖温度を持つカリ長石の年代より古くなるはず

山岩類が伴われ，しばしばカルデラ構造を示す火山－

である．しかしながら，大山寺花崗岩の黒雲母は前述

深成複合岩体を構成すると指摘されている（例えば，

したように，熱水変質され，緑泥石化が著しく，カリ

今岡ほか，1994 ; 西田ほか，2005）．

ウムの大半は抜け出している．すなわち，黒雲母の年

図 11 に，山陰帯中部から東部にかけて分布する白亜

代は，花崗岩体の冷却途中（閉鎖温度を通過した）の

紀～古第三紀貫入岩（花崗岩）類の対比図を示した．

時刻を保持したものではなく，その後に被った熱水変

大山火山の周辺には，上記の用瀬期，因美期および田
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図 10 山陰帯に分布する古第三紀貫入岩類の分布（西田ほか，2005 を簡略化し，加筆した）．本図には，山
陰帯東部から中部にかけて分布する貫入岩体の名称と位置を示した．四角で囲まれた岩体は因美期に属し，
角が丸い枠に囲まれた岩体は田万川期に属す．各岩体の出典は本文を参照のこと．
おくつ

おがも

にんぎょうとうげ

万川期に相当する花崗岩体が分布する（例えば，村

活発になり，奥津花崗閃緑岩，小鴨花崗岩，人 形 峠花

上，1974 ; 村上，1979 ; 村上，1985 ; 笹田ほか，1979 ;

崗岩および三軒屋花崗閃緑岩などが貫入した（須藤ほ

先山，1986 ; 飯泉ほか，1985）．用瀬期の花崗岩体は

か，1988 ; Shibata and Yamada, 1965）．

ゆばら

さんげんや

鳥取県中南部から岡山県北部に分布し，湯原岩体，用

大山周辺で田万川期の貫入岩類に属す岩体は，岡山

瀬花崗岩，智頭花崗閃緑岩－越畑花崗岩および倉見－

県湯原町周辺に分布する湯原湖文象斑岩と鉛山文象斑

那岐山（黒尾峠）花崗岩などが識別されている（図 11 :

