地質技術 1 巻

37-43 頁（2011）

37

塩酸処理による主要鉱物の K-Ar 年代への影響
八木 公史 1）・板谷 徹丸 2）

要旨

K-Ar 年代測定の対象となる鉱物（普通角閃石・黒雲母・カリ長石・斜長石）を用いて，

塩酸処理の有無及び濃度の違い（2.4 あるいは 6 規定）により，年代結果にどのような影響がある
のか基礎実験を行った．実験の結果，塩酸処理の有無及び濃度の違いによる K-Ar 年代に差は無く，
すべて誤差の範囲内で一致した．一方，塩酸処理を実施することで，各鉱物（普通角閃石・カリ
長石・斜長石）の純度はいくらか上がり，かつ大気アルゴン混入率が若干低くなる傾向が認めら
れた．これは鉱物分離の際に塩酸処理を実施した方が良いことを意味している．さらに，黒雲母
は塩酸処理により完全に分解することから，黒雲母と共生する普通角閃石を分離する際の一つの
手段として使えることが実証できた．
キーワード : K-Ar 年代測定，塩酸処理，鉱物分離，有漢花崗閃緑岩

1．はじめに

浄を実施すれば，年代への影響は無いことが確認され
ている（Sawai et al., 1989 ; Itaya et al., 1991a）．しか

K-Ar 年代測定の対象となる鉱物を分離する際，純

しながら，他の鉱物を用いて塩酸処理の有無で年代を

度を上げるための有効な手段の一つとして塩酸処理が

比較した例は無く，以前からの課題であった．本稿で

ある．緑泥石や黒雲母は希塩酸と反応して分解する

は K-Ar 年代測定の対象となる鉱物を使って，塩酸処

一方で，白雲母，イライト（セリサイト），普通角閃

理による年代への影響について実験を行ったのでその

石，カリ長石及び斜長石は希塩酸だけでは分解しな

結果を報告する．

い．この事を利用して，黒雲母と共存する普通角閃
石を分離する時に，塩酸処理を行って，普通角閃石
の純度を上げる場合がある（例えば，沢井，2006 ; 八

2．実験試料

木，2006）．また，泥質片岩中の白雲母の純度を上げ
るために，共存する緑泥石を除去する目的で，約 2 規

実験試料には岡山県高梁市有漢町を流れる有漢川の

定塩酸処理を行ったり（例えば，Itaya and Takasugi,

河床に露出する有漢花崗閃緑岩（例えば，Kagami et

1988），変質岩中のセリサイトと共存する緑泥石を分

al., 1988 ; Takagi, 1992 ; Takagi and Kagami, 1995）

解するために，6 規定塩酸処理を行った後，充分な洗

を 用 い た． 試 料 採 取 地 点（ 北 緯 34 °53 ′43 ″， 東 経
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を呈するものが多く，不透明鉱物を包有している場合
がある．
鉱物分離では，岩石試料の新鮮な部分を切り出し，
粉砕・篩い分け・超音波洗浄を行い，電磁分離機（ア
イソダイナミック・セパレーター）及び重液（SPT :
ポリタングステン酸ナトリウム）を用いて行った．分
離・濃集した各鉱物の粒径は，塩酸処理による影響に
差が出ないように，各鉱物の本来の粒径に関係なく，
150-200 メッシュサイズ（75-100μm）に揃粒した．

3．実験方法
図 1 試料採取地点位置図（岡山県高梁市有漢町有漢の有漢
川河床 : 北緯 34°53′43″，東経 133°39′01″）．国土地
理院が発行する 1 : 25,000 地形図「有漢市場」の一部を使
用した．

