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 1．はじめに

　中生代のアジア大陸東縁部においては，多量の珪長
質マグマを伴う火成活動が生じていた．その名残であ
る珪長質火山岩類・花崗岩類が，現在の沿海州，韓半
島，中国大陸北東－南東部，そして西南日本に広く分
布する．我が国においては，1960 年代にそれまで詳細
不明であった火山岩類の層序学的研究が進められ（西
南日本内帯後期中生代火成活動研究グループ，1967），
近年では各地において陥没カルデラ，すなわち個々の
火山体が認定されるまでに至っている（濃飛流紋岩 
類 : Koido, 1991 ; 湖東流紋岩類 : 沢田ほか，1994 ; 周
南層群 : 武田・今岡，1999 ; 阿武層群 : 井川・今岡， 

2001 ; 姫路－山崎地域の白亜紀火山岩類 : Yamamoto, 
2003 など）．また，花崗岩類については磁鉄鉱系列・イ
ルメナイト系列の提唱（Ishihara, 1977）をはじめ，化
学分析・同位体分析・年代測定が多くなされ，花崗岩
質マグマの起源も検討されてきた（Kagami et al., 1992
など）．さらに，このような大規模火成活動をもたらし
たテクトニクスについて，主に花崗岩類の年代値とそ
の分布に基づき，クラ－太平洋プレートの海嶺が東進
しながら沈み込んだとするモデルが提唱された（例え
ば , 木下・伊藤 , 1986 ; Nakajima et al., 1990）．しかし，
その後の年代学的研究（松本ほか，1994 ; Suzuki and 
Adachi, 1998）からは否定的なデータが得られている．
　火成活動史やテクトニクスを復元するには，火山
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層序，貫入関係および地質構造といった地質学データ
に加え，放射年代値が必要となる．西南日本の白亜紀
花崗岩類については，これまでに多数の放射年代値が
得られてきた（K-Ar 年代 : 河野・植田，1966 など ; 
Rb-Sr 年代 : Kagami et al., 1992 など ; CHIME 年代 : 
Suzuki and Adachi, 1998 など）．これに対し，火山岩
類の年代値は，ジルコンのフィッショントラック年代

（以下，FT 年代）を除き，花崗岩類に比べかなり少な
い（例えば，今岡ほか，1994 の第 2 図）．この背景とし
ては，火山岩類はカルデラ内での熱水変質作用や花崗
岩類の貫入による接触変成作用を受けており，年代測
定に適した試料を得るのが容易ではないということが
挙げられる．一方，ジルコンは変質した火山岩類でも
残存していることから，1980 年代には火山岩類のジル

コン FT 年代測定が多数行われ，飯泉ほか（1985）は
それらのデータを総括し中国地方の白亜紀火成活動の
対比を行った．しかし，これら FT 年代値は Hurford

（1990）によるゼータ法勧告以前のものである．また，
ジルコン FT 年代は，閉鎖温度が低いため，後カルデ
ラ期の熱水変質の影響で噴出年代よりも若返っている
事例（例えば，湖東流紋岩類 : 沢田・板谷，1993）も
あることから，その年代値が噴出年代を示すか否かに
ついては再検討が必要である．
　このような状況の中で，中国地方西部に分布する白
亜紀火山岩類については，近年の今岡らによる一連の
研究（関門層群下関亜層群 : Imaoka et al., 1993 ; 周南
層群 : 岸ほか，2007 ; 阿武層群 : 弓削ほか，1998，井川
ほか，1999，今岡ほか，2000）で，角閃石 K-Ar 年代
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図 1　中国地方中部−西部の白亜紀火成岩地質概略図．20 万分の 1 地質図幅（坂本・山田，1982 ; 寺岡ほか，1996 ; 松浦ほか，
2002 ; 鹿野ほか，1988 ; 山田ほか 1986 ; 松浦ほか ; 2007），井川・今岡（2001）及び西田ほか（2005）を基に編図．AB :  
安芸津，SB : 仙酔ブロック，TB : 高田ブロック（以上，高田流紋岩類），MhR : 三原流紋岩類，GV : 江津火山岩類，OG : 邑智層
群，SR : 新造寺山流紋岩類，MkR : 三国山流紋岩類，CV : 千屋火山岩類，KV : 上島火山岩類，DV : 大東火山岩類，YV : 八雲火
山岩類（以上，その他白亜紀−古第三紀初頭火山岩類），Ya : 弥栄峡花崗岩，Oh : 大朝地域，Hi : 広島地域，Ku : 呉花崗岩，Ka : 
賀茂地域，Se : 世羅地域，Si : 式

