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北アルプス，笠ヶ岳流紋岩類の Rb-Sr 年代と K-Ar 年代
原山

要旨

智 1）・白波瀬 輝夫 2）

北アルプス南部の笠ヶ岳一帯にはカルデラの下部構造を残した笠ヶ岳コールドロンが存

在し，カルデラ埋積火山岩類とこれを取り巻く環状周縁岩脈から構成される．また東部には後カル
デラ期の奥丸沢花崗岩が貫入している．こうした一連のマグマ活動の期間を決定するために，Rb-Sr
アイソクロン年代と K-Ar 鉱物年代を求めた．層序・貫入関係を考慮すると，カルデラ埋積火山岩
の噴出年代は 68 ～ 65Ma で，環状周縁岩脈の定置年代が 65 ～ 64Ma と推定される．また奥丸沢花
崗岩のアイソクロン年代 53 ～ 49Ma はカルデラ埋積火山岩より 10m.y. 以上若く，定置年代か疑わ
しい．いくつかの試料では内部アイソクロンが全岩アイソクロンよりも古い年代を示した．カルデ
ラ内での熱水循環が全岩オーダーでの同位体再平衡を生じ，再平衡を受けていない試料の内部アイ
ソクロン年代は全岩のそれより古い値を示していると考えられる．Sr 同位体比初生値は 0.711 前後
と中部地方の白亜紀～古第三紀火成岩類の中で最も高い．時代の経過とともに同初生値が上昇する
傾向は，マグマ生成場が時間の経過とともにより Sr 同位体比の高い地殻上方へ移動したためと推
定される．
キーワード : 笠ヶ岳流紋岩類，笠ヶ岳コールドロン，白亜紀後期，
北アルプス，Rb-Sr 年代，K-Ar 年代

1．はじめに

崗岩類のモナズ石・ゼノタイムの CHIME 年代を多数
測定し，西部の岩国・広島地域では 100 ～ 85Ma の 15

西南日本においては白亜紀後期に大規模な珪長質マ

m.y. の期間にマグマ活動が集中することを明らかにし

グマ活動が生じている．西南日本の中央構造線の北側

た．これに対し東部の中部領家では領家変成岩の 100

に隣接する地域（領家帯・山陽帯）でのマグマ活動は，

Ma に始まり，古期領家花崗岩（～ 90Ma），新期領家花

領家変成作用と同時もしくは引き続く比較的深部での

崗岩（85 ～ 70Ma）の活動を経て，さらに土岐－苗木－

花崗岩の貫入・定置に始まり，比較的浅所に定置し地

上松花崗岩のように地表火山岩類に貫入する浅所定置

りょうけ

と

き

なえぎ

あげまつ

表火山岩類と複合体を形成する花崗岩類の活動に推移

花崗岩（70 ～ 65Ma）まで，35m.y. もの長期にわたり

していく共通性が各地で認められる（例えば，領家研

マグマ活動が継続することが明らかにされた．領家帯・

究グループ，1972）．

山陽帯でのマグマ活動は東西で開始時期は変わらない

Suzuki and Adachi（1998）は領家帯の変成岩と花

ものの，東部（中部領家）では西部での活動終了以降
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も続き，さらに約 20m.y. の長期間にわたってマグマ活

そこから復元される活動当時の火山体についてはカル

動が継続したことになる．

デラと呼ぶことにする．また陥没カルデラの形態を規

西南日本の白亜紀後期マグマ活動については高温

定するカルデラ壁やカルデラ床，カルデラ埋積火山岩，

の 海 嶺 斜 め 沈 み 込 み な ど（Nakajima et al.，1990 ;

