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要　旨

岩手県外山地域に分布する北部北上帯南西縁部のジュ
ラ紀付加体について，砂岩に含まれる砕屑性ジルコンの
U–Pb年代を測定した．砂岩試料は，本地域の北部北上
帯の付加体において，根田茂帯との境界付近から北東側
の層準にかけて4地点より採取され，それぞれ館沢試料，
米内川試料，大川試料，向井沢試料と名付けられた．
館沢試料及び米内川試料のジルコンは共に約190 Maの
最若クラスター年代を示し，両砂岩は前期ジュラ紀に堆
積した可能性が高い．大川試料のジルコンは約260 Maの
最若クラスター年代を示し，本砂岩は後期ペルム紀，後
期三畳紀，前期ジュラ紀のいずれかに堆積した可能性が
ある．向井沢試料のジルコンは約170 Maの最若クラス
ター年代を示し，本砂岩は中期ジュラ紀に堆積した可能
性が高い．

１．はじめに

北上山地は，東北地方の奥
おう う

羽脊
せきりょう

梁山脈の東側（太平洋
側）に位置し，東西約80 km，南北約260 kmの紡錘形を

なしている．北上山地の南半分は，中古生代の島弧・陸
棚層からなる南部北上帯によって，北半分はジュラ紀付
加体からなる北部北上帯によって占められている．そし
て，両者の間に石炭紀付加体からなる根

ね

田
だ も

茂帯が，南北
幅約10 km，北西–南東方向に約40 kmの長さで狭長に分
布している（第1図）．
北上山地の北部北上帯では，幾つかの地点から化石が
見いだされており，南西から北東に，すなわち付加体の
大局的な構造的上位から下位にかけて，中期ジュラ紀か
ら後期ジュラ紀へと付加年代が若くなる極性を示してい
る（例えば，永広ほか，2008）．そして，奥羽脊梁山脈西
側や下北半島など北上山地以外の付加体も含めた北部北
上帯全体でみると，前期ジュラ紀～最前期白亜紀の年代
極性が認められている（例えば，松岡，1988；植田ほか，
2009，内野，2018）．
産総研地質調査総合センターでは，5万分の1地質図

幅「外山」を作製中である．北上山地中西部に位置する本
図幅地域（以降，外山地域と呼ぶ）は，行政区として岩手
県盛岡市の北東部と下

しも

閉
へ い

伊郡岩泉町の南西部の一部を含
み，また，地帯構造区として根田茂帯と北部北上帯を含
んでいる（第1図）．つまり，外山地域には北部北上帯の
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構造的最上位に当たる南西縁部が広く分布している．北
部北上帯南西縁部のジュラ紀付加体は，変形が著しく，
また所々に貫入する前期白亜紀花崗岩による接触変成作
用によって，年代決定に有効な化石をほとんど産しない．
本地域内では，唯一，松岡（1988）によりチャートから保
存の悪い前期ジュラ紀放散虫化石が報告されているのみ
である．このことから本地域にはジュラ紀付加体の分布
が推測されるが，陸源性砕屑岩からの化石報告はないた
め，詳細な付加年代は不明である．
一方，外山地域の北部北上帯付加体の南東延長部（宮
古市門

かど ま

馬）に産する珪長質凝灰岩には中期～後期三畳紀
の放散虫化石が含まれていることが，本地域南隣の5万
分の1地質図幅「早

はや

池
ち ね

峰山
さん

」（川村ほか，2013）で示され
た（第1図）．その後，この化石地点近傍の凝灰質泥岩か
ら後期三畳紀のジルコンU–Pb年代が報告され，日本では

稀な後期三畳紀の付加体が断片的に存在する可能性が示
されている（内野，2017）．
このようなことから，北部北上帯の南西縁部の付加体
については，陸源性砕屑岩の年代データの充実が望まれ
ている．そこで今回，外山地域の砂岩から砕屑性ジルコ
ンを抽出し，そのU–Pb年代を測定した．本論ではその結
果を報告するとともに，本地域の付加体の陸源性砕屑岩
の堆積年代から近似される付加年代を議論する．