3-1．塩酸処理
普通角閃石−黒雲母花崗閃緑岩試料から得られた 4
種類の鉱物の重量は，普通角閃石は約 5.6g，黒雲母は

133°39′01″）は図 1 に示す．有漢花崗閃緑岩は，（単

約 1.1g，カリ長石と斜長石はそれぞれ約 10.0g と約 4.4g

斜輝石）−普通角閃石−黒雲母花崗閃緑岩と斜方輝石

であった．これらを四分法で分けて，その一部を用

−単斜輝石−黒雲母−石英モンゾ閃緑岩から構成され

いて 2.4 規定及び 6 規定塩酸処理（「市販の 12 規定塩

ている．有漢花崗閃緑岩は，賀陽花崗岩（Rb-Sr 全岩

酸」:「水」をそれぞれ 1 : 4 及び 1 : 1 の割合で混合）

アイソクロン年代 : 81.2±5.5Ma, Takagi and Kagami,

を 30 分間行った．塩酸処理では，ドラフト内にホッ

1995）及び後期白亜紀花崗岩バソリス（Rb-Sr 全岩

トプレートを設置して，温度を 70℃程度（沸騰しな

アイソクロン年代 : 84.0±3.7Ma, Kagami et al., 1988）

い程度）に設定する．ホットプレート上で試料が入っ

に貫入されている．有漢花崗閃緑岩の主岩相の Rb-Sr

たビーカーに希塩酸を注ぎ，溶液が充分に熱せられて

全岩アイソクロン年代は 92.0±6.5Ma である（Takagi

から 15 分間反応させる．その後，溶液の色の濃淡に

and Kagami, 1995）．実験試料には出来るだけ新鮮な

関係なく，新しい塩酸溶液と交換してさらに 15 分間

有漢花崗閃緑岩体の普通角閃石−黒雲母花崗閃緑岩を

反応させた．合計 30 分間の塩酸処理の後，各試料を

用いて，一つの岩石試料（試料番号 : 08061904）から

脱イオン水で 5 回洗浄した．その後，超音波洗浄を 3

普通角閃石，黒雲母，カリ長石及び斜長石の 4 種類の

分間行った．更に，温脱イオン水による洗浄を 10 回

鉱物を分離・濃集させた．

行った後，一昼夜，恒温槽内で温脱イオン水に浸して

今回の実験に用いた普通角閃石−黒雲母花崗閃緑岩

放置した．最後に，試料を乾燥させて回収した．塩

は中粒塊状で，鏡下では半自形粒状組織を示し，主と

酸処理後の試料の洗浄方法の詳細は，例えば，八木

して石英，斜長石，カリ長石，黒雲母，普通角閃石か

（2006）を参照されたい．

らなり（図版 1（a）,（b）），副成分鉱物として，不透
明鉱物，燐灰石，ジルコンを含む．石英は他形で，最
大粒径 3.00mm である．これは他鉱物間を充填し，波

3-2．カリウム定量分析
カリウムの定量は，（1）分離試料の調整，（2）酸に

動消光を示す場合がある．斜長石は自形〜半自形で，

よる試料の分解，（3）試料溶液の蒸発乾固と乾固物の

累帯構造を示し，最大粒径 3.25mm である．斜長石の

塩酸酸性溶液の作成，
（4）試料溶液の濾過と分取希釈，

一部はイライト化しており，特に中央部とマントル部

（5）炎光分光法による定量分析，という手順で行わ

の境界付近でイライト化が著しい場合がある．カリ長

れる（長尾ほか，1984）．最初に，試料をメノウ乳鉢

石は他形で，最大粒径 4.00mm で，他鉱物間を充填し

で粉末化する．黒雲母は酸に分解し易いので粉末化は

ている．黒雲母は半自形で，褐色あるいは暗褐色から

行わない．粉末試料約 100mg 及び黒雲母約 50mg を

淡黄褐色の多色性を示し，最大粒径 1.85mm である．

それぞれ蓋付きテフロン容器（60ml）に入れ，硝酸

黒雲母は単独で存在することもあるが，多くは普通角

（2ml）とフッ化水素酸（5ml）を加えて，ホットプレー

閃石と集合体を成している．普通角閃石は自形〜半自

ト上（100℃程度）で 12 時間以上かけて試料を加熱分

形で，緑色から褐色の多色性を示し，最大粒径 3.25mm

解する．次に，分解した試料溶液を蒸発乾固する．乾

である．普通角閃石は中心部が褐色で，周縁部が緑色

固物を希塩酸に溶かして塩酸酸性溶液を作成する．最
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後に，これらの試料溶液を濾過して，所定量を分取希