カルデラ壁崩壊堆積物などの用語はそのまま用いるこ

Kinoshita，1999 など）
，膨大な量のマグマ生産を説明

ととする．

する熱源移動モデルが提案されているが，こうしたモ
デルは花崗岩類の黒雲母 K-Ar 年代など閉鎖温度の低
い年代値の示す西から東に向かう活動時期の若年化傾

2．笠ヶ岳流紋岩類の地質と火山層序

向を前提としており，上述の東方に向かう活動期間の
長期化についての説明はできていない．

2. 1．コールドロン構造と環状周縁岩脈

最近では高温の海嶺沈み込みモデルを検証するため

笠ヶ岳流紋岩類（原山，1990）は，岐阜県下に広く

に未分化珪長質マグマの温度と含水量に着目した研究

分布する白亜紀後期濃飛流紋岩類の北東に離れて位置

が始まっている（Sonehara and Harayama，2007 ; 植

する岩体で，典型的な二重コールドロン（陥没カルデ

木・原山，2012）．濃飛流紋岩に代表されるような多

ラ火山の地下構造）としての分布形態を示す（図 1）．

斑晶質流紋岩マグマは通常の島弧マグマ活動よりも高

岩体はカルデラ埋積火山岩類と環状断層に沿って貫入

温で水に乏しい性質を示すことが明らかになりつつあ

した環状周縁岩脈から構成される．

のうひ

る．こうした高温珪長質マグマ活動の場が海嶺の斜め

濃飛流紋岩が多数の陥没カルデラの集合体であり

沈み込みに伴って時間とともに東へと移動する傾向が

個々の陥没構造を復元するのは困難なのに対し，笠ヶ

示されれば，再度海嶺沈み込みモデルはマグマ生成促

岳流紋岩類は先上部白亜系（ジュラ紀花崗岩類・飛騨

進モデルとして復活するかもしれない．

外縁帯古生層・ジュラ紀美濃帯コンプレックスなど）

こうした白亜紀後期珪長質火山活動の時空変遷を議

ひ

だ

を基盤とし，他のカルデラ火山体とは隔離して形成さ

論する上での重要な基本情報は噴出年代である．しか

れたために，陥没カルデラの下部構造（コールドロン）

しながらこの時期の珪長質火山岩類のほとんどが熱変

を観察するのには適した岩体である．
なかお

成やカルデラ内での熱水循環による変質作用を受けて

最初期の中尾層（K1）が 30°ほど北西傾斜を示すも

おり，従来の年代測定手法では噴出年代を決定するの

のの，ほかのユニット（K2-K4）はほぼ水平の堆積構

は容易ではなかった．西南日本の花崗岩類の定置年代

造を示しており，二次的な構造攪乱を受けていないこ

を決定する上で大きな役割を果たした CHIME 法も，

とも陥没カルデラのカルデラ壁，カルデラ床，環状断

珪長質火山岩には測定に適した高 U，Th 鉱物に乏し

層など下部構造をよく保存している理由である．

く，2 つの測定例（濃飛流紋岩初期溶結凝灰岩の褐廉

二重コールドロンの縁の部分には花崗斑岩類が環状

石とジルコンの CHIME 年代 : 85Ma）を除いて報告は

周縁岩脈として貫入しており，特に外側コールドロン

ない．

と基盤岩の間の環状断層に沿ってはほぼ途切れること

熱変成や熱水変質を受ける機会の多い当時の火山岩

なく花崗斑岩岩脈（幅数 m ～ 700m）を追跡すること

類も，例外的に新鮮未変質な状態を保持した岩石が知

ができる．これに対し内側コールドロンの環状断層に

られており，こうした岩石を対象に年代測定を行う試

沿う岩脈の連続性は悪く，笠ヶ岳の北西尾根にのみま

みを濃飛流紋岩分布域に隣接した笠ヶ岳流紋岩類を対

とまった分布を示す．

かさがたけ

象に行なったので，その結果と解釈について本論文で
報告を行う．

が ま た がわみぎまた

ひだりまた

おくまるさわ

笠ヶ岳東方の蒲田川右俣谷，左俣谷に沿って奥丸沢
花崗岩が笠ヶ岳流紋岩類（K2 と K3）中に貫入してお

なお本論文で用いるカルデラとコールドロンの用語

り，幅数 100m 程度の熱変成作用を与えている．後カ

について以下に述べる．カルデラは火山活動によって

ルデラ期の花崗岩であり，飛騨山脈に広く分布する白

生じた凹地形（径 1km 以上）を示す用語であり，白亜

亜紀末～古第三紀初頭の花崗岩類の一員である．

紀火山岩のように火山地形が残っていないが陥没カル

現在の笠ヶ岳流紋岩類の露出域は，第四紀に活動し

デラの地下構造としての火山性陥没構造が復元される

た槍－穂高カルデラやカルデラ直下に底付けした滝谷

場合にはコールドロンという用語がしばしば用いられ

花崗閃緑岩によって被覆・貫入されて東半部が失われ

る．しかし最近では火山地形の失われた火山性陥没構

た状態にあり，本来は東西 16km，南北 11km の楕円

造体に対してもカルデラと呼ぶことがある（Lipman，

形を成していたと推定される．なお東半部にあった岩

1997 など）．本論文では火山地形の失われた火山性陥

体の一部は槍ヶ岳北方の北鎌尾根に残存している（原

没構造体についてコールドロンと呼ぶことにするが，

山ほか，1991）．また槍－穂高カルデラのカルデラ崩壊

やり

ほたか

たきだに

やりがだけ

きたかま
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笠ヶ岳地域の地質図と試料採取地点．棚瀬ほか（2005）に一部加筆．