２．外山地域のジュラ紀付加体

北上山地の北部北上帯は，岩相及び海洋性岩石（異地
性岩体）の古さの違いによって北北西–南南東方向の岩泉
構造線を境に，南西側の葛

くずまき

巻–釜石亜帯と北東側の安
あっ か

家–
田
た の

野畑
はた

亜帯に区分されている（永広ほか，2005；第1図）．

第1図  北上山地中西部（岩手県盛岡市，宮古市，岩泉町）の地質図．地質図は産業技術総合研究所地質調査総合センター
（2019）の20万分の1日本シームレス地質図V2を引用した．北部北上帯に分布する地質体以外の凡例は省略してある．

Fig. 1  Geological map of the Midwest of the Kitakami Massif (Morioka and Miyako cities, and Iwaizumi Town, Iwate Prefecture). 
Geological map was referred from the Seamless Digital Geological Map of Japan (1:200,000) V2 of the Geological Survey of 
Japan, AIST (2019). Legends except geologic entities in the North Kitakami Belt are omitted.
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外山地域の付加体は，その分布位置から葛巻–釜石亜帯
に属する．
本地域のジュラ紀付加体は，南西部については中津川
コンプレックスと呼ばれており（内野ほか，2008），その
南限は根田茂帯との境界であるが，その北及び東限の位
置については定義されていない．本付加体は，泥岩珪質
岩薄互層，砂岩，泥岩，砂岩泥岩互層，チャートを主体
とし，少量の玄武岩と極めて僅かの石灰岩を伴う（第1
図）．特に泥岩珪質岩薄互層は，泥岩層と微細な石英を
主体とする層や珪長質凝灰岩層がミリオーダーで互層す
るもので，泥岩優勢の場合から珪質岩優勢の場合まであ
る．チャートは単層が数cmの層状チャートであるが，こ
ちらもしばしばミリオーダーで成層している場合があり，
後者は “チャートラミナイト”（吉田，1981）と呼ばれる
ことがある．泥岩珪質岩薄互層及びチャートラミナイト
は北部北上帯の付加体を特徴付ける岩石である．泥岩珪
質岩薄互層中には，しばしばチャートや砂岩が，またま
れに玄武岩が，数mm～数10 cmのシート状あるいはレ
ンズ状岩塊として挟在している．付加体は全体に著しい
剪断変形を受けており，特に砕屑岩には層面劈開が発達
している．
地層は，全体的に北西–南東の走向で，大局的には南
西に中～高角度で傾斜している．ただし，層理面に平行
な軸面を持ち，半波長100～ 200 mで翼間隔の閉じた小
規模のシンフォーム・アンチフォームが本地域南西縁部
を中心に局所的に発達する．

３．砕屑性ジルコンの U–Pb 年代測定

3．1　採取試料
年代測定に際し，本地域北部北上帯の4地点から砂岩
試料を採取した（第1図）．
20171026L1-2（館

たてざわ

沢試料）［地点1］：採取地点は，米
よ

内
ないがわ

川の支流である館沢に沿う林道脇の崖（39°44′57.57″
N，141°17′17.13″E）である（付図1a）．本露頭は，JR山
田線大志田駅（現在は廃駅）から北東に1 km，また，根田
茂帯との境界より約3 km離れた地点に幅4 m程度の砂岩
優勢砂岩泥岩互層として露出し，砂岩は単層厚約50 cm
である．この露頭周辺には，塊状砂岩，砂岩泥岩互層，
泥岩珪質岩薄互層，砂岩岩塊を含む泥岩珪質岩薄互層，
層状チャート，チャートラミナイト，玄武岩が分布して
おり，周辺地域全体の剪断変形はやや強い．
本試料は灰色を呈する中粒の長石質ワッケで（第2図a，
第3図），露頭では薄い泥岩と互層している．長径数mm
の薄い泥岩偽礫を含み，その最大長径は2 cmに及ぶ．斜
長石，石英，岩片と僅かなカリ長石からなる．石英は波
動消光を示し，斜長石はソーシュライト化している．岩
片には，珪質泥岩，チャート，珪長質凝灰岩，極細粒砂
岩のほか，斜長石白雲母岩が認められる．その他，長径

