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～
・
餐
ジ

くi灘構“鐸簿の畔驚慮属う詳　嬢

ミぜ・て護、蓬し，噸いるのが認められるp

　大 刊難騰の火／。1而湘警（駅旛蜘竃薫）の講1繊「でぱ，中継1き鰐弩．1レ、1。曜ジ．ノ＼露難i輪

璽が区甥され，る。中新媛超．1…噴i、購翻塑瞬驕は，熱水鞍　窯㌧　冒絹鎚　懇》“　榔く　霧し，

　さらに、襟藷熱．論（講瞭燐警撫1感論慕）　し，多妻　）張力群三擾乱（t　・感s雛最き灘鷺のでご1　されている暮，、，，ll

新世火出輪纒鱗．頚1は，著しい鑛斜不　癒も鴫）てその一にのり，弱い．滅1乍瑚を僑豹，一般

には，憩酬欝。醗、震傾斜をなす燈第隣1業物は》水平か，あるい糠騨◎i醗1．麺沖£部か1も）

低痩の傾ぎを示す暮

　　申新世火1、11膿i、購輪廻は，火1、賊藥源1成晦で代表され，その総、成は／難で漁1鋒から流郭客貰葵

灘㎜畷夢にわたり，　箋入石英閃，欝疑，および鉱脈類紹蓋経樽購

　　詳し．く区瑚さ才達、ていない火1．i．1源生成吻一…覇．成は雑多臨撫　は，K顯撮齋、継翫哩、、野

取群哩島に広題鵬に分布1．／てい駕こ綱　1成物は“、、爵螺聴痴捗鰭山，密静流屡轡、1難整安山齢｝3

．／；びその灰，、ぞ 灘賛代、蔓、茎れ，，しば／が、／．ごプ欝ピ伽ギト化例・艶蒙づ惣凝“l！、蹟㎜，萎緯．疑1蔓の

　　　黙獄，／ノばUボ櫨しく乱ω1蜘麟）瞭れ，変質している、，轡r繍，石蹄　焦蚊、貫

多数の註潮（卿韓象髪置齋蜘魎麟t追・　　　．トま、｝脈で欝瞬ぽいそ磐さらに二の鰍／

は，成鯵ミ晦こは，花翻、聖、叡類とお融涙関幽、娃憾・－北考嚢．られ翻沈物鉱床が賦存してい撮）

π《灘。繋）
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ので，離わめて注灘にあたいする．轡層の厚さは，数鐙○鐙を趨えない．その生成年代について

は，北部蕪本に法く分；濡する“緑色凝避暑勢層に類似しているので，かりに巾新批に芽、れ、註〉れて

い鳥鳶

　P鍵鋤灘嶽鋤島・モ丁臓茎睦、評K聴総媛ご灘い簿iられている聡英閃緑轡の貫入岩脈は，小地域を占

・めている、石英閃糠岩は，汚染され，畏石は曹長、石化作用を蒙り，、！，鮒色鉱物類は，緑溌石で鶴き

治裕乏らオ㌻哩ごも・るの　／も1，講麟三撃．茎・，鷺蕪c罫o一＆鞍髄撫鋭）、よ沙敦窟購．磁豊力§／　ズし｝・ズ響曇嚢叢して知・るグ嘱裳翌　｛ニグ）ま霧拝本

麟灘、所（／雀y罫》o麟y灘ξの1繊源であるこ，とを物誉，畢っている導聡英閃繕岩の生廻覧牟代は，申新世後期に

y撫り1ごお萩．）コ／便』ぐレ・る⇔

　大予、1、ジ列、難、ンの中1鮒瑚紺タミ、欝、省系列は，酸性，∫緯性岩石類轡脈，石難硫イヒ物動館畏で代表され

る導　プ篇ピライト化／懸／幅藝蓼っノ姪1驚♪　轡峯舞藷舞1鳶．聴｝尋融，tごヂ眉隠i芙譲ぎi．1．爵勢ぴ）含馨季鎌／裟，　欝翌熟sd｛）v　麟絃患

、穫）Kも雛麟曳封島）北茜岸で雛i察されるΦこの嚢脈は，時代的には，着饗閑緑欝∫蒐に一一一鵡致してい

る、，こ鐙）轡脈の灘さは（）．§卿鶯撒である。磨脈は，石英閃緑轡塊を窮ってい欝ので，それよ1り新

／ノ』・ものであ螺）が，、もる場奮涛こ韓1夢ジ難歩懲矯講繍織．讐嚢1．1．i醗素沁．蒙び安郵1．i磐爆奪玄武嬉｝肇撮戴系器1樋の萱蕪黄よ

撫｝露いごとがあイ甑）鞭螺繍雛脈難、1は，麟威）て庶鵡鰯に分布し，その幅は，きわめて．様で数

鷺墾迄治箋ら，　慧ヲ3黛曳　ま甘3藩ツ）な　呼蓼誇罰翌妻糞曇ガく軸傑護拶璽屡驚／．窯ダ1ザ導メ呼漿／）プ）毒封1＝筆1誓こヲ吾タ＿野るξ流イヒ隼勢鐙渥謝三箋

難姫i蝦華よ宰　擦、妻鋳をナ．．紙替　／、霞1、瀬鍵勺／こそまマ嚢1，峯蓑舞飛、書　　製籔グ）ξジkと1慧．／惣’擁三を魔》っ〆ぐ㌧・羅）　（ビ総く寺こ墨く敏雛数Sを盛聞