堆積物や火砕岩中の角礫や岩片として笠ヶ岳流紋岩類

変化するのが特徴である．またオパサイト化や緑泥石

が含まれており，槍－穂高カルデラの基盤岩として広

化に伴う二次的チタン磁鉄鉱を除くと，初生的なチタ

く分布していたことを示唆している．

ン磁鉄鉱を含まないイルメナイト系珪長質火山岩（原
山，1979）であり，Fe/Mg 比の大きな苦鉄質鉱物の存

2. 2．カルデラ埋積火山岩の層序

在と併せると笠ヶ岳流紋岩類を形成したマグマは還元

笠ヶ岳流紋岩類のカルデラ埋積火山岩の層序関係と
岩相を表１に示した．火山活動期は成層凝灰岩層など
の水底堆積物やカルデラ壁崩壊堆積物などによって 4
かさだに

ユニットに区分され，下位より中尾層（K1），笠谷層
あなげたに

かさがたけさんちょう

的であったと判断される．
2. 3. 1．各ユニットにおける多斑晶質流紋岩と無斑晶
質流紋岩
K1 ユニットは下部の礫岩や砂岩類を除き，多斑晶の

（K2），穴毛谷層（K3），笠ヶ岳山頂溶結凝灰岩層（K4）

流紋岩質溶結凝灰岩（中尾凝灰岩部層）が主体を占め

から構成される．二重のコールドロンとの関係では，

る．熱変成を受けている岩石が多く，噴出年代を測定

外側コールドロン内には K1 と K2 が，内側コールド

する試料としては不向きである．

ロン内には K3 と K4 が露出している．ただし K3 の一

K2 ユニットは最下部の砕屑岩層（表１の槍見凝灰

部は外側コールドロンの地形的高所に限定されて分布

岩部層）を除き全てが無斑晶質流紋岩であり，大部分

が確認され，これは内側コールドロンからのアウトフ

が流紋岩溶岩からなる．厚い溶岩層を二分して間に無

ロー部分に相当している．なお内側コールドロンの地

斑晶質の流紋岩溶結凝灰岩（クリヤ谷溶結凝灰岩部層）

形的低所にあたる笠ヶ岳南東部（穴毛谷下流部）では

が挟在する．

内側コールドロンのカルデラ床として K2 が露出して
いる．

K3 ユニットは中崎凝灰岩部層に始まり，多斑晶質流
紋岩溶結凝灰岩（層厚数 100m）と無斑晶質溶岩・ハイ
アロクラスタイト・凝灰岩層（層厚 5-100m）が繰り

2. 3．カルデラ埋積火山岩，環状周縁岩脈および奥丸
沢花崗岩の記載岩石学的特徴

返し重なる層序を示す．比率的には 2/3 を多斑晶質流
紋岩が占めている．両者が繰り返し重なった堆積構造

笠ヶ岳流紋岩類を構成するユニットは，無斑晶質流

が現在は笠ヶ岳東面の比高 1500m を超える絶壁に露

紋岩と多斑晶質流紋岩の量比がユニットごとに大きく

出しており，堅い溶結凝灰岩が壁を形成し，溶岩・凝
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表 1 笠ヶ岳流紋岩類の層序・岩相一覧表．棚瀬ほか（2005）を一部改変．Rh : 流紋岩，Rd : 流紋デイサイト，Gr :
花崗岩，ss : 砂岩，ms : 泥岩，Qz : 石英，Pl : 斜長石，Af : アルカリ長石，Bt : 黒雲母，Hb : 角閃石，Cpx : 単斜輝石，
Opx : 斜方輝石，Fa : 鉄カンラン石．