0.5 mm以下の緑れん石，チタン石，白雲母の砕屑粒子が
目立つ．粒子間にはセリサイトが発達している．石英・
長石・岩片を端成分とする砂岩モード組成は，石英・長
石・岩片が概ね等量を示す．なお，近傍の黒色チャート
から，松岡（1988）によって，保存は悪いが前期ジュラ紀
を示す放散虫化石が見いだされている．
20171103L1（米内川試料）［地点2］：採取地点は，米内
川櫃

ひつ

取
とり

林道に沿う米内川上流に注ぐ支流の沢床（39°49′
48.19″N，141°19′52.33″E）である（付図1b）．本露頭は，
根田茂帯との境界より約5 km離れた地点に単層厚1 mの
塊状砂岩として露出し，その南東延長部は沢直上の林道
沿いでも確認できる．この露頭周辺には，泥岩珪質岩薄
互層，チャート岩塊あるいは砂岩岩塊を含む泥岩珪質岩
薄互層，層状チャート，チャートラミナイト，玄武岩が
分布しており，周辺地域全体の剪断変形はやや強い．
本試料は淡緑色を呈する極粗粒の石質ワッケである

（第2図b，第3図）．館沢試料と同じく，長径数mmの薄
い泥岩偽礫を大量に含んでおり，その最大長径は5 cm
に及ぶ．岩片を主体とし，斜長石，石英と僅かなカリ長
石からなる．石英はほとんどが波動消光を示す．斜長石
はしばしばソーシュライト化している．岩片は火山岩片
が多く，玄武岩，ドレライト，安山岩，デイサイトなど
が認められ，その他は花崗岩質岩，珪長質凝灰岩，泥岩，
砂岩などが認められる．館沢試料よりは量が少ないが，0.5 
mm以下の緑れん石，チタン石，白雲母の砕屑粒子を含
む．モード組成はかなり岩片質を示し，館沢試料と異な
る．なお，本試料のような淡緑色を呈する砂岩の産出は
まれである．
20161027L9（大川試料）［地点3］：採取地点は，岩泉町
釜
かま

津
つ だ

田地区の駒ヶ沢–岩ノ渡間の大川の左岸河床（39°44′
54.94″N，141°28′49.01″E）である（付図1c）．本露頭は，
根田茂帯との境界より約13 km離れた地点に，泥岩珪長
質凝灰岩互層中に挟在する層厚10 cmの岩塊として露出
する．この露頭周辺には，泥岩珪質岩薄互層，砂岩岩塊
を含む泥岩珪質岩薄互層，砂岩泥岩互層，層状チャート，
チャートラミナイトが分布しており，周辺地域全体の剪
断変形は強い．
本試料は灰色を呈する中粒の石質ワッケである（第2
図c，第3図）．岩片を主体とし，石英，斜長石と僅かな
カリ長石からなる．石英の多くは波動消光を示す．斜
長石の一部はソーシュライト化している．岩片は，泥岩，
チャート，花崗岩質岩などが認められる．館沢試料や米
内川試料に比べて量は少ないが，細粒のチタン石，緑れ
ん石，白雲母の砕屑粒子を含むほか，電気石も認められ
る．モード組成は岩片質で米内川試料と似る．試料は変
形と弱変成を被っており，圧力溶解劈開が形成されてい
る．その劈開に沿ってセリサイトを伴う黒色シーム層が
発達する．石英や長石の周囲にプレッシャーシャドーが
形成され，非対称変形構造も認められる．
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20181113L4（向
む か い ざ わ