の枝管からモリブデン製ルツボ内に落とし，約 1,500℃

釈し，共存成分の影響及びイオン化干渉の抑制のた

で加熱溶解する．試料から抽出されたガスとスパイク

めに，イオン化エネルギーが最も低いセシウム（Cs）

を完全に混合させて，試料から抽出されたガス中に存

を 2,000ppm になるように加え，炎光分光法により検

在する希ガス以外の化学的に活性なガスを Ti-Zr ゲッ

量線を用いてカリウムの定量が行われる．検量線を用

ターで除去した後，精製したガスは質量分析計に導入

いたカリウム分析に必要な標準溶液（0.5, 1.0, 1.5, 2.0,

される．

2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0ppm）は市販の原子吸光分析用

質量分析計は一般的にメモリー効果があるため，時

カリウム標準液（1,000ppm）を用いて作成する．炎

間と共にスペクトル強度やその同位体比は少しずつ

光分光分析は，岡山理科大学自然科学研究所の日立

変化していく．従って，各試料において 1 回の測定

180-30 型原子吸光・炎光分光分析装置を用いて，炎

で 36Ar 及び 38Ar は最低 8 セット，40Ar は最低 7 セッ

光測光モードで行った．検量線を用いたカリウムの定

トの測定を行う．これらの測定データから Itaya et

量は，前述の 10 種類のカリウム標準溶液の発光強度

al.（1991b） の 方 法 を 用 い て，36Ar/38Ar，40Ar/38Ar

を測定して，上に凸の緩やかな曲線として濃度と発光

及び 40Ar/36Ar 同位体比を求める．また，質量分析

強度の関係を得ることで行われる．通常，発光強度は

計の同位体質量差別効果（mass discrimination）に

時間と共に多少変化するため，カリウム標準溶液及び

関しては，標準空気の測定を試料のアルゴン測定

試料溶液を 10 点測定する毎にテスト溶液（5.0ppm の

前 に 行 い， 標 準 空 気 の 測 定 値 を Nier（1950） の 値

カリウム標準溶液）を測定し，カリウム標準溶液及び

（40Ar/36Ar=295.5，38Ar/36Ar=0.1869） と 比 較 す る こ

試料溶液の発光強度を補正している．試料溶液のカリ

とで補正を行う．このようにして求められた試料中

ウム濃度は，試料溶液の発光強度から判断して最寄り

の 36Ar，38Ar 及 び 40Ar の 値 か ら 放 射 性 起 源 の 40Ar

の 3 種類の標準溶液の濃度と発光強度から 2 種類の二

（rad.40Ar）が計算される．非放射性起源 40Ar（大気

次曲線を作成し，これらの二次曲線と試料溶液の発光

アルゴン混入率）
（%）は“100 ×｛（試料中の 40Ar）-（放

強度との 2 つの交点の値の平均値とする．試料の不均

射性起源 40Ar）｝/（ 試料中の 40Ar）”で求める．試料の

質さや定量の再現性を確認するために，1 試料につき

測定にあたっては，同一条件で標準試料（JG-1 黒雲

2 回以上の分析を行い，その平均値を年代計算に使用

母 : 91Ma）を測定し，その誤差が 1% 以内であるこ

している．カリウム定量分析の誤差は標準試料（JG-1

とを確認している．

及び JB-1）の複数回の分析により 2％未満であるこ
とを示しているが，年代誤差の計算ではカリウム含有
量が 0.2wt.% 以上の試料に関しては，カリウム定量分