しんほたか

灰岩が緩斜面をなしているために，東方の新穂高ロー

下部に出現し，上部でのホルンブレンド＋鉄普通輝石

プウェイ西穂高口駅からは，明瞭な縞模様としてかつ

＋斜方輝石（仮像のみ）の岩相へと変化する様子が観

てのカルデラ埋積火山岩層の断面構造を観察すること

察できる．ここではアルカリ長石も新鮮な状態で残存

ができる．

しており，鏡下ではパーサイト構造を示さず 1 相で光

ぬけど

K4 ユニットは笠ヶ岳と抜戸岳の山頂部に限定され，
現存するカルデラ埋積火山岩層の最上部を構成する．

軸角が小さく，さらに X 線回折の結果もサニディンに
近い構造のアルカリ長石であることを示している．

K3 ユニットとの間には砕屑岩層や北部に限定されて

K3 ユニットの多斑晶質流紋岩溶結凝灰岩には長径

カルデラ壁崩壊角礫岩層を挟む．K4 ユニットは多斑晶

数 cm から 50cm に達するレンズ状に扁平化した巨大

質流紋岩の溶結凝灰岩から構成され，下部から上部に

な軽石起源本質岩片（フィアメ）が多数含まれている．

向かって流紋岩質から流紋デイサイト質への系統的な

斑晶は基質部の構成と変わらないが，本質岩片の石基

組成変化が確認される．

部分には濃淡の縞状構造がしばしば観察され，縞状軽

2. 3. 2．K2 ユニットの無斑晶質流紋岩

石が扁平化したものであると判断される．

K2 ユニットの無斑晶質流紋岩にも 10vol.％以内の

2. 3. 4．K4 ユニットの多斑晶質流紋岩

範囲で斑晶が含まれることがある（表 1）．そのほとん

K4 ユニットは多斑晶質であり，流紋岩から流紋デ

どが斜長石からなり，まれに石英を含む斜長石流紋岩

イサイト質への岩質変化が確認できる．K4 ユニット

であり，アルカリ長石斑晶は確認できない．有色鉱物

の多斑晶質流紋岩の斑晶鉱物は K3 ユニットの多斑晶

として黒雲母が含まれるが，ほぼ例外なくオパサイト

質流紋岩と類似しており，有色鉱物も黒雲母＋ホルン

化や緑泥石への二次変質が生じている．溶岩石基には

ブレンドの組み合わせを示す．上部の多斑晶質流紋デ

流理構造として濃淡の縞模様がしばしば発達する．

イサイトでは含水鉱物が消滅し，斜方輝石（仮像）と

2. 3. 3．K3 ユニットの無斑晶質流紋岩と多斑晶質流紋岩

鉄普通輝石の組み合わせを示す．K4 ユニットにも長

K3 ユニットの無斑晶質流紋岩は K2 ユニットのそれ
と類似している．
K3 ユニットの多斑晶質流紋岩は石英・アルカリ長
石・斜長石斑晶に富み（表 1），有色鉱物として Fe に
富む黒雲母とホルンブレンドのほか，斜方輝石（仮像）

径 20cm を超える巨大本質岩片が含まれているが，大
型の本質岩片は流紋デイサイト組成を示し，小型で扁
平度の大きい本質岩片は流紋岩組成を示す．
2. 3. 5．環状周縁岩脈
環状周縁岩脈の大部分は斑状組織の明瞭な花崗斑岩

を含む．アウトフロー部にあたる抜戸岳北方では新鮮

からなり，最大径 3cm に達する粗粒斑晶が様々な粒度

で，鉄カンラン石＋黒雲母の組み合わせを示す岩相が

の石基中に多数含まれ，K3，K4 の多斑晶質流紋岩と

北アルプス，笠ヶ岳流紋岩類の Rb-Sr 年代と K-Ar 年代
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共通した斑晶量を示す．外側コールドロンの南－西－