井沢試料）［地点4］：採取地点は，盛岡
市薮

やぶ

川
かわ

地区の向井沢集落を流れる向井沢川の左岸斜面
下（39°49′47.78″N，141°27′57.60″E）である（付図1d）．
本露頭は，根田茂帯との境界より約20 km離れた地点に，
単層厚2 mの塊状砂岩として露出する．この露頭周辺に
は，塊状砂岩，砂岩泥岩互層，砂岩岩塊を含む泥岩珪質
岩薄互層，泥岩珪質岩薄互層，層状チャート，チャート
ラミナイト，玄武岩が分布しており，全体の変形はやや
強い．他の3地点周辺の岩相と比べ，砂岩や砂岩泥岩互
層が多く産し，また層状チャートがしばしば層厚数100 
mに及ぶほど厚く産する．
本試料は，灰色を呈する粗粒の石質ワッケである（第

2図d，第3図）．石英，岩片，斜長石と僅かなカリ長石
からなる．石英は波動消光しないものが多い．斜長石は

ソーシュライト化している．岩片は，泥岩，凝灰質泥岩，
チャート，花崗岩質岩，半深成岩のほか，斜長石白雲母
岩が認められる．少量であるが細粒のチタン石，緑れん
石，白雲母の砕屑粒子を含んでいる．モード組成は，石
英・長石・岩片がほぼ等量で館沢試料と似るが，それよ
りは若干長石成分が少なく，また岩片質な米内川試料や
大川試料とは大きく異なる．一部で，圧力溶解劈開が認
められ，その劈開に沿ってセリサイトが発達している．

3．2　測定手法
U–Pb年代測定に用いた機器は東京大学大学院理学研

究科地殻化学実験施設の四重極型及びマルチコレクター
型結合誘導プラズマ質量分析装置であり，ArFエキシマ
レーザーシステム及びフェムト秒レーザーシステムを 

第2図  砂岩試料の薄片写真．（a）館沢試料，（b）米内川試料，（c）大川試料，（d）向井沢試料．すべて直交ポーラー．
   BS：玄武岩岩片，Ep：緑れん石，Pl：斜長石，PS：圧力溶解劈開，Qtz：石英，Scr：セリサイト，Ttn： 

チタン石，Tur：電気石． 

Fig. 2   Photomicrographs of thin sections of sandstone samples for zircon dating. (a) Tatezawa Sample, (b) Yonaigawa 
Sample, (c) Okawa Sample, (d) Mukaizawa Sample. All photographs are under cross-polarized lights.

   BS: basalt fragment, Ep: epidote, Pl: plagioclase, PS: pressure solution cleavage, Qtz: quartz, Scr: sericite, Ttn: 
titanite, Tur: tourmaline. 
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それぞれ搭載している（Yokoyama et al., 2011；Sakata et 
al., 2014）．測定前にジルコン表面の鉛汚染を避けるため
にワンショット・クリーニングを施した．レーザー照射
に際しては，極力，包有物や割れ目を避け，また，ジル
コン粒子の中心部を狙った．レーザー照射及び測定条件
は第1表に示した．
年代測定結果の正確性を評価するために，610.0±0.9 

Maを示すGJ-1（Jackson et al., 2004），337.1±0.4 Maを示
すPlešovice（Sláma et al., 2008）及び33.0±0.1 Maを示す
OD-3（岩野ほか，2012; Iwano et al., 2013; Lukács et al., 
2015）の2次標準試料も分析した（付表1）．測定したGJ-1，
Plešovice 及びOD-3の加重平均年代は，それらの文献値
からそれぞれ最大6％，4％，2％の誤差範囲内に収まっ
ている．

3．3　年代測定結果
測定したジルコン粒子数は各試料とも60個であ
る．各試料におけるジルコンの同位体比，238U–206Pb年
代及び 235U–207Pb年代を第2–5表に示す．年代の議論には，
235U–207Pb年代よりも誤差の小さい 238U–206Pb年代を採用し
た．また，238U–206Pb年代及び 235U–207Pb年代が2σの誤差範
囲で重複する場合をコンコーダントとみなした．これら
粒子のコンコーディア図及び 238U–206Pb年代分布図（ヒス

第3図  ジルコン年代が測定された砂岩のモード組成ダイア
グラム．Q：石英，F：長石，L：岩片．

  砂岩分類はOkada（1971）に基づく．

Fig. 3  Modal composition diagram of the sandstone for which 
zircon U–Pb dating was carried. Q: quartz, F: feldspar, L: 
lithic fragment.