しきじき

敷花崗岩，Ni : 西川・海渡花崗閃緑岩（以上，広島花崗岩類）．
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や Rb-Sr 全岩アイソクロン年代が得られ，火成活動史
に従来よりも確実度の高い年代目盛が入れられた．一
方，中国地方中部に分布する白亜紀火山岩類について
は，吉田（1961）により吉

き さ

舎火山岩類・高
た か だ

田流紋岩類
という層序が編まれて以降，各地において層序学的な
研究（端山ほか，1975 ; 河原，1978，1984 ; 東元ほか，
1985 ; 松本，1990 ; 松浦，2001 など）は進んだが，松
本ほか（1994）による吉舎火山岩類の Rb-Sr 全岩アイ
ソクロン年代（83.9±13.2Ma）以外に放射年代値の報
告は無い．とりわけ高田流紋岩類については，その広
大な分布にもかかわらず，近隣火山岩体や高田流紋岩
類に貫入した広島花崗岩類の年代から，間接的にしか
年代値を推定することができない状況であった．
　そこで，本研究では，中国地方中部の白亜紀火成活
動史を検討する上で重要な位置づけにある高田流紋岩
類の噴出年代を決定することを目的とし，K-Ar 年代
測定を試みた．年代測定試料の採取に当たっては，新
鮮な試料であることに加え，得られた年代値の地質学
的意味を検討することができるよう，地質学的関係が
明らかであることが必要である．また，閉鎖温度の異
なる複数の鉱物を含む試料であれば，花崗岩類による
接触変成作用の影響を検討することができる．そこで，
文献調査により，高田流紋岩類で上記の条件に適した
試料を検討した．その結果，芸

げい

予
よ

諸島大
おおさき

崎下
しもじま

島（広島
県呉市）に分布する灰

は い が み ね

ヶ峰層 H4 デイサイト部層（松
浦，2001）のデイサイト溶結凝灰岩を対象試料に選定
した．本岩は，普通角閃石，黒雲母および斜長石を含
み，またそれらは比較的新鮮であること（端山ほか，
1975 ; 松浦，2001）から，本研究の目的に適している．
　本論では，高田流紋岩類からの放射年代値を初めて
報告し，その活動時期を検討するとともに，中国地方
中部と西部の白亜紀火山活動の対比を試みる．

2．地質概説

2. 1．中国地方中部−西部の白亜紀火山岩類
　中国地方中部－西部の白亜紀火山岩類の地質概略図
を図 1 に示す．また，図 2 に近年の年代学的研究をま
とめた同地域の白亜紀火山活動の対比を示す．
　最も研究が進んでいる中国地方西部の白亜紀火山岩
類は，古い方から関門層群・周南層群・匹見層群・阿
武層群及び三原流紋岩類に区分されている（村上，1985
など）．関門層群は，福岡県北東部－山口県西部に分
布し，非火山性湖成層を主体とする下部層（脇野亜層
群）と安山岩－デイサイト溶岩・火砕岩を主体とする上
部層（下関亜層群）からなる．周南層群は，山口県中 
部－東部に分布し，流紋岩－安山岩質火砕岩（デイサ
イト質主体）からなり，関門層群を不整合に覆う．匹
見層群は，島根・広島県境付近に分布し，デイサイ 
ト－流紋岩質溶結凝灰岩を主体とする．阿武層群は，
山口県の脊梁山地－山陰側に分布し，流紋デイサイ 
ト－流紋岩質火砕岩を主体とし，上記の 3 層群を不整
合に覆う．三原流紋岩類は山口県須佐地域に分布し，
阿武層群を不整合に覆う．
　中国地方中部山陽側に分布する火山岩類は，吉舎火
山岩類（吉舎安山岩類という名称も用いられたが，本
報告では用いない）とそれを覆う高田流紋岩類からな
る（吉田，1961）．前者は周南層群に，後者は阿武層群
に対比されている（村上・長谷，1967）．吉舎火山岩類
は，広島県三次市吉舎町を模式地とし，安山岩－流紋
岩質溶岩・火砕岩からなる（松本 , 1990）．高田流紋岩
類は，広島県旧高