岩類（笹田ほか，1982 ; 先山，1986），鳥取県三朝町南方

ち

な ぎ さ ん

ず

こしはた

くらみ

くろおとうげ

ゆ ば ら こ

なまりやま
みささ

し も こ や

笹田，1978 ; 先山，1986）．用瀬期貫入岩類の Rb-Sr

に分布する下古屋花崗岩（笹田ほか，1979）だけである

全岩アイソクロン年代および黒雲母 K-Ar 年代はいず

（図 10，図 11）．湯原湖文象斑岩は優白質斑状岩類と花

れも 80Ma 前後を示す（柴田，1979 ; 本間，1986 ; 須

崗閃緑斑岩からなり，38.9±9.6Ma の Rb-Sr 全岩アイソ

藤ほか，1988）．一方，因美期の花崗岩類は，島根県

クロン年代を示す（Kagami et al., 1992）．鉛山文象斑岩

東部，鳥取県西部～南部および岡山県北部にかけて広

類は花崗斑岩，斜長斑岩および文象斑岩からなり，36

範囲に分布する（図 10）．因美期の花崗岩類は，バソ

±14Ma の Rb-Sr 全岩アイソクロン年代を示す（須藤

リス規模の比較的大きな岩体を構成することが多い．

ほか，1988）．下古屋花崗岩は均質な等粒状の細粒黒雲

特に，島根県東部から鳥取県西部には，花崗岩～花崗

母花崗岩と文象斑岩からなり，37±6Ma（Shibata and

閃緑岩を主体とする東西 60km，南北 40km に及ぶ巨

Yamada, 1965）および 38Ma（河野・植田，1966）の黒

大な複成バソリスが分布している（山陰バソリス研究

雲母 K-Ar を示す．上記 3 岩体のほかに，山陰帯東部～

グループ，1982 ; 高木ほか，2000）．大山西方で最も

中部において田万川期に属す花崗岩類としては，島根

早期に活動した因美期の岩体は，鳥取県西部に分布す

県三 刀屋町南方～奥 出雲町（旧仁 多町）に分布する

る朝刈谷花崗閃緑岩，宝仏山花崗岩，内井谷文象斑岩

梅木花崗岩と内谷花崗岩（新編島根県地質図編集委員

および上石見花崗岩などで，いずれも 70Ma より古い

会，1997），そして鳥取市周辺に分布する吉岡花崗岩

Rb-Sr アイソクロン年代を示す（Hattori and Shibata,

（日本の地質「中国地方」編集委員会編，1987）があ

1974 ; Iizumi and Kagami., 1987 ; Kagami et al., 1992）
．

る（図 10，図 11）．梅木花崗岩は 8×10km の南北に伸

また，この地域には 70 ～ 50Ma の放射年代を持つ根

びた岩体を成し，黒雲母花崗斑岩，文象斑岩およびア

雨花崗岩，横田花崗岩，大東花崗閃緑岩および布部花

プライトを主体とし，岩体中央部に中粒等粒状黒雲母

崗岩などの規模の大きな岩体が分布する（Iizumi et al.,

花崗岩を伴う（沢田，1978 ; 飯泉ほか，2002）．その梅

1984 ; 西田，2005）．この時期は，大山東南部に当たる

木花崗岩の Rb-Sr アイソクロン年代は 31.2±1.7Ma を

鳥取県南部から岡山県北部においても因美期の活動が

示し（飯泉ほか，2002），内谷花崗岩のそれは 36.3±

あさがりだに

ほうぶつさん

うちいだに

かみいわみ

よこた

だいとう

ふ

べ

み

うめき

と

や
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に

た
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図 11 山陰東部〜中部のうち，特に大山火山周辺に分布する白亜紀〜古第三紀貫入岩類の
対比（西田ほか，2005 を改変・加筆）．岩体名の数字は放射年代の中央値を示している．
田万川期については参考までに火山岩類も併記した．各岩体の出典は本文を参照のこと．

3.3Ma を示す（筒井ほか，2002）．内谷花崗岩からは，

よび FT 年代（合計 587 試料）の総括から，山陰にお

35Ma のチタナイト FT 年代と 40 ～ 32Ma のジルコン

けるコールドロン群の形成時期は 44 ～ 27Ma であった

FT 年代も報告されている（筒井ほか，2002）．吉岡花

と考えた．すでに述べたように，山陰帯中～西部にお

崗岩は斑状の花崗岩と文象斑岩からなり，31.6Ma の

いて，田万川期の貫入岩類とコールドロン群を形成す

FT 年代が得られている（木村・辻，1992）．このよう

る時期は一致している（西田，2005）．このことから，

に，田万川期の花崗岩類は，大山周辺などの山陰帯東

今回の大山寺花崗岩の K-Ar 年代は，西田ほか（2005）

部では限られた分布を示す．しかしながら，島根県中

によって提示された田万川期の貫入岩類の冷却年代に

部から山口県にかけての山陰帯中～西部には数多くの

相当すると考えられる．

田万川期貫入岩類が分布し（例えば，松浦，1989），そ

大山寺花崗岩は，黒雲母花崗岩を主体として細粒花

れらの一部は火山岩類と密接に伴って産し，円形～楕

崗岩を伴い，熱水による変質作用を被っている．山陰

円形の輪郭を持つ古第三紀コールドロン群を成してい

帯東部および中部の田万川期貫入岩類は，文象斑岩，花

る（Imaoka et al., 1988 ; 西田，2005）．

崗斑岩，斜長斑岩および花崗閃緑斑岩などの斑状を呈

大山寺花崗岩は，そのカリ長石 K-Ar 年代から田万

する岩相を主体としている．大山寺花崗岩と同質の岩

川期の火成活動に伴って形成されたと考えられる．た

相は，わずかに，三朝町南方に分布する下古屋花崗岩

だし，大山寺花崗岩のカリ長石 K-Ar 年代は，西田ほ

（細粒黒雲母花崗岩）および三刀屋南方に分布する梅木

か（2005）が定義した山陰帯の田万川期（44 ～ 30Ma）

花崗岩（中粒等粒状黒雲母花崗岩）がある．下古屋花

の下限より若干若い．これは，西田ほか（2005）が

崗岩からは，大山寺花崗岩のカリ長石 K-Ar 年代より

Rb-Sr 全岩アイソクロン法による貫入・定置年代に基

古い黒雲母 K-Ar 年代（39 ～ 37Ma）が得られており，

づいてステージ区分を行っているためで，岩体の定置

梅木花崗岩からは，大山寺花崗岩の貫入時期と調和的

後の冷却年代を求めた今回の K-Ar 年代との間では，

な約 31Ma の Rb-Sr 全岩アイソクロン年代が得られて

どうしても時間差が生じてしまう．今岡ほか（1994）

いる（Shibata and Yamada, 1965 ; 河野・植田，1966 ;

