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はじめに

した（図1）．一般に天草地域の陶石脈は，周囲

陶石は一般に流紋岩の貫入後，流紋岩自身が熱

の白亜紀堆積岩の堆積構造（層理面）を垂直に切

水変質を受けて形成した石英，セリサイト，カオ

るように産するが，この五層採掘場では脈幅（厚

リンなどからなる白色硬質の岩石で，古くから陶

さ）約10ｍの陶石脈が層理面に対して調和的

器や碍子などの窯業原料として利用されてきた．
熊本県天草下島の北西部に位置する天草陶石鉱
床は国内では最大規模で，白亜紀の堆積岩類（姫
浦層群）を貫く幅数ｍ〜十数ｍ，最大延長約
４kmにおよぶ流紋岩脈が，その後の熱水変質を
受けて形成された．陶石脈は大きく3つに分けら
れ，NNE-SSW方向の海岸脈および村山脈，NWSE方向の皿山脈からなる．
陶石化に関連した変質作用や，陶石中の石英や
セリサイトの鉱物学的性質についてはいくつかの
研究が報告されている（例えば富樫，1975；中
川，1988；Nakagawa and Matsuura,
1994）．また陶石や陶石を切るセリサイト脈の

図1
天草陶石，五層採掘場．層理面に対し平行に産
する陶石脈と試料採取地点（堆積岩）

全岩K-Ar年代についても報告がある（例えば柴
田・富樫，1975；濱崎，1996）．天草下島全体
で見ると流紋岩の活動とそれに続く変質作用は
13〜17Maと数Maの時代幅があることから年代
論について研究の余地が残されている．
天草陶石に含まれるジルコンはU濃度，FT密度
が著しく高いためエッチングを進めることができ
ず年代を測定することができなかった．そこで
今回，陶石脈に接する堆積岩からジルコンを取り
出しフィッション・トラック法による年代測定を
試みたので報告する．堆積岩から取り出された
ジルコン中のフィッション・トラック（FT）が
陶石の原岩である流紋岩の貫入時の熱により十
分なアニーリング（焼きなまし）を受けていれ
ば，流紋岩の活動時期を知ることができると考
えた．
試料

試料は天草陶石，村山脈の五層採掘場から採取

図2
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陶石脈と接する堆積岩の薄片写真．

（平行）に産する．試料は陶石脈の上面と接す
る堆積岩から採取した．GS-eは陶石脈の上面か
ら3cm以内で明瞭な褐色の焼けの見られる硬質
な砂質岩である．鏡下では褐色〜赤色の鉄酸化
物が粒間を埋め，斜長石片および基質部がシリ
カに交代しており，まれにセリサイトを含む．
GSOK-11は陶石脈上面から5cm以内の明瞭な焼
けをともなわない黒色粘土質の試料である．鏡
下では鉄酸化物の量は少なく，基質はシリカに
交代しているが，斜長石は残存している．変質の
程度はGS-eに比べると低い．

図3
比重分離によって堆積岩から取り出された重鉱物
粒子（GSOK-11）

フィッション・トラック年代測定

実験は大平・永井（2004）および大平・秩父

盆地団体研究グループ（2011）に従った．
比重分離によって得られた重鉱物粒子を図3
に，エッチング後の典型的なジルコンを図4に示
した．ジルコンの多くは淡紅色で，自形柱状の粒
子，円磨され丸みを帯びた粒子，あるいは破片
状まで幅広い形状を呈する（図3）．わずかに含
まれる円磨度の高いジルコンは淡紫色を呈する．
これらのジルコンから比較的自形に近い粒子を優
先的に取り出し実験に供した．ジルコンの多くは
累帯構造や著しいメタミクト化の影響でエッチン
グ後の結晶状態が良好ではなく，FTの認識が困
難なため年代測定には適さない．しかしFTの計
測が可能な粒子もわずかに含まれた．

図4 エッチング後の典型的なジルコン粒子．ジルコン
が清浄で一見して通常のFTの長さを示す粒子（a）
と，熱によるFTのアニーリング（リセット）が不十分
なため短いFTや点状のFTが比較的多く存在する粒子
（b）．

図4に示すようにエッチング後の結晶表面が比
較的清浄なジルコンには，個々のFTの長さが短
いものから長いものまで比較的均質に分布する
粒子（図4（a））から，点状あるいは短いFTが
比較的多く存在する粒子（図4（b））がある．
前者は流紋岩貫入時の熱によりジルコン中のFT

98Maと29.3Maを示す粒子は鏡下で一見してジ

が十分なアニーリング（焼きなまし）を受けFT

ルコン上に短いFTが多いことがわかった（図

年代がリセットした粒子と考えられる．後者は

4（b））．なおこれら年代測定から除外された

FTのアニーリングが不十分であったため，短い

粒子は年代ヒストグラムで灰色のコラムで示され

FTが残存しているものと考えられる．

る（図5（c））．

年代測定結果を表1に，粒子年代プロットを図

GSOK-11は清浄なジルコンが少なく20粒子し

5に示した．年代計算および粒子プロットの作成

か計測されなかった．全ての粒子を用いて計算し

にはTrackkeyプログラム（Dunkle, 2002）を使

た見掛け年代は29.7Maであり，確率密度分布は

用した．

バイモーダルな曲線を示す（図5（c））．GS-e

GS-eは当初34粒子を計測したがカイ二乗確率

と同様の基準でカイ二乗確率が5％を越えるまで

は0.0％であり，年代粒子群がポアソン分布を示

粒子を除去し，残りの12粒子から計算されたカ

さず異質粒子の混在を示す結果となった．カイ

イ二乗年代は17.0 1.5Maである．総自発FT数が

二乗確率が5％を越えるまで（ポアソン分布を示

178と少ないため誤差が大きい．除去された8粒

すまで）古い粒子を除去するとカイ二乗年代と

子の見掛け年代は35Ma〜70Maであり（図

して 1 4 . 2 M a が 得 ら れ た ． 除 去 さ れ た 粒 子 は

5（c）），前項で述べたように鏡下で一見して

98Ma，28.7Maおよび29.3Maを示し，このうち

自発FTの長さが短い印象を受ける．
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図5 粒子年代プロット．（a）自発(RhoS)―誘発(RhoI)FT密度相関，（b）ラディアル
FT
プロット，（c）年代ヒストグラム．年代ヒストグラムでは，年代計算に使用された粒
子のみの確率密度分布曲線と，全粒子を用いた場合の曲線を示している．グレーのコ
1.5Ma ラムは除去された粒子（ポアソン分布を示す母集団から外れる粒子でFTの熱リセット
FT
178
FT
が不完全な粒子）
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FT
して砕屑ジルコンを除去する手法の一つであるカ

FT
流紋岩脈（陶石脈）と接する白亜紀堆積岩のジ
ルコンのFTが流紋岩貫入時の熱によりリセット
していることを期待したが，陶石脈から3〜5cm
の範囲においてFT年代がリセットしているジル
コン粒子はわずかであった．得られたデータに対

イ二乗年代を適用してFT年代を求めた結果，重
み平均年代として14.8 0.6Maが得られた．誤差
FT
は大きいものの概ね流紋岩脈の貫入時期を示して
14.8 0.6Ma
いると解釈される．
年代計算から除外されたジルコン粒子は，ジル
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