た か た

田郡（現安芸高田市および広島市安佐
北区・三次市の一部）を模式地とし，その大部分がデ
イサイト－流紋岩質火砕流堆積物（溶結凝灰岩）から
なる．高田流紋岩類の分布は大きく 3 つの地域に分か
れ，吉田（1964）により，安芸津・仙酔ブロック（広
島県の瀬戸内側に分布する岩体 : 図 1 の AB 及び SB），
高田ブロック（広島県の中国山地東側に分布する岩体 :  
図 1 の TB），三段峡ブロック（広島県の中国山地西側 :  
図 1 の匹見層群に相当）に区分されている．なお，本
報告では，三段峡ブロックは匹見層群として扱う．
　中国地方中部山陰側には，阿武層群や高田流紋岩類
に対比される火山岩類，及び三原流紋岩類に対比ある
いはそれよりやや新しいとされる火山岩類が分布す
る．前者は，島根県中部に分布する流紋岩－デイサイ
ト質火砕岩を主体とする邑

お お ち

智層群（松田・小田，1982）
及び新

しんぞうじさん

造寺山流紋岩類（吉田，1961），鳥取県西部に分
布する流紋岩質溶岩・火砕岩を主体とする三

み く に さ ん

国山流紋
岩類（服部，1978）及び流紋岩－デイサイト質溶岩・
火砕岩を主体とする千

ち や

屋流紋岩類（服部，1978），島根

図 2　中国地方中部−西部の白亜紀火山活動の対比．松本
（1990），西田ほか（2005）及び岸ほか（2007）に基づき
作成．吉舎火山岩類については，松本ほか（1994）により
83.9±13.2Ma という Rb-Sr 全岩アイソクロン年代が報告さ
れているが，誤差が大きいこと及び松本ほか（1994）では新
たな対比はなされていないことから，松本（1990）の層序対
比を踏襲した．
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県東部に分布する流紋岩－デイサイト質火砕岩を主体
とする八

や く も

雲火山岩類（鹿野ほか，1994）である．後者
は，島根県中部に分布する流紋岩－流紋デイサイト質
火砕岩を主体とする江

ご う つ

津火山岩類（今岡ほか，1982），
島根県東部に分布する流紋岩－デイサイト質火砕岩を
主体とする大

だいとう

東火山岩類（西田ほか，2005）及び流紋
岩－安山岩質火砕岩を主体とする上

かみしま

島火山岩類（西田
ほか，2005）である．

2. 2．高田流紋岩類
　調査地域の大崎下島（広島県呉市）に分布する高田
流紋岩類は，安芸津・仙酔ブロックに当たる．本地域
の地質は，5 万分の 1 地質図幅「三津」（松浦 , 2001）
により，その詳細が明らかにされている（図 3）．以下
では，松浦（2001）に従い，調査地域の地質の概要を
記す．
　安芸津地域の高田流紋岩類は，下位の灰ヶ峰層とそ
の上位の野

の ろ さ ん

呂山溶結凝灰岩に区分される．このうち，大
崎下島には灰ヶ峰層のみが分布する．灰ヶ峰層は，基
盤岩であるジュラ紀付加体堆積岩類（沖

おきとも

友層）を，基
底礫岩を介して不整合に覆う．主岩相は，流紋岩溶結
凝灰岩とデイサイト（一部安山岩）溶結凝灰岩の互層
からなり，一部に堆積岩や溶岩が挟在する．灰ヶ峰層
は，「三津」図幅内では 8 つの部層に区分され，下位か
ら，H1 角礫岩部層，H2 流紋岩部層，H3 安山岩部層，
H4 デイサイト部層，H5 流紋岩部層，H6 デイサイト部
層，H7 流紋岩部層および H8 デイサイト部層と命名さ
れている．このうち試料を採取した H4 デイサイト部
層は，デイサイト溶結凝灰岩を主岩相とし，基底礫岩