より石基の濃淡による帯磁率のわずかな差を利用して

北を取り囲む環状周縁岩脈は石基が細粒緻密で斑晶と

分離した．アルカリ長石と斜長石は整粒試料をアイソ

の粒度差が大きい．斑晶はアルカリ長石，石英，斜長

ダイナミックセパレーターで帯磁率の小さい部分を選

石からなり，少量の有色鉱物として斜方輝石（仮像），

別し，これを比重調整した重液（ブロモフォルム）を

普通輝石，黒雲母を含む．岩体の南東部では岩脈の幅

用いて分離した．なお斜長石固溶体のうち An30-50 の組

が最大 700m に達し，石基が粗粒化して斑状花崗岩か

成のものは流紋岩質岩石によく含まれ，石英との比重

ら斑状花崗閃緑岩の岩相を示す．しばしば新鮮な黒雲

差が小さいために両者の分離は困難である．こうした

母とホルンブレンドを含み，少量の暗色包有岩が見出

場合には，石英と斜長石の混合物を分析試料とした．

される．

黒雲母は整粒試料からペーパータッピングにより濃集

2. 3. 6．奥丸沢花崗岩

すいえんだに

し，エチルアルコールを入れたメノウ乳鉢中で圧砕す

左俣谷上流の水鉛谷などでは主体は中粒黒雲母花崗

ることで緑泥石化した部分を出来るだけ除去した．こ

岩であるが，右俣谷下流部では斑状組織を示す白雲母

の後ふるい分けにより相対的に粗粒部分を選別し，さ

黒雲母花崗岩もしくは花崗斑岩からなり，ごく少量の

らにアイソダイナミックセパレーターにより石英・長

暗色包有岩を含む．

石・アパタイトなどの磁性の弱い粒子を除去した．ホル
ンブレンドは整粒試料を用いてアイソダイナミックセ
パレーターにより有色鉱物を濃集し，ペーパータッピ

3．年代測定試料

ングやエチルアルコール中で再粉砕し粗粒部をふるい
分けることで雲母類をできるだけ除去し，最終的に比

図 1 に測定試料の採取地点および地点番号を示す．

重調整した重液（ヨウ化メチレン）により選別を行っ

笠ヶ岳コールドロン埋積火山岩の K1 ユニットを除く

て分析試料とした．分離鉱物は Ar 分析では粒子状態

K2，K3，K4 から鏡下での観察をもとにできるだけ新

のままで分析を行い，それ以外はメノウ乳鉢により微

鮮な溶岩 5 試料，溶結凝灰岩 8 試料および本質岩片 2

細粉末化して分析試料とした．

試料を採取した．同様に最も新鮮と判断された試料と
して環状周縁岩脈から花崗斑岩 1 試料，斑状花崗岩 1

4. 2．Rb-Sr 法

試料および暗色包有岩 1 試料，奥丸沢花崗岩から岩相

分析は 1983 年から 1985 年にかけて行われ，基本的

の異なる 3 試料と暗色包有岩 1 試料を採取した．K2 ユ

に白波瀬（2005）の手法に従った．全岩試料の Rb・Sr

ニットの試料（No. 13 : 77.916-4）には流理構造を示す

の定量については旧地質調査所の波長分散型蛍光 X 線

ものがあり，濃淡の縞模様が顕著である．また K3 ユ

分析装置（XRF）で粉末試料を用いて行った．一部試

ニット中の長径 30cm の大型本質岩片（No. 5 : Ⅲe）の

料については同じく旧地質調査所の固体用質量分析計

石基にも濃淡の縞模様が発達しており，縞状軽石起源

VG-Micromass 54E 装置を用いて同位体希釈法（ID）

であると判断される．

により Rb・Sr の定量を再度行いクロスチェックした．
XRF の Rb・Sr の定量誤差は 2％であり，Rb/Sr 比と
しては 5％の誤差を見込んだ．ID による Rb/Sr 比の