は，中四国地方における火成岩類の K-Ar，Rb-Sr お

飯泉ほか，2002）．大山寺花崗岩は，その岩相と年代

大山火山における深層ボーリング試料の岩石記載と K-Ar 年代

から梅木花崗岩に対比されるが，両者の距離は直線で

⑷
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上記の岩相区分と比抵抗擬似断面図との照合に

65km 以上も離れているので，一連の岩体として連続

よって，大山寺の北西（山麓）側と南東（弥山）側

して分布しているとは考えにくい．おそらく，田万川

の基盤（花崗岩類）の分布には明瞭な側方変位が認

期の中でも最も新しい時期に活動した花崗岩類は，比

められた．これは，大山中央部のカルデラ壁（太田，

較的小規模なストック状の岩体として，山陰帯中部か

1962b）などの垂直変位を伴う地質構造が現れたも

ら東部にかけて広範囲に貫入したのであろう．その岩

のと考えられる．

体の一つが，大山寺花崗岩であったと考えられる．

⑸

深度 500m 前後に分布するデイサイト溶岩（大山
寺溶岩）の K-Ar 年代は 0.58±0.04Ma を示した．そ

さて，田万川期の花崗岩類には，しばしば，ほぼ同
時期の火山岩類が伴われ，複合岩体（いわゆるコール

の岩相と年代および周辺の分布地質との関係から，

ドロン）を形成するとされるが，大山地域においては

この溶岩が側火山の一つである豪円山（溶岩円頂丘）
に対比される可能性を指摘した．

どうであろうか？大山火山の周辺で，大山寺花崗岩と
てんぐやま

同時期の火山岩類は，岡山県北西部の天狗山火山岩類，
き じ や ま

⑹

基盤を構成する黒雲母花崗岩のカリ長石 K-Ar 年

鳥取県三朝町の木地山火山岩類などがある（図 11）．そ

代は 28.2±0.6Ma であり，変質黒雲母（緑泥石化）

れら火山岩類は花崗岩類と密接な関係を持って分布す

の K-Ar 年代は 22.2±1.9Ma であった．カリ長石の

る．天狗山火山岩類は湯原湖文象斑岩に貫かれ，その

年代は花崗岩体の冷却年代を示し，変質黒雲母の年

ほとんどが熱変成によって再結晶されている（笹田ほ

代は，岩体の冷却途中あるいは冷却後に被った熱水

か，1982）．また，木地山火山岩類は小鴨花崗岩と人

変質作用によって若返った年代を記録していると考

形峠花崗岩体を被覆し，鉛山文象斑岩に貫かれている

えられる．

（笹田ほか，1979）．大山周辺の田万川期の火成岩類は，

⑺

大山火山直下の花崗岩の年代は，その周囲に分布

山陰帯中部～西部において一般的な火山－深成複合岩

するどの花崗岩類よりも若く，白亜紀～古第三紀火

体を形成し，古第三紀コールドロン群を構成している

成活動の最も新しいステージである田万川期の貫入

可能性がある．

岩類の年代（44 ～ 30Ma）に匹敵する．
本研究によっていくつかの新しい知見を提供できた

8．まとめと今後の課題

が，今後解決すべき課題も残されている．特に基盤の
花崗岩類が被った変質作用と年代の関係を考察するた

本 小 論 で は， 大 山 寺 地 区 に お い て 実 施 さ れ た

めには，熱水変質の起源と温度の推定が肝要であり，

CSAMT 探査と深層ボーリングの成果に基づいて，大

花崗岩に発達する変質脈の鉱物組成および黒雲母の化

山火山直下の地質構成と地質構造および基盤岩の地質

学組成からの検証が求められる．また，年代測定につ

学的帰属を考察した．

いては粘土鉱物（変質鉱物）の K-Ar 法に加えて，花

⑴

12 測点の CSAMT 探査が実施され，北西－南東方

崗岩の貫入年代をジルコン U-Pb 法などで求めること

向の 3 測線と北東－南西方向の 3 測線の比抵抗構造

も検討すべきである．田万川期のコールドロン群の中

が明らかになった．そのうちの D 測線と E 測線の間

での地質学位置付けについては，大山周辺の花崗岩類

には，北東－南西方向の比抵抗構造の大きな変位が

だけでなく，山陰帯中部～東部における火山岩も含め

認められた．

た火成岩類の岩相，分布，化学組成，年代などのデー

深層ボーリングは D 測線沿いの中央付近（標高

タのさらなる蓄積が望まれる．大山の東方には，古第

770m）で実施された．掘削深度 10 ～ 1200m までの

三紀の河成および湖成堆積岩を主体とする神戸層群が

区間からは 10m ごとの連続的なカッティングス 120

広く分布する．この神戸層群に挟在する複数の凝灰岩

試料が得られた．また，その最深部からは長さ 2m

層の K-Ar および Ar/Ar 年代は田万川期に相当する

のコア試料も採取された．このとき計測された深度

（例えば，尾崎ほか，1996 ; 郷津ほか，2011）．山陰帯

⑵

1200m の孔底温度は 70.6℃であった．
⑶

カッティングス 120 試料の観察から，大山火山の
新期噴出物は地表から深度 470m までに分布し，そ

こうべ

中部～東部の火成活動史の解明が進めば，未だにその
起源が不明な神戸層群凝灰岩層についても重要な知見
を与えることが期待される．

こから深度 670m までは古期噴出物が分布すること
が明らかとなった．また，深度 680m 以深には大山
火山の基盤を成す黒雲母花崗岩と細粒花崗岩が伏在
する．
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