や流紋岩溶結凝灰岩を伴う．H4デイサイト部層の層厚
は，400m 以上に達すると推定されている．本地域の
高田流紋岩類は，呉花崗岩などの広島花崗岩類に貫入
され，接触変成作用を受けている．大崎下島の北北西
約 10km の本州側海岸では，H7 流紋岩部層に挟在する
泥岩がホルンフェルスとなり，紅柱石の柱状結晶が生
じている．

3．分析試料の岩石記載

　分析試料（試料番号 : S090811）は，灰ヶ峰層 H4 デ
イサイト部層の黒雲母普通角閃石デイサイト溶結凝灰
岩である．本試料は，大崎下島久

く び

比の北東海岸の露頭
（北緯 34 度 11 分 23 秒，東経 132 度 49 分 56 秒）で採
取した（図 4）．採取地点は，端山ほか（1975）の試料
2101（薄片 72102101）及び松浦（2001）の GSJ R70615
とほぼ同じであると推定される．
　黒雲母普通角閃石デイサイト溶結凝灰岩は，表層風
化部は灰白色を呈するのに対し，内部の新鮮部は暗灰
色を呈する．本岩は見かけ斑状の岩石で，肉眼観察で
は径 1-3mm 大の斜長石，角閃石及び黒雲母が目立つ．
風化面では，色調の違いから，長径 2-20㎝のレンズ状
本質岩片が配列したユータキシティック構造が認めら
れる．本露頭の試料は，肉眼観察では異質岩片がほと
んど認められない．
　分析試料の顕微鏡写真を図 5 に示す．また，表 1 に
分析試料のモード組成（本質岩片を除く凝灰質部）を
示す．本モード組成は，端山ほか（1975）によるほぼ

図 3　安芸津地域の白亜紀火成岩地質概略図．5 万分の 1 地質図幅「呉」（東元ほか，1985）及び「三津」（松浦，2001）
を基に編図．
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同地点の試料と同様である（表 1）．
　斑晶鉱物は，多い方から順に，斜長石＞普通角閃石・
黒雲母＞石英からなり，全体の 50％ほどを占める．
　斜長石は，0.5-2mm 大のものが多く，自形結晶面を
一部残す破片状の形態をなす．しばしば反復累帯構造
が認められる．新鮮なものが多いが，細かな割れ目が
発達している．
　普通角閃石は，0.5-2mm 大のものが多く，自形長柱
状－破片状の形態をなす．Ⅹ : 淡黄褐色，Ｙ : 淡褐色，
Ｚ : 淡緑褐色の多色性を示す．0.1mm 大の不透明鉱物
や燐灰石を包有する．結晶内部は新鮮であるが，リム
に微細な鱗片状黒雲母が生じていることが多い．
　黒雲母は，0.5-2mm 大のものが多く，自形板状の形
態をなす．一部の黒雲母には，溶結時の圧密により劈
開面の湾曲や折れ曲がりが認められる．Ⅹ : 淡褐色，
Ｙ・Ｚ : 濃褐色の多色性を示す．0.1mm 大の不透明鉱
物，燐灰石及びジルコンを包有する．黒雲母は新鮮な
ものが少なく，多くは再結晶し，微細な鱗片状黒雲母
の集合となっている．比較的新鮮な場合でも，リムに
微細な鱗片状黒雲母が生じている．また，ごく一部に
緑泥石化が認められる．
　石英は，0.5-3.5mm 大のものが多く，融食形－破片
状の形態をなす．
　マトリックスは再結晶化し，微晶質を呈する．再結晶
鉱物は微細な石英・長石・黒雲母・針状の角閃石（淡
緑色－淡緑褐色）からなる．
　本質岩片は凝灰質部と同様の斑晶鉱物を含むが，凝
灰質部に比べ，斑晶に乏しい．本質岩片の石基は，凝
灰質部のマトリックスと同様に再結晶化しているが，
再結晶鉱物の粒度（径 0.2-0.3mm 程度）は粗い．