、愚の1二）藏雛磁戦，V誼！磁量達顯越（）ε，鋸磯iK翫麟謹ll床があげられる。＞。ご、の種の瑠撫よ銅糖鉛・

P…翻　　鋭魯麟鰻llヒ賛馨ノ響窪を　、弓ぐレ・。玉〉。Av融ry灘賀）vlこ、よ才劣／ズ，　“響勿としwご／ま多　葉萄蓑羨蕪広轡！、灘至蕪黍藷欧齢

　“　1塒黄鋼鉱輌騰，叡鍵藩．1浄騨　、適麟テ．ル。篭鐘・金動鐵然金聾燕綱鉱轡懸翌銅鉱が／、1．i、Llする。鉱脈中

、こは石．簿、），！外鉱，　琴，欝軸1萄／土噺菱鉄鯨を！財　ン瀞母唐の変質として／、童，二櫛蹴化作用憾力馨店

iタン㌧費ニダy嬉、1鍛玉：壷イ鉱ダ鍔，警彗め蕊雄）／・’ダら才Lる。　露ぱ、顯、群身i霧騒よ華お、藝ll。◎¢三熟ゴ　ξ蓬陵ζなレ・む

　藝携・、鍾の脈㌧嚇蜘ア．）走向は，様々渉鴻が，北卿弾赫羅撒vである。傾斜は！である。

　！　　墾、k　l、需　勤輪〕廻覇）／　疑　誤慮，　碓甑と　して，石英閏踊　　ぞ繋を禽一む凝籍謙総垂サと三蓬、。譲峯繕、メ浅の慈ゾ憂オ天質鷺参

；欝とで譲三として・f浅ζ爽藤壕ノL難ゆ　・ン　｛難の／議璽餐猶嚢こ，　、汐く（ア、）プぐ二野、鶴饗島の慧爺々で喪iヌ》オ臓、，嚢、ゴ・に轄礫紹欝

三弄　）垂勢馨、、4　iを選警㎜撫／ノ妻しノ1・ズし，！、　1要1肇舞．ξ二糞勿ノi．塾1 彗1二瓢穿ま授，て1㌧・ること瀞薄鋳）蓬〉“／皿饗嘱懸家灌鷺○○～乏翼）○黛迄

，馨　する⇔K灘獄、疑即鰹炉X謎）ご熱d磁墨触量綿も村l！趨ゴ繊の魚羊薪！．疑と推笈どされてい羅）、灰賛獺機謡ま，小タ鈍

　む）1　くぺ・、罷芋嚢讐奪Kl舞慧葦灘灘藩　／iいご1き ，堵餐♂“蔦碍・る。　1竃髪　　戴幸簸麦賛．蓑£ズ）謬潔ま蟄⊇虹肇　まノヒRi・斑裟拶、鎗，よ

ご茅ぼ、y疑擁盤llドノ）ξノ鉱孝．婁（Kl窺墨撫藝1擁業、1撫）　／こ≧　、！グ）ら．．乳，る。R蓋無桑甲叢琶）ぞ瀧薯文プ醗石タ萎～麦ヨ／．晦博よ奏

堆韓’竃艦も『1、．ひ，　博容磯☆三）くヲ　　誉縫｝灘購薯とし．』　ノ婆肇治髪霊う巻び、）　　）ろ〆，、里般薦欝磁（）v渉暫　　 ）懸　ll難力為ら

採慧　牝陛れた1灘二本に・1）いて行なった研甕鑑、！1しば，こぴ磁鱗撫物は，、、、、繕響世の’”期，第凶、、、菰の期

躍」徴づける癒麺）　磁性蓄登1㎜“こ麟麟　　裁．1．1辞擁耀．1物よ，おそらく鮮瀬…篶懲［1活動

，，、、、、逝欝バ群，、讐手崩義ゴ馨謹雛ーびシナる蒐ア　　蒐 ）縦）うむ

　プぐヨ瓢孟誘蔀、1、誌）、輿鍵／鶏く1．！、繕　妻璋）霧蓬歪幾ごf韓p二峯畷）礁》。．熟ソく1、．1．1器『窪餐結鱈嶺羅登菱バ　 ン『できるマ葺誇）ちう。ノ欝一ぬ、蹉く