  Classification of sandstone is based on Okada (1971).

第1表　 試料を測定した四重極型及びマルチコレクター型結合誘導プラズマ質量分析装置の条件．
Table 1   Instrumentation using a quadrupole and a multi-collector inductively coupled plasma mass spectrometry for the analysis. 
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第2表　 四重極型結合誘導プラズマ質量分析装置による館沢試料のジルコンU–Pb同位体データ． 
Table 2   Zircon U–Pb isotopic data for the Tatezawa Sample determined using a quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry.
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第3表　 四重極型結合誘導プラズマ質量分析装置による米内川試料のジルコンU–Pb同位体データ．
Table 3    Zircon U–Pb isotopic data for the Yonaigawa Sample determined using a quadrupole inductively coupled plasma mass 

spectrometry.



－ 364 －

地質調査研究報告　2019 年　第 70 巻　第 5号

第4表　 マルチコレクター型結合誘導プラズマ質量分析装置による大川試料のジルコンU–Pb同位体データ．
Table 4    Zircon U–Pb isotopic data for the Okawa Sample determined using a multi-collector inductively coupled plasma mass 

spectrometry.
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第5表　 四重極型結合誘導プラズマ質量分析装置による向井沢試料のジルコンU–Pb同位体データ．
Table 5    Zircon U–Pb isotopic data for the Mukaizawa Sample determined using a quadrupole inductively coupled plasma mass 

spectrometry.
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トグラムと相対確率分布曲線）を第4図に示す．これら
の図は，マイクロソフト社の表計算ソフトExcel用のア
ドインモジュールであるIsoplot/Ex 4.15（Ludwig， 2008）を
用いて作成した．堆積年代の議論は基本的にはDickinson 
and Gehrels（2009）のYC2σ法に従い，誤差2σで重複す
る粒子集団（3粒子以上）のうち最も若い集団の加重平均
値を「最若クラスター年代」として求めた．ただし，誤
差は1σではなく2σを採用した．また，最若クラスター
年代については，参考として，年代解析ソフト「Density 
Plotter」（Vermeesch， 2012）のMixture modeling（Sambridge 
and Compston， 1994）でも求めた．
地点1の館沢試料は，59個のジルコンがコンコーダ

ント年代を示す．先カンブリア時代のジルコンはな
く，254 Ma辺りにかなり大きなピークを，195 Ma，333 
Ma，356 Ma辺りに小さなピークを示す．195 Maの最若
ピークは2粒子のみからなり，3粒子以上を必要とする
Dickinson and Gehrels（2009）のYC2σ法が適用できないが，
本論ではこの2粒子をもって最若粒子集団とした．最若
クラスター年代は193.3±6.6 Ma（粒子数：2，MSWD：
0.0023）である．また，Density Plotterでは193.3±6.8 Ma
（粒子集団数：3）を示す．最若ジルコンの年代は193.1±
10.7 Maであり，最若クラスター年代と誤差の範囲内で
一致する．
地点2の米内川試料は，60個すべてのジルコンがコ

ンコーダント年代を示す． 先カンブリア時代のジルコ
ンはなく，256 Ma辺りにかなり大きなピークを，190 
Ma辺りにやや大きな，406 Ma辺りに小さなピークを示
す．最若クラスター年代は191.9±3.0 Ma（粒子数：10，
MSWD：0.55）である．また，Density Plotterでは192.0±
3.0 Ma（粒子集団数：3）を示す．最若ジルコンの年代は
186.1±11.2 Maであり，最若クラスター年代と誤差の範
囲内で一致する．
地点3の大川試料は，59個のジルコンがコンコーダ