4．年代測定

誤差は 3％を見込んでいる．分離鉱物は全て ID により
Rb・Sr の定量を行い，Sr 同位体比の測定値を算入し

4. 1．試料調整

て 87Rb/86Sr 比を求めた．

全岩試料については 2kg 以上の岩石をジョークラッ

Sr 同位体比の測定は旧地質調査所の上記装置を用

シャー，メノウ製モルターグラインダー，石川式メノ

いて行い，試料測定の間に標準試料 Eimer & Amend

ウ乳鉢を用いて粉砕・縮分を繰り返し約 5g の粉末試

を測定して Sr 同位体比の補正を行った．標準試料の繰

料を用意した．K-Ar 年代と Rb-Sr 年代測定に用いた

り返し測定による Sr 同位体比の測定誤差は 0.015％で

鉱物試料は，ジョークラッシャーで粉砕・縮分した試

ある．分離鉱物など ID により Sr スパイクを加えた状

料の一部を用いて 60-80 メッシュ（250-180 ミクロン）

態で Sr 同位体比を測定後，スパイクの同位体比と注入

もしくは 80-120 メッシュ（180-125 ミクロン）にふる

量により補正を加えて算出した Sr 同位体比（spiked）

い分け整粒し，超音波洗浄を繰り返した後乾燥し，以

を，スパイクを加えない状態（unspiked）での Sr 同

下の手順で分離を行った．石基試料は濃淡の縞模様を

位体比と比べると，両者の差はおおむね 0.02% の範囲

示す流紋岩溶岩（No. 13）と本質岩片（No. 5）を対象

内にあるが，No. 20（奥丸沢花崗岩）の斜長石・アル

とし，整粒試料をアイソダイナミックセパレーターに

カリ長石では測定誤差を超える 0.04 ～ 0.13% の差があ
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る（表 2）．両方法により Sr 同位体比が求められてい

比，87Sr/86Sr 比の測定結果を，図 2 にアイソクロンを

る場合には，基本的にアイソクロン算出にはスパイク

年代値，87Sr/86Sr 初生値（I0），MSWD（Mean Square

を加えない状態での Sr 同位体比を採用した．

Weighted Deviation）とともに示す．

4. 3．K-Ar 法

し（図 2（a）），試料 No. 13 の内部アイソクロン年代は

K2 では全岩アイソクロン年代が 64.2±4.55Ma を示
笠ヶ岳流紋岩類のうち，K3 の溶結凝灰岩（No. 22）
中のアルカリ長石，K4 の溶結凝灰岩（No. 4）中のア

59.92±0.51Ma を示した（図 2（b））．有意の差で内部
アイソクロンが若い年代値を示している．

ルカリ長石とホルンブレンド，環状周縁岩脈の斑状花

K3 では本質岩片（No. 10）の測定値は MSWD が 13.6

崗岩（No. 1）中のホルンブレンドを鉱物分離し，テレ

とばらつきが大きく，内部アイソクロンを形成しない．

ダインアイソトープ㈱と岡山理科大学蒜山研究所に依

特に大きく外れるアルカリ長石を除いた測定値では，

頼して，年代測定を行った．測定は前者が 1988 年，後

60.13±5.94Ma で MSWD＝0.73 と小さい内部アイソク

者は 1990 年に行われた．岡山理科大学蒜山研究所での

ロンが得られた（図 2（c））．試料 No. 9 では 68.90±

年代測定法は，Itaya et al.（1991）により報告されて

9.62Ma で MSWD＝2.55 の内部アイソクロンを形成す
る（図 2（d））．K3 全体では，本質岩片（No. 10）の

いる .

87

Sr/86Sr 比が低く，全岩アイソクロンを形成しない．
K4 では試料 No. 4 が 68.76±2.65Ma で MSWD＝0.08

5．年代測定結果

とばらつきの少ない内部アイソクロンが得られた（図
2（e））．これに対し K4 全体（No. 7 を除く）の全岩ア

5. 1．Rb-Sr アイソクロン年代
表 2 に測定試料のユニット，Rb・Sr 含有量，87Rb/86Sr

表2

イソクロンは 54.22±6.25Ma，MSWD＝0.03 とばらつ
きは小さいものの，試料 No. 4 の内部アイソクロンよ

笠ヶ岳流紋岩類，環状周縁岩脈および奥丸沢花崗岩の Rb-Sr 同位体測定結果．

北アルプス，笠ヶ岳流紋岩類の Rb-Sr 年代と K-Ar 年代
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図 2 笠ヶ岳流紋岩類，環状周縁岩脈および奥丸沢花崗岩の Rb-Sr アイソクロン．（a）-（b）: 笠ヶ岳流紋岩類 K2，
（c）-（d）: 笠ヶ
岳流紋岩類 K3，（e）-（f）: 笠ヶ岳流紋岩類 K4，（g）-（i）: 環状周縁岩脈，（j）-（k）: 奥丸沢花崗岩．WR ; 全岩，Qz : 石英，Af :
アルカリ長石，Pl : 斜長石，Bt : 黒雲母，Gml : 優黒質石基，Gmm : 優白質石基，Enclave : 暗色包有岩，Fiamme : 本質岩片，
Rh : 流紋岩，Rd : 流紋デイサイト，Wt : 溶結凝灰岩，Lv : 溶岩，Gp : 花崗斑岩，PGr : 斑状花崗岩，Gr : 花崗岩．白丸はアイソ
クロン計算に用いた測定値，黒丸は計算から除いた測定値．
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図 2（つづき） 笠ヶ岳流紋岩類，環状周縁岩脈および奥丸沢花崗岩の Rb-Sr アイソクロン．