鐵’…鍾掴縮鰻至では，　蓼惹．蕪鞍くグ薦蔑慕．1の蒸講薫を肩、、、．《し，　．夢くの壌彗　　　毎蔵1、段1窯　（鼠｝｛擁葺　以、墨や　に露出

1鼎、身．熱，綜葦ぎ．1，ノi瞬．1鷲鋸靴爵の　護繕を男成している離、窮ご、火1、し　　羅鰻は，1与、懸成段丘＿構威

『ずる葦館li饗牽誘塚琴　　1瑳芽灘／黛」）瓢蒙凌業が禦躊　 檬1纏、1声　ノ　外らコ鶏つりπ斐澄る瀞窒轄三二起1i．繕藁勧寧禽蓮戴歎，

灘’1業．辱た穏鐘薄、、　）亀葺蓑二、　）オつΣ投，雪　種〆セび考奮1叢聾・擁計一一・業鷲葺鴛三弩外ら，業ぎ．懸屡野1舞．．葺こオつノ1二濃罫一一呼一一渥鷲轟1“寡繍

・1，、、ll

至擬ま婆ζ嚢瀞らなっている聾

　1霧ヱ．鱒／（ノ）、鰭『其ま，　端転墜ノ盆讃く1オ犬嚢計巽1　・1ボがごもノ／・ズ逆舞戎し．野　憶／，謬7ヂー一、タびノヅ頴くく紘も2ラ　3ダ）藁　言

につ、、・てい・曽1夕，逆の葵，i至蒲。“建／ぐ響糞激づ1〕ナい鄭れ、るむ　したがってこの爆鐸壽び）麺ノ浅1碍婦噸謹二，

禦／己，ヒ｛7、）葦　鷺誠ご露獲㌧・こ、とを弓物膚竃経つ筏隔斗・『）。　．、、鐸慧舞／垂よ，几ヌ　　　賛答　1う縁整糞勢昌で、もる4）カζ彗尋至生で、鶏

薦帯　i、3箕、、壽懸詫霧黛髪豊蓬1こ鎌之撲爵る鷺舞タ．轟融事　董ノ響鍔凝翻窺黛軽妻婁　雌く尊繋、li莞莫哩爵斐こつプこ瀞　こ銑）弩ξ蓑鍔愛鐸こ駐童牽喜を1痩

糸鳶／、、、象訟ジく1．．ll婁　とく、二｝叉題婁凝義麟盛罫、難」）（1鍍魚二》v至鎗　ソく1、1．1オざ（妻ごドや融sむ熱烈舞　溝彗重斑蔭薮善　　く1 1．1蟄　勲 蝦雛凝）、1誌

ヴ
、
）K撚＄1、櫛g　　　域の．1，契灘　　　重，　この翼鰍ごl　lよ笈ノ簗した1ノ薙。ま 1’購　霧物をも噛ていなチ歩遠》たことは鯛らか

甲　駕〉。この．鱗のll／賛発熱し1ノな二円錐火1、．i、1は，選．、、ζ．鐘に海中で膨　マ醤1乳、，その後，　野しい隆趨運動

へで，　警．噂鵡鱗．ヒ尋こ響讐ぎ．1聾プこグく薙、1｛ノ1〉ヌ区ズバ欝　蛋亀葺　1恨こ、還縄牽コン才もて艮済る溌蝿手気¢）葵く1 舞1薄舞墨薯勿菱で張葦表3酔．プこ盤
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　　　　　　　　　　　　　　　　千、蝿列島の．火il．1活動　（小麟善治訳〉

　以．1瓢のことから次のことが明らかである．すなわち千、鶴列島の火“、1活勤は，遭構隆起連薯期な

ら島ノ鉢こ糞舞ξ舞ミ尤韓毎麹潔こ欝讐承穏欝勺寺撒ξよ一擬窯し㌍ぐレ・たΦ　瞭1難轟暴三馨嬢，よ叢罫黛窮三紀身二壌等げ熊る ヂ・、熱磁蕪琶）二外響勤よ糞激

降し，その沈降を背景として，火山活勤が起こ／ゴ1よ．内帯はこの期に隆起選勤を蒙襟た．新糞三

紀ン）醸奪期には，逆の遣構造輝勤が起こウた．論帯轍おける羅溝造l！勤の符号継慕n）は，逆の方

向に代わひた．すなわち新第三紀には，内帯は卓越的に沈降運動を蒙った．したがやて内帯では聾

主として沈降運動を背二1ぽ靴して火1．1、の1、難蕪が起ごった嚢第隣紀には，沈降・隆起運動は，両帯で

は，友畿繰郷還して行なわれたようである．新しい時代に沈降選動を蒙肇た小千島列島では第縢

紀疏）始めには，火i、1、1活勤は，散寵的に箋発したにすぎなかったゆ反、対に，大理㍉鶏列、紮には強烈な

火蕪．1活鋤が起こ雛奏そのうえ現代の講火1、舞は，全大予、鶴列、鶴の1、起を背景として行なわれた県

　　　　　　　　　　　　　　　　　婁．華灘難鶴の職代の火慮瀟勤

　現代のジ鄭。、li溝動と1懐，地形、慕こ保：；葎されてい考麹灘艇繁1）死、メ毒！lを活ノ’艮．1の生成に．響き，現ご．に

至るま窯鱒轡編撚！てλ・る火1、1．畔翼姦を蓬瞬、するものと：する。琴凝銀こおいズ，　璽翌な火