ント年代を示す．先カンブリア時代のジルコンはなく，
270 Ma辺りに大きなピークを，289 Ma辺りに中くらいの，
359 Maと498 Ma辺りに小さなピークを示す．最若クラ
スター年代は258.6±2.4 Ma（粒子数：12，MSWD：2.3）
である．また，Density Plotterでは266.1±1.1 Ma（粒子集
団数：4）が求められ，やや古い年代を示す．最若ジルコ
ンの年代は253.8±3.8 Maであり，Isoplotで算出された
最若クラスター年代とは誤差の範囲内で一致する．
地点4の向井沢試料は，57個のジルコンがコンコー
ダント年代を示す．このうち4個は2500–1700 Ma（先カ
ンブリア時代の古原生代）の年代を示す．それ以外は顕
生代の290–170 Ma（ペルム紀～ジュラ紀）の間に集中し，
173 Ma，191 Ma，252 Ma辺りに大きなピークを，221 
Maと264 Ma辺りにやや大きなピークを示し，他の試料
と比べ多くのピークが認められる．最若クラスター年代
は170.8±2.0 Ma（粒子数：6，MSWD：2.5）を示す．また，

（p. 367 →）
第4図  砂岩中砕屑性ジルコンの分析データ．（a, c, e, g）ジ

ルコン年代値のコンコーディア図. コンコーディア
図中の灰色点線楕円はディスコーダントデータを示
す．（b, d, f, h, i）コンコーダントデータにおけるヒス
トグラム及び相対確率分布曲線．横軸は 238U–206Pb年
代．青太線は最若粒子集団を構成するジルコンにお
ける2σの誤差を含んだ年代を示し，緑線はその加重
平均年代値を示す．（a, b）館沢試料，（c, d）米内川試料，
（e, f）大川試料，（g, h, i）向井沢試料． 

Fig. 4  Analytical data of the detrital zircon grains from the 
sandstone. (a, c, e, g) Concordia diagram of zircon ages. 
A gray ellipse in the concordia diagram is discordant data. 
(b, d, f, h, i) Probability density plot and histogram of the 
concordant data. Horizontal axis indicates a 238U–206Pb 
age. A blue bar indicates the zircon ages with a 2σ error 
composing the youngest cluster. A green line indicates a 
weighted mean age of the zircon ages. 

  (a, b) Tatezawa Sample, (b, c) Yonaigawa Sample, (d, e) 
Okawa Sample, (g, h, i) Mukaizawa Sample. 

Density Plotterでは173.8±0.7 Ma（顕生代の粒子集団数：
3）を示す．最若ジルコンの年代は167.9±2.3 Maであり，
Isoplotで算出された最若クラスター年代とは誤差の範囲
内で一致する．

４．堆積年代の解釈

4．1　館沢試料及び米内川試料
地点1と2の砂岩（館沢試料及び米内川試料）について，
前者は石英・長石・岩片が概ね等量の長石質ワッケ，後
者は岩片に富む石質ワッケで，砂岩モード組成に大きな
違いがある（第3図）．しかしながら，ジルコン年代につ
いては，ともに最若クラスター年代が約190 Ma付近（前
期ジュラ紀中頃）であり，250 Ma辺りに大きな年代ピー
クを持ち，先カンブリア時代のジルコンを含まないとい
う類似した年代分布パターンを示す．最若クラスター
年代は，砂岩堆積年代の下限を制約できるため（例えば，
Brown and Gehrels， 2007），これらの地点の砂岩は，前期
ジュラ紀中頃以降に堆積したといえる．植田ほか（2009）
は奥羽脊梁山脈西側の青森県弘前南方に露出する北部北
上帯の泥岩から，前期ジュラ紀の放散虫化石を見出し，
当時では北部北上帯最古となる陸源性砕屑岩年代を報告
した．この地層の南東延長部はちょうど北上山地の北部
北上帯西南縁部に相当し得ることから，本地域の付加体
の形成年代が前期ジュラ紀である可能性は高い．ちなみ
に，松岡（1988）によって，地点1近傍の黒色チャートか
らParahsuum simplum，Canoptum sp.，Pantanellium sp.と
いった放散虫化石が得られており，年代は前期ジュラ紀
前半を示すとされる．館沢試料の下限年代はこの黒色
チャートよりも若く，本層序単元内での海洋プレート層
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序は保持されている．　　
以上のことから，本地域の北部北上帯南西縁部に分布
する館沢試料及び米内川試料の堆積年代は，前期ジュラ
紀の可能性が高い．