4．実験結果

析に伴う誤差として 2% を用いている．なお，定量可
能な最小値（下限）は 0.2 wt.% である．

4−1．塩酸処理の結果
塩酸処理時における各鉱物の溶液の相対的な色の変

3-3．アルゴン同位体測定

化を表 1 に示す．2.4 規定塩酸処理した普通角閃石の

アルゴン同位体比の測定は，岡山理科大学自然科

溶液の色は前半の 15 分間で薄い黄色を呈したが，後

学研究所の 130°扇型磁場・斜入出射・単収束・イオ

半の 15 分間ではごく薄い黄色溶液となった．6 規定

ン軌道半径 15cm のアルゴン専用の質量分析計（装置

塩酸処理では普通角閃石の溶液の色は前半の 15 分間

名 : HIRU, Itaya et al., 1991b）を用い，ほぼ 100％に

では濃い黄色を示したが，後半の 15 分間で薄い黄色

近い純度をもつ質量数 38 のアルゴン（ Ar）をトレー

溶液に変化した．黒雲母は希塩酸と反応して分解する

サー（スパイク）として，試料から抽出されるアルゴ

ため，溶液の色は本実験で最も濃い黄色を呈した．塩

ンと混合させる同位体希釈法で定量する（長尾ほか，

酸処理後に充分に洗浄した 2.4 規定及び 6 規定のそれ

1984 ; 長尾・板谷，1988 ; Itaya et al., 1991b）．最初

ぞれの溶液で，黒雲母はほぼ完全に分解され，残物と

に，角閃石及び斜長石試料と黒雲母及びカリ長石試料

して分離の際に混入した普通角閃石や長石類などがご

をそれぞれ約 200mg，約 100mg ずつ薄いアルミニウ

く少量認められた．カリ長石は，2.4 規定及び 6 規定

ム箔に包み，サンプルホルダーの枝管に入れる．その

塩酸処理では前半の 15 分間の溶液の色はごく薄い黄

後，試料の吸着アルゴンを取り除くために，約 180 〜

色を呈したが，後半の 15 分間は色の変化が無かった．

200℃で 3 日間焼き出しながら真空排気を行う．分析

斜長石の 2.4 規定塩酸処理では溶液の色は前半の 15

計内の真空度が高くなり，バックグラウンドが充分に

分間はごく薄い黄色を呈したが，後半の 15 分間では

下がったことを確認した後，試料をサンプルホルダー

色の変化は無かった．6 規定塩酸処理の斜長石の溶液
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表1

試料 08061904
測定鉱物
普通角閃石
黒雲母
カリ長石
斜長石

塩酸処理結果一覧表

塩酸処理の
有無と濃度

15 分後の溶液の色

30 分後の溶液の色

2.4 規定

薄い黄色

ごく薄い黄色

6 規定

濃い黄色

薄い黄色

2.4 規定

濃い黄色

薄い黄色

6 規定

濃い黄色

濃い黄色

2.4 規定

ごく薄い黄色

無色

6 規定

ごく薄い黄色

無色

2.4 規定

ごく薄い黄色

無色

6 規定

薄い黄色

ごく薄い黄色

（注）塩酸処理では 15 分後に新しい塩酸溶液と交換し，30 分後に終了した．

の色は，前半の 15 分間で薄い黄色を示したが，後半

が 2% 未満であれば，定量の再現性はあるものとする．

の 15 分間ではごく薄い黄色に変化した．

2 回の定量分析を行った結果，すべての試料において
誤差 2％未満であったため，試料の不均質さは無く，

4-2．K-Ar 年代測定の結果

定量の再現性があるものと判断される．

表 2 に，カリウムの定量分析の結果一覧表を示す．

普通角閃石（無処理）のカリウム含有量は平均

なお，再現性とは，（2 回の分析結果の差）/（2 回の分

0.432wt.% であり，塩酸処理（2.4 及び 6 規定）により

析結果の平均値）に 100 を乗じたものであり，この値

カリウム含有量は低くなる傾向が認められるが，分析

表2

試料 08061904
測定鉱物

塩酸処理の
有無と濃度
無処理

普通角閃石

2.4 規定
6 規定

黒雲母

無処理
無処理

カリ長石

2.4 規定
6 規定
無処理

斜長石

2.4 規定
6 規定

カリウム分析結果一覧表

カリウム含有量
（wt.%）
0.4314
0.4325
0.4282
0.4249
0.4235
0.4244
2.5684
2.5890
10.5409
10.5007
10.7216
10.7891
10.7845
10.7825
0.4879
0.4911
0.4566
0.4551
0.4485
0.4512

平均値
（wt.%）

再現性
（%）

0.432

0.25

0.427

0.77

0.424

0.21

2.579

0.80

10.521

0.38

10.755

0.63

10.784

0.02

0.490

0.65

0.456

0.33

0.450

0.60

（注）再現性とは（2 回の分析結果の差）/（2 回の分析結果の平均値）に 100 を乗じたものである．
この値が 2% 未満であれば，定量の再現性はあるものとする．
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誤差の範囲内である．黒雲母（無処理）のカリウム含

に差があり，塩酸処理を行った方が低くなる．カリ長

有量は平均 2.579wt.% であり，一般的なものよりかな

石は塩酸処理の有無及び濃度の違いによる差は認めら

り低い．しかしながら，黒雲母は鏡下観察により非常

れない．

に新鮮で緑泥石化は認められない（図版 1（d））．カリ
長石（無処理）のカリウム含有量は平均 10.521wt.%
であり，塩酸処理（2.4 及び 6 規定）によりカリウム