4．分析方法及び年代測定結果

　年代測定に用いる鉱物（普通角閃石・黒雲母・斜長
石）の分離作業は以下のように行った．岩石試料の新
鮮な部分を厚さ 5-10mm 程度の薄い板状にスライス
し，異質岩片・鉱物片及び巨斑晶を可能な限り除去す
る．次に，粉砕・篩い分け・超音波洗浄を行う．乾燥
後，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
用いて鉱物分離を行った．なお，普通角閃石の分離に
関しては，微細な鱗片状黒雲母の混入を避けるために，
粒子サイズ（0.5-2mm 大）よりもかなり小さいフラク
ション（0.075-0.10mm）で濃集させた上で，八木・板
谷（2011）に従って塩酸処理（6 規定）を行い，純化
した． 塩酸処理後，八木（2006）に従い，分離試料を
充分に洗浄した．
　カリウム定量は長尾ほか（1984）に従い，岡山理科
大学自然科学研究所の日立 180-30 型原子吸光・炎光
分光分析装置を用いて，炎光測光モードで実施した．
また，共存成分の影響とイオン化干渉の抑制のため，
2000ppm のセシウム（Cs）を加えている．定量は 2 回
実施し，その平均値を年代計算に使用した．カリウム
定量分析の誤差は標準試料（JG-1，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定量分析に伴う誤差として
2％を用いた．
　アルゴン同位体比測定は，岡山理科大学自然科学研
究所のアルゴン専用の質量分析計（装置名 :  HIRU）を
用いて，38Ar をスパイクとする同位体希釈法で定量し
た（長尾・板谷，1988 ; Itaya et al., 1991）．年代の算
出に使用する壊変定数及び 40K 存在度は，λe＝0.581×
10-10/year，λβ＝4.962×10-10/year，40K/K＝1.167×10-4

である（Steiger and Jäger, 1977）．ここで，λe は 40K
から 40Ar への壊変定数，λβ は 40K から 40Ca への壊変

図 4　試料採取地域のルートマップ．国土地理院発行 2 万 5
千分の 1 地形図「大

おおちょう

長」を使用．

表1　高田流紋岩類灰ヶ峰層H4デイサイト部層のモード組成．

＊は普通角閃石と黒雲母の合計．端山ほか（1975）では普通
角閃石と黒雲母を区別して計測していないが，両者はほぼ等
量と記載されている．
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図 5　分析試料の顕微鏡写真．写真右下のスケールは長さ 1mm を示す．a）はオープンニコル，b-f）はクロスニコル．Pl : 斜
長石，Hbl : 普通角閃石，Bt : 黒雲母，Btr : 再結晶した鱗片状黒雲母，Qtz : 石英．
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定数，40K/K は K 中の 40K の含有率を示している．試
料の測定にあたっては，同一条件で標準試料（JG-1 黒
雲母 : 91Ma）を測定し，その誤差が 1％以内であるこ
とを確認している．年代及びその誤差の算出方法の詳
細は長尾・板谷（1988）を参照されたい．
　表 2 に，カリウム含有量の平均値，試料 1g 中に存
在する質量数 40 の放射性起源アルゴンの全量，K-Ar
年代及び質量数 40 の非放射性起源アルゴンの含有量
を示す．
　測定で得られた年代は，普通角閃石が 94.0±2.1Ma，
黒雲母が 80.3±1.8Ma，斜長石が 78.9±1.9Ma である．

5．考察

5. 1．灰ヶ峰層 H4 デイサイト部層の K-Ar 年代値の解釈
　今回得られた高田流紋岩類の K-Ar 年代と，既往研
究による周辺の白亜紀火山岩類及び広島花崗岩類の放
射年代値の比較を図 6 に示す．また，データの出典を
表 3 に示す．
　今回得られた黒雲母及び斜長石の K-Ar 年代（80.3
±1.8Ma 及び 78.9±1.9Ma）は誤差範囲で重なるのに対
し，普通角閃石の K-Ar 年代（94.0±2.1Ma）とは，誤
差範囲を超え，10m.y. 以上も若い年代を示す．まずは
この二つの異なる年代値についてそれぞれ検討する．
　分析試料の岩石記載で述べた通り，黒雲母の多くは
再結晶化し，微細な鱗片状黒雲母に置き換わってお
り，マトリックスも再結晶化している．すなわち，広
島花崗岩類の貫入により，本試料は少なくとも黒雲母
が再結晶する程度の接触変成作用を受けており，黒雲
母の K-Ar 系はリセットされたものと判断される．兼
岡（1998）によると，K-Ar 系の閉鎖温度は，普通角閃
石が 500-700℃，黒雲母が 300±50℃，長石類が 230℃
程度である．但し，閉鎖温度は冷却速度と結晶サイズ
に依存しており，温度の幅をもっている．再結晶した
黒雲母については，細粒化により閉鎖温度が低下した