4．2　大川試料
地点3の砂岩（大川試料）については，最若クラスター

年代が258.6±2.4 Maであるため，本試料の堆積年代は
後期ペルム紀以降である．堆積年代については三つの可
能性が考えられる．一つ目は，後期ペルム紀に堆積し
た砂岩，すなわち後期ペルム紀付加体の要素がこの地点
に分布しているというものである．北上山地における
後期ペルム紀の付加体は，釜石地域に分布する桐

きりない

内コン
プレックスの泥岩から後期ペルム紀放散虫化石が見い
だされたことから，その存在が指摘されている（Nakae 
and Kurihara， 2011）．桐内コンプレックスは釜石地域に
おいて北部北上帯の構造的最上位に位置するとされ，南
部北上帯の古生界と断層で接する（例えば，Suzuki et al., 
2007；Nakae and Kurihara， 2011）．千枚岩質泥岩や塊状
砂岩を主体とし，珪質泥岩や珪長質凝灰岩を伴う．この
桐内コンプレックス相当層が外山地域のジュラ紀付加体
中に存在している可能性はある．しかし，地点3の岩相
は，層状チャートや玄武岩，泥岩珪質岩薄互層を含まな
い桐内コンプレックスとは異なっており，むしろ地点1
や地点2周辺の岩相と類似する．砂岩の変形・変成度に
ついては，地点1の館沢試料や地点2の米内川試料より
桐内コンプレックスの砂岩にやや似るが，本地域北部北
上帯内での変成・変形度や地点3周辺の地質構造の詳細
については未解明なためこれ以上の議論はできない．
二つ目は，大川試料は地点1の館沢試料や地点2の米
内川試料と同じ堆積年代を示すというものである．大川
試料のジルコン年代パターンは，190 Ma付近に若いピー
クを示さないこと以外は館沢試料や米内川試料のもの
とほとんど変わらない．館沢試料や米内川試料の年代パ
ターンも，最若クラスター年代に大きなピークを示すわ
けではなく，250 Ma付近（後期ペルム紀）に大きなピーク
を示す．館沢試料に至っては，最若粒子集団は2粒のみ
から構成されている．つまり，大川試料から前期ジュラ
紀のジルコンを抽出できていない可能性はあり得る．南
部北上帯下部ジュラ系韮

にら

の浜層砂岩のジルコン年代パ
ターン（Okawa et al., 2013）をみると，実際に最若ジルコ
ンは237.6±4.0 Ma（中期三畳紀末～後期三畳紀初頭）を
示し，前期ジュラ紀のジルコンは全く検出されていない．
大川試料のモード組成は，館沢試料のものとは異なるが，
米内川試料のものとは類似する．緑れん石やチタン石の
砕屑粒子は，館沢試料及び米内川試料より少ない傾向に
あるものの，前述した地点1及び2周辺との岩相類似性
も含め，大川試料の堆積年代は館沢試料や米内川試料と
同じ前期ジュラ紀の可能性がある．

三つ目は，本地域南東延長部の宮古市門馬地区に分布
する門馬コンプレックス（川村ほか，2013）中の構造的最
上位に位置している後期三畳紀の可能性がある付加体
（内野，2017）が，地点3付近に存在しているというもの
である．門馬地区の後期三畳紀（？）付加体は，泥岩珪質
岩薄互層と，側方に連続性の良い層厚数100 mの砂岩・
チャート・玄武岩がシート状岩体として産することを特
徴とし（川村ほか，2013），岩相としては地点3周辺のも
のと大きな違いは認められない．ただし，周辺の詳細な
地質構造が明らかになっていないため，現段階ではこの
後期三畳紀（？）付加体に対比できるか否かは不明である．
以上のように，大川試料の堆積年代については，3つ
の可能性が考えられるが，現時点で得られているデータ
では結論を出すことはできない．今後，より詳細な砂岩
比較や泥岩からの放散虫化石抽出，追加のジルコン年代
測定など更なるデータを収集し検討していく必要がある．