5．考察

含有量はやや高くなる傾向が認められる．斜長石（無
処理）のカリウム含有量は平均 0.490wt.% であり，塩

5-1．塩酸処理及びその濃度の違いによる K-Ar 年代

酸処理（2.4 及び 6 規定）によりカリウム含有量が低

への影響

くなる傾向が認められる．

カリウム含有量が非常に低い普通角閃石及び斜長石

表 3 には，カリウム含有量の平均値，試料 1g 中

は，塩酸処理後にはカリウム含有量が若干低くなる傾

に存在する質量数 40 の放射性起源アルゴンの全量，

向が認められた（但し，普通角閃石は分析誤差の範囲

K-Ar 年代及び質量数 40 の非放射性起源アルゴンの

内である）．これらの理由としては，1）鉱物の表面に

含有量を示す．

微細なカリウム含有量の高い鉱物（黒雲母など）が付
40

普通角閃石の放射性起源 Ar は，塩酸処理の有無

着していて，塩酸処理により分解した，2）鉱物自体

及び濃度の違いに関係無く，誤差の範囲内で一致して

の変質が進んでいて，塩酸処理によって変質した表面

40

いる．一方で，カリ長石と斜長石の放射性起源 Ar は，

（あるいは内部）のミクロな部分が一部あるいは全部

塩酸処理の有無及び濃度の違いにより，カリ長石では

溶脱した，あるいは 3）鉱物自体は新鮮であるが塩酸

その値が大きくなり，斜長石ではその値が小さくなる

処理によりいくらか溶解してカリウムが溶脱した，と

傾向が認められる．

いうことが考えられる．

普通角閃石，カリ長石及び斜長石の各々の K-Ar 年

普通角閃石の場合は鏡下観察（図版 1（c））から新

代は，塩酸処理の有無及び濃度の違いによる差は無く，

鮮であるため 2）の可能性は低い．また，塩酸処理の

すべて誤差の範囲内で一致している．無処理の黒雲母

有無で年代に大きな差が認められない事から，3）の

は 77.9 ± 1.7Ma という K-Ar 年代が得られた．カリ

可能性も低い．一方で，鏡下観察において普通角閃石

ウム含有量が一般的な黒雲母より低いにも拘わらず，

は黒雲母と重なり合って存在している場合が多く認め

各鉱物の閉鎖温度の概念から判断して矛盾のない年代

られるため，1）の可能性が高いと考えられる．

である．斜長石は他の測定鉱物より 12 〜 16Ma 若い

カリウム含有量が 10wt.% を超えるカリ長石は塩酸
処理（2.4 及び 6 規定）により，カリウム含有量が若

K-Ar 年代が得られた．
非放射性起源 Ar（大気アルゴン混入率）に関し

干高くなるという事実は，本試料中にカリ長石より

ては，普通角閃石では無処理から塩酸処理の濃度が高

カリウム含有量の高い鉱物が存在しないことを考慮し

くなるほど低くなり，斜長石では塩酸処理の有無で値

て，カリ長石よりもカリウム含有量が低い鉱物が分解

40

表3

試料 08061904
測定鉱物
普通角閃石
黒雲母
カリ長石

斜長石

年代結果一覧表

K-Ar 年代
（Ma）

非放射性起源 40Ar
（%）

134.9 ± 1.5

78.7 ± 1.8

12.8

0.427 ± 0.009

134.1 ± 1.5

79.2 ± 1.8

11.0

6 規定

0.424 ± 0.008

135.7 ± 1.4

80.6 ± 1.8

9.9

無処理

2.579 ± 0.052

796.2 ± 8.2

77.9 ± 1.7

8.8

無処理

10.521 ± 0.210

3135 ± 29

75.2 ± 1.6

2.2

2.4 規定

10.755 ± 0.215

3251 ± 31

76.3 ± 1.7

2.0

6 規定

10.784 ± 0.216

3265 ± 32

76.4 ± 1.7

2.1

無処理

0.490 ± 0.010

124.8 ± 1.5

64.4 ± 1.5

15.2

2.4 規定

0.456 ± 0.009

120.4 ± 1.3

66.8 ± 1.5

11.0

6 規定

0.450 ± 0.009

117.9 ± 1.2

66.3 ± 1.5

11.1

塩酸処理の
有無と濃度

カリウム含有量
（wt.%）

無処理

0.432 ± 0.009

2.4 規定

放射性起源 40Ar
（10-8cc STP/g）
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あるいは溶脱したと考えるのが一般的である．

を勧める．

斜長石の場合は，鏡下観察結果（図版 1（e））から
変質がいくらか進んでいるため 2）の可能性が高い．3）
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 実験に用いた普通角閃石－黒雲母花崗閃緑岩の偏光顕微鏡写真（（a），（c），（d）: オープンニコル，（b），（e）: クロ
本
スニコル）．Hbl : 普通角閃石，Bt : 黒雲母，Kfs : カリ長石，Pl : 斜長石，Qtz : 石英．