と考えられるが，黒雲母と斜長石の K-Ar 年代は誤差
の範囲内で一致していることから，斜長石の K-Ar 系
もリセットされたものと推定される．また，黒雲母の
カリウム含有量は 2.65wt.% で一般的なものよりはる
かに低く，ごく一部に緑泥石化が認められることか
ら，後の変質作用によって，黒雲母中のカリウムが
リーチングした可能性が高い．図 6 に示した調査地域
周辺の広島花崗岩類の放射年代値を見ると，誤差の大
きなデータや変質の記載があるデータを除けば， 年代
値は 90-80Ma に集中しており，また，閉鎖温度が約
650-750℃（鈴木，2005）と高い CHIME モナザイト年
代は 84.7±1.8Ma であることから，広島花崗岩類の定 
置－冷却の期間は概ね 90-80Ma と考えられる．今回
得られた高田流紋岩類の黒雲母及び斜長石 K-Ar 年代

（約 82-77Ma）は，この広島花崗岩類の定置－冷却期
間の末期あるいはそれ以降に当たり，接触変成作用や
後の変質作用による若返りの年代を示しているものと
考えられる．
　一方，普通角閃石の年代は，上述の広島花崗岩類の
定置－冷却年代よりも古く，試料採取地における変成
温度は，普通角閃石の閉鎖温度には達していなかった
可能性が高い．試料採取地では著しい熱水変質は認め
られないことから，広島花崗岩類による母岩への熱的
影響は熱伝導を主体とすると考えられる．澁江（1996）
による熱伝導モデル計算では，花崗岩類の接触変成作
用によって母岩に生じる温度勾配は，厚さ 2km のシル
状岩体で深さ 5km に分布する岩体の場合，400℃（固結
温度の 3 分の 1 の温度）に達する領域は岩体から 500m
以内になり，厚さが 6km の場合は，岩体から 700m を
超えると計算されている．但し，この計算では無水マ
グマを想定し，固結温度は 1200℃とかなり高めに設定
されている．本試料採取地は海岸に面しており，花崗
岩岩体からの距離は正確には分からないが，一番近い
露頭からでも 700m は離れている（図 3）．したがって，
上述の計算結果を当てはめると，採取試料の変成温度
は普通角閃石の閉鎖温度には達していなかったと推定

表 2　高田流紋岩類灰ヶ峰層 H4 デイサイト部層の K-Ar 年代測定結果．
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される．また，本試料は溶結されているため，地表付
近において 600℃以上の温度に達していたと考えられ
る．そのため，もし普通角閃石に過剰アルゴンが存在
していたとしてもリセットされている可能性が高い．
さらに，本試料の普通角閃石は，リムに微細な黒雲母
が生じているものの，内部は新鮮であり，また，試料
の塩酸処理により表面に付着する黒雲母を除去してい
る．以上のことを考え合わせれば，今回得られた普通
角閃石の K-Ar 年代は噴出年代を示しているものと判
断される．

5. 2．中国地方中部と西部の白亜紀火山活動の対比
　調査地域に分布する高田流紋岩類には，デイサイト
質（一部安山岩質）と流紋岩質の火砕流堆積物（溶結
凝灰岩）が繰り返すという特徴があり，松浦（2001）
の模式断面図によれば，各層は構造的に大きなギャッ
プを伴わず積層している．また，河原（1984）による
と，安芸津地域の高田流紋岩類の岩相と類似したもの

が，仙酔地域（広島県福山市南方）にも分布し，対比
がなされている．このような地質学的情報から，安芸
津・仙酔ブロックの高田流紋岩類は一連の火山活動で
形成されたと推定される．前述のとおり広島花崗岩類
の定置－冷却年代（約 90-80Ma）は高田流紋岩類の
活動終了時期を制約する．したがって，今回得られた
灰ヶ峰層 H4 デイサイト部層の噴出年代（約 94±2Ma）
は，高田流紋岩類安芸津・仙酔ブロックの活動年代を
代表するものであると言える．
　岸ほか（2007）は，関門層群，周南層群及び阿武層
群の放射年代値（図 6，表 3）を検討し，中国地方西
部の白亜紀火山岩類を 3 つのステージに区分した．そ
れによると，古い方から関門期（110-100Ma），周南期