4．3　向井沢試料
地点4の砂岩（向井沢試料）は，顕生代の290–170 Maに

大きなピークをもち，その最若クラスター年代は170.8
±2.0 Maである．したがって，向井沢試料の堆積年代は
中期ジュラ紀以降となる．向井沢試料と他の試料とのジ
ルコン年代パターンの大きな違いは，前者には先カンブ
リア時代のジルコンが含まれているということである．
内野（2018）は，奥羽脊梁山脈西側の十和田湖西方に分布
する付加体砂岩中ジルコンのU–Pb年代を測定し，174.6
±0.7 Maの最若クラスター年代を報告した．その試料
は，先カンブリア時代の新始生代～古原生代を示すジル
コンを1割含んでおり，向井沢試料の年代パターンと類
似する．南部北上帯のジュラ紀砂岩も中期ジュラ紀以降
は先カンブリア時代古原生代のジルコンを含むことが示
されている（Okawa et al., 2013）．筆者の外山地域におけ
るこれまでの予察的な検討では，地点4周辺の岩相は地
点1～ 3のものと比較して，厚いチャートが多いことと
地質構造が低角なことといった違いが認められる．また
年代測定試料の鏡下での特徴は，向井沢試料のモード組
成は米内川試料や大川試料のものとは異なり，館沢試料
のものと類似するが，長石成分はやや少ない．また，波
動消光を示さない石英粒子が多い．まだデータは少ない
が，以上のことを勘案すると，向井沢試料は他の試料と
異なる層序単元に属する可能性があり，また，北上山地
の年代極性を考慮すれば，その分布位置から中期ジュラ
紀に堆積した可能性が高い．

５．まとめ

・ 北上山地北部北上帯南西縁部に分布する付加体中の砂
岩4試料から砕屑性ジルコンU–Pb年代を測定した．根
田茂帯との境界に近い層準に属する館沢試料と米内川
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試料のジルコンは共に190 Ma付近の最若クラスター年
代を示し，両者とも前期ジュラ紀に堆積した可能性が
高い．

・ 館沢試料及び米内川試料より北東側の層準に属する大
川試料のジルコンは260 Ma付近の最若クラスター年代
を示し，本試料は後期ペルム紀，後期三畳紀，あるい
は前期ジュラ紀に堆積した可能性がある．

・ 大川試料より北東側の層準に属する向井沢試料のジル
コンは170 Ma付近の最若クラスター年代を示し，本試
料は中期ジュラ紀に堆積した可能性が高い．

謝辞：株式会社京都フィッション・トラックの檀原　徹
氏及び岩野英樹氏にはジルコンのU–Pb年代を測定いただ
いた．地質情報基盤センター地質標本館室地質試料調製
グループの諸氏には薄片を作製いただいた．査読者の原　
英俊博士（地質情報研究部門）には，原稿改善に当たり有
益なご意見をいただいた．記して感謝の意を表する．
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付録　
Appendices

付図1    ジルコンU–Pb年代測定を行った砂岩採取地点．地形図は地理院地図（http://maps.gsi.go.jp/，参照日：2019.5.20）
を使用．（a）館沢試料，（b）米内川試料，（c）大川試料，（d）向井沢試料．

Fig. A1  Locations of sandstone for the zircon U–Pb dating. Topographic map is from the GIS map (http://maps.gsi.go.jp/, accessed:　
2019.5.20) of the Geospatial Information Authority of Japan. (a) Tatezawa Sample, (b) Yonaigawa Sample, (c) Okawa 
Sample, (d) Mukaizawa Sample.
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付表1   四重極型及びマルチコレクター型結合誘導プラズマ質量分析装置による 2 次標準試料のU–Pb同位体データ．

Table A1  U–Pb isotopic data from secondary zircon standards using a quadrupole and a multi-collector inductively coupled 
plasma mass spectrometry.


