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学位論文内容の要旨 

 

The present study is mainly composed of (i) Investigation of the geochemical evolution of crustal growth constrained by 

the granitoid rocks using precise zircon U-Pb age data and multi-isotope systematics, together with major-trace element 

systematics is employed to determine the source(s) of granitoid magmas in Central Asian Orogenic Belt, in Mongolia 

and that linked to evaluation of crust in the Phanerozoic eon. This work is the first detail investigation, which 

conducting new precise zircon U-Pb age, and that integrated with a comprehensive geochemical data together with 

multi-isotope systematic data of Sr, Nd, Hf, and Pb for granitoid rocks in Mongolian orogenic belt and the whole of 

Central Asia as well, (ii) Developing precise and accurate analytical method for the granitoid rocks. The thesis is stated 

in four chapters: 

 

Chapter 1: General Introduction 

 

Chapter 2: Zircon U-Pb geochronology of Phanerozoic granitoids from NE to SW Mongolia and its tectonic implication 

to the Central Asian Orogenic Belt.  

 

Chapter 3: Geochemical and multiple Sr-Nd-Pb-Hf radiogenic isotope systematics of Phanerozoic granitoids of Central 

Asian Orogenic Belt in Mongolia: constraints for granitoid origin and its crustal growth”. 

 

Chapter 4: Analytical improvements of geochemical analyses for the granitic rock samples. It is constructed by two 

sections: (1) Precise determination of trace elements in granitic material using ICP-MS and high-precision Sr-Nd and Hf 

isotopic characterization of GSJ granitic reference materials using TIMS and MC-ICP-MS, respectively. (2) 

Determination of boron in silicate material using a PTFE bomb with excellent recovery. 

 



 

論文審査結果の要旨 

 

学位申請者、AMAR-AMGALAN Serjlkhumbe は、中央アジア造山帯モンゴルに分布する深成岩の詳

細な年代測定と高精度マルチ同位体測定を行うことにより、同造山帯における地殻形成プロセスにつ

いて議論した。本研究は上記論文にまとめると共に、平成２０年２月２５日に論文発表会を実施し、

口頭による研究内容の紹介と質疑応答をもとに学位審査を行った。 

顕生代 大の造山帯である中央アジア造山帯に広く分布する高いネオジム同位体組成を示す花崗岩

類を形成するためには、比較的若いマントル由来物質の寄与が必要であるため、これら火成活動の成

因は、顕生代における大陸地殻成長過程を理解する上で も重要な制約を与えると考えられてきた。

申請者は従来の研究では、限られた同位体組成のみでその成因が議論されており、仮定の設定方法に

起因する不確かさが問題となっていることを見極め、この問題に正面から取り組むために、中央アジ

ア造山帯の中心に位置するモンゴル国内から系統的に花崗岩、斑糲岩を採取し、詳細な観察と 先端

の総合地球化学分析（主・微量成分元素およびストロンチウム、ネオジム、ハフニウム、鉛同位体組成

分析、ジルコンU-Pb年代測定）を行った。その結果、同造山帯における顕生代火成活動の成因について

高精度な議論を行う事に成功し、これら深成岩が大陸地殻に付加した島弧地殻や海洋地殻の再溶融に

より形成されたことを明らかにした。本研究で得られた結果が、中央アジア造山帯の形成過程を理解

するだけでなく、全地球規模における大陸地殻の成長モデルに対して重要な制約を与えたことは特筆

すべき点である。申請者は、本研究によって確立された手法をより広範囲な地域に適用することによ

り、本研究で得られたモデルをより精密化する必要性を提示したが、申請者はこれらの研究を発展さ

せ成果をあげる十分な能力を有していると審査委員会において評価した。 

したがって以上の研究成果は、その独自性・先進性により博士学位に十分相当すると認められ、審査

委員会として 終試験を合格とする。