（100-90Ma）及び阿武期（90-80Ma）である．なお，
匹見層群については，村上（1985）によるゼータ校正
法勧告前のジルコン FT 年代（図 6，表 3）のみしか公
表されておらず，今後の検討課題（岸ほか，2007）と
されている．岸ほか（2007）のステージ区分に対比す

図 6　高田流紋岩類，中国地方西部白亜紀火山岩類及び広島花崗岩類の放射年代値の比較．データの出典を表 3 に示す．
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ると，高田流紋岩類安芸津・仙酔ブロックの活動は周
南期に相当する（図 7）．これまで，高田流紋岩類の活
動は阿武層群に対比されてきたが，本研究から少なく
とも安芸津・仙酔ブロックに関してはそれよりも古い
活動によるものと言える．
　他方，高田流紋岩類高田ブロックについては，松本
ほか（1994）による吉舎火山岩類及び随伴深成岩の
Rb-Sr 全岩アイソクロン年代（84±13Ma）により，間

接的に活動年代が推定されるのみである（図 7）．また，
その年代値の誤差は大きく（図 6），岸ほか（2007）の
活動ステージとの比較は難しい．このことは，その下
位に当たる吉舎火山岩類についても同様である．松本
ほか（2001）によると，吉舎地域の吉舎火山岩類，高
田流紋岩類及び西川・海

う と

渡花崗閃緑岩は一連の火成活
動の産物であり， 双

ふ た み

三火山－深成複合岩体と一括され
ている（図 7）．したがって，高田ブロックにおいては

表 3　高田流紋岩類，中国地方西部白亜紀火山岩類及び広島花崗岩類の放射年代値一覧．

　既往研究のうち，ジルコン FT 年代（No. 11 は例外），Rb-Sr 全岩−鉱物アイソクロン年代及び信頼性に欠くとされた年代につ
いては掲載しなかった．今岡ほか（2000）では，匹見層群の Rb-Sr 全岩アイソクロン年代（94.8±3.2Ma）が値のみ示されてい
るが，同論文では未公表資料として扱われているので，これも使用しない．採取地の地名は文献に準拠しており，現在の地名と
異なる場合がある．
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周南層群と吉舎火山岩類，阿武層群と高田流紋岩類と
いう単純な活動期の対比（図 2）は成り立たない可能
性がある．地質概説で述べたように，高田流紋岩類は，
中国山地脊梁部の白亜紀火山岩類（邑智層群，新造寺
山流紋岩類，三国山流紋岩類及び千屋火山岩類など : 
図 2）とも対比されており，山陽地域と脊梁－山陰地
域の白亜紀火山活動の関係を検討する上で，重要な位
置を占める．中国地方中部の白亜紀火山活動を復元す
る上で，吉舎火山岩類及び高田流紋岩類高田ブロック
については，更なる地質学的・年代学的研究の進展が
望まれる．

6．まとめ

　本研究では，中国地方中部に分布する白亜紀火山岩
類である高田流紋岩類から初めて放射年代値を報告
し，高田流紋岩類の活動時期の検討，並びに中国地方
西部の白亜紀火山活動との対比を行った．
　灰ヶ峰層 H4 デイサイト部層の普通角閃石から 94.0
±2.1Ma，黒雲母から 80.3±1.8Ma，斜長石から 78.9±
1.9Ma という K-Ar 年代値を得た．前者は噴出年代を，
後二者は広島花崗岩類の接触変成作用及びその後の変
質作用による若返り年代を示す．
　高田流紋岩類安芸津・仙酔ブロックの活動時期は，
広島花崗岩類の定置－冷却年代（約 90-80Ma）によ
る制約を考慮すると，灰ヶ峰層 H4 デイサイト部層の
噴出年代（約 94±2Ma）に代表される．この活動は，
中国地方西部における周南層群の活動（周南期 : 100-
90Ma）に対比され，従来対比されてきた阿武層群（阿
武期 : 90-80Ma）よりも古い．
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