北アルプス，笠ヶ岳流紋岩類の Rb-Sr 年代と K-Ar 年代

りも有意に若い年代値を示す（図 2（f））．
環状周縁岩脈のうち花崗斑岩（試料 No. 3）は 57.02±
0.06Ma，MSWD＝0.00 の内部アイソクロンを示す（図

25

長石 K-Ar 年代（56.3±2.8Ma）は No. 10 のアイソク
ロン年代値（60.13±5.94Ma）と誤差の範囲で重なる結
果となった．

2（g））．斑状花崗岩（No. 1）は黒雲母を除くと 65.31

環状周縁岩脈の斑状花崗岩のホルンブレンド K-Ar

±2.11Ma，MSWD＝0.06 のばらつきの少ない鉱物アイ

年代 63.4±1.4Ma は，No. 1 試料の黒雲母を除く内部ア

ソクロンを形成する（図 2（h））が，黒雲母（Bt-3）

イソクロン年代 65.31±2.11Ma と誤差の範囲が重なる

と全岩・斜長石・アルカリ長石のアイソクロンは 75.09

年代値を示す．

±6.86Ma，MSWD＝2.74 の有意に古い鉱物アイソクロ
ン年代を示す（図 2（i））．
奥丸沢花崗岩では，試料 No. 21 の中粒黒雲母花崗岩

6．笠ヶ岳流紋岩類の活動年代と Sr 同位体比初生値

が黒雲母－全岩年代が 15Ma 前後の若い年代値を示す
のに対し，全岩－斜長石－アルカリ長石のアイソクロ
ンは 52.53±4.76Ma，MSWD＝2.00 を示し（図 2（j）），

6. 1．笠ヶ岳流紋岩類の活動年代
今回年代測定を行った試料は，この時代の火山岩と

全岩 3 試料では 48.98±0.76Ma，MSWD＝0.05 と内部

しては記載岩石学的にはほぼ新鮮な状態にあるが，火

アイソクロン年代より若くばらつきの少ない全岩アイ

山岩の単純で急速な冷却で期待される同一ユニット間

ソクロンが得られた（図 2（k））．

での一致した年代や，異なる測定手法による年代の一
致などの結果は得られなかった（図 3）．おそらくこう

5. 2．K-Ar 鉱物年代

した結果は噴火活動に引き続く貫入岩類の定置による

表 3 に測定試料のユニット，岩質，分析対象鉱物，
K 分析値，Ar 同位体測定値，大気混入率を示した．
試料 No. 4（K4）ではアルカリ長石が 64.6±3.2Ma，

複雑な熱史やコールドロン内での熱水循環が様々な程
度に関与しているためと推定される．今回の試料でも
K2 の全岩アイソクロン年代から大きく外れる試料 No.

ホルンブレンドが 59.1±1.4Ma と誤差を超えた有意の

16 はコールドロンの内部に位置している（図 1）．ま

差を示した．試料 No. 22（K3）のアルカリ長石は 56.3

た K3 でも本質岩片（試料 No. 10）はコールドロン内

±2.8Ma を示し，試料 No. 1 の斑状花崗岩のホルンブレ

部に位置し，より古い年代を示す試料 No. 9 はジュラ

ンドでは 63.4±1.4Ma を示した．これらは層序関係と

紀花崗岩基盤の上に不整合に重なるアウトフロー部分

の対応はなく，また Rb-Sr アイソクロン年代との関係

に当たっている（図 1）．アウトフロー部分では熱水循

では，K4 試料のアルカリ長石年代では内部アイソクロ

環システムが成立しなかったか微弱であったと推定さ

ン年代の方がやや古いものの誤差の範囲は重なる（図

れる．

3）．K3 では No. 9 試料の内部アイソクロン年代（68.90

有意に若い値を示すアイソクロン年代や K-Ar 年代

±9.62Ma）の方が古く，試料 No. 22（K3）のアルカリ

が熱水循環など噴出・堆積以降に継続した作用の影響

表3

Analist

笠ヶ岳流紋岩類および環状周縁岩脈の K-Ar 年代測定結果．

1）Teledyne isotopes（1988 analysis）
2）Hiruzen Research Institute, Okayama University of Science
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とみなすと，相対的に古い値を示す K2 の全岩アイソ

