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比を測定することによって，その生成年代を推算しよう

とする試みは，諸外国ではすでにはやくから始められて

小る。本邦の岩石についても，最近になってようやくい

くつかの測定結果が発表されるようになってきた。地質

調査所においても，この方法を実施する体制が次第に整

いつつあり，すでにその一部を報告したがゆ，今後さら

・に，本邦の主要な花闘岩・変成岩の生成年代を順次明ら

かにして行く予定である。

　今回の試料のうち，S1は地質調査所五十嵐俊雄・坂

巻幸雄の提供によるものであるが，他はすべて山田・河

田・村山・片田が採取した。．岩石から黒雲毎を分離する

作業を；は，この4名のほかに，地質調査所高橋清r倉沢

一・伊藤司郎が加わった。カリウムとアルゴンの分析は

柴田・Millerによって，また結果の検討は山田・河田

・村山’9片田によってなされた。

　試料を提供していただいた五十嵐俊雄・坂巻幸雄両技

官，そして黒雲母の大量分離という困難な作業にあたっ

ていただいた高橋清・倉沢一・伊藤司郎の各技官に深謝

の意を表する。

2．地質の概要

　今回測定した試料は，領家変成帯に分布する伊奈川花

樹岩6コと，その近傍に分布する苗木花歯岩3コとであ

り，その採取地域をFig，1に示した。

　伊奈川花闘岩2）4）は，，長野県西筑摩郡大桑村伊奈川流

域（木曽川の支流）を模式地として命名された花歯岩

で，中部地方の領家変成帯のうちでも比較的外縁部に近1

い部分（北西部）に底盤状に位置している。この花醐岩

は，縞状片麻岩帯から比較的変成度の低い部分にまでま

たがって分布しており，それらの変成岩に対して普通貫

入関係にあるが，しかし，それらにPolymetamorphism
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を与えた形跡は認められない。岩石は，普通，粗粒の角

閃石黒雲母花嶺岩ないし角閃石黒雲母花嵐閃緑岩てSiO2

％＝66・》751平均は約71％）であり，多くの地域でし

ばしば弱い片状構造をもっている。

　なお，領家変成帯の花歯岩については，すでに，愛知

県段戸山地方（Fig．1，①）および長野県高遠町付近

　（Fig．1，②）において，いずれも約1億年（ほぼ白璽

紀中期）という生成年代が算出され1）3）8）9），また，山口

県柳井地方（Fig。1，③）において約、8，000万年（ほぼ

白要紀後期）と算出されているゆ。これらの花歯岩は，

今回の伊奈川花闘岩とはやや異なり，領家変成帯のうぢ

でも比較的中軸一高変成度の部分を占めるものである。．

　苗木花闘岩2）6）11）は，岐阜県中津川市苗木地区を模式

地として命名されている。この花闘岩は，中部地方の領

家変成帯の北西側に分布する，典型的な浅所貫入の花歯

岩であり，従来から“白璽紀花闘岩”として領家帯の花

闘岩とははっきり区別されてきたものである。岩石は，

細粒ないし粗粒の，黒雲母花闘岩（SiO2％；70～78，平

均は約74％）が主体であって・このなかには・稀元素

鉱物をふくむ晶洞状ゐペグマタイトの産出がまれでな

い。なお，苗木花闘岩については，ウランー鉛法（苗木

，石）によって約6，000万年7），　トリウムー鉛法（モナ

ズ石）によって約5，000万年5）という年代が報告され

たことがある。

　ここで，伊奈川花闘岩と苗木花闘岩との関係について

のべてみよ，う。そのためには，濃飛流紋岩類についてふ

れなければならない。濃飛流紋岩類6）は，流紋岩熔結凝

灰岩を主体とする酸性火山岩の厚層であって，・おもに領

家変成帯よりも北西方の地域に，古生層を基盤として広

大な分布をしめす。この流紋岩類の南端部は，領家変成

帯の岩石とも接しているが，ここでも，流紋岩類が基底

礫岩層（阿寺層）を伴なって領家変成岩類や伊奈川花闘，

岩を不整合に覆うものと考えられている2）。一方，この

流紋岩類は，各所で苗木花腐岩の貫入をうけ，それによ

る明瞭な接触変成作用を蒙っている。つまり，これら両

花闘岩の生成時期の間には，伊奈川花闘岩の隆起一削剥

一流紋岩類の活動，という，地質学的にみて大きなギャ

ップがあると考えざるをえないのである。

3．測定試料の記載

（1）　俸奈川花歯岩およびその類似岩

K』K66　岩石名＝粗粒角閃石黒雲母花闘岩

　　　　産　地：長野県下伊那郡阿智村（旧智里村）

　　　　　　　園原
　　　　産状：伊奈川花歯岩の一部，領家変成岩

　　　　　　　　（片状ホルンフェルス）の捕獲岩
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