火山岩類の場合，先に述べた熱水循環の作用の有無や

クロン年代 64.2±4.6Ma，K3 の内部アイソクロン年代

強弱が全岩オーダーでの Rb・Sr の同位体再平衡を引

68.9±9.6Ma，K4（No. 4）の内部アイソクロン年代 68.8

き起こして，全岩アイソクロンから外れたり，若いア

±2.7Ma，K4 のアルカリ長石 K-Ar 年代 64.6±3.2Ma，

イソクロン上に並ぶことが生じたと推定される．

環状周縁岩脈（斑状花崗岩）の内部アイソクロン年代

これに対し熱水循環の影響が無いもしくは弱かった

65.3±2.1Ma，ホルンブレンド K-Ar 年代 63.4±1.4Ma

試料の内部アイソクロン年代は，全岩アイソクロンよ

が最も噴出年代に近いと判断される．層序関係と貫入

りも古く噴出年代に近い値を示していると考えられ

関係を考慮すると笠ヶ岳コールドロンを埋積する火山

る．

岩は 68-65Ma に噴出し , 環状周縁岩脈が 65-64Ma に
定置したと推定される．環状周縁岩脈の黒雲母－全岩
アイソクロン年代 75.1±6.3Ma は誤差の範囲を超えて
有意に古い値であり，この結果についての解釈は困難

6. 3．中部地方の白亜紀後期珪長質火山岩の Sr 初生値
と年代の関係
白波瀬（2005）が指摘した濃飛流紋岩および関連火
成岩類の年代と Sr 同位体比初生値の関係を今回の測

である．
奥丸沢花崗岩の内部アイソクロン年代 52.5±4.8Ma

定値にも適用し，以下で議論する．図 4 に年代と Sr

と全岩アイソクロン年代 49.0±0.8Ma は比較的近い年

同位体比初生値の関係を示した．この図には白波瀬

代値を示すが，後カルデラ期の貫入岩体としてはカル

（2005）による濃飛流紋岩などの年代と Sr 同位体比初

デラ埋積火山岩より 10m.y. 以上若いこと，また飛騨山

生値の結果も併せて示した．白波瀬（2005）が示した

脈に広く分布する有明花崗岩など白亜紀後期から古第

時代の経過とともに Sr 同位体比初生値が上昇する傾

三紀初頭の花崗岩の多くが 60Ma 位までに貫入定置し

向は今回の測定値にも当てはまり，濃飛流紋岩の Sr 同

ているので，これよりも 10m.y. ほど若い年代値が貫入

位体比初生値上昇傾向が笠ヶ岳流紋岩類にも引き継が

定置年代を示しているのか疑わしい．

れ，笠ヶ岳流紋岩類の Sr 同位体比初生値は 0.711 に近

ありあけ

接するか超える範囲にあることを今回の結果は示して
6. 2．全岩アイソクロンと内部アイソクロン

いる．これは中部地方の白亜紀～古第三紀火成岩類の

笠ヶ岳コールドロンを埋積する火山岩類についての

中では最も高い初生値領域にあたる．こうした傾向は

Rb-Sr 年代は，同一ユニットの試料を比較したとき，

既に白波瀬（2005）で指摘されているように，マグマ

全岩アイソクロン年代が内部アイソクロンよりも古い

発生場がより Sr 同位体比の高い領域に移動した結果

こともあるし，若い値を示すこともある（図 2 および

を示しており，おそらく下部地殻の上部へと次第に発

図 3）．一般的には全岩アイソクロンの方が古いケース

生場が上昇したと推定される．

が多いとされるが（兼岡，1998 など），カルデラ埋積

図 3 笠ヶ岳流紋岩類，環状周縁岩脈および奥丸沢花崗岩の
年代値の比較．横棒は年代値の誤差を示す．岩相の略号は図
2 と同じ．

図 4 中部地方の白亜紀〜古第三紀火成岩類の年代と Sr 同位
体比初生値の関係．濃飛流紋岩および関連花崗岩類，先濃飛
花崗岩類のデータは白波瀬（2005）を引用．IR : Sr 同位体
初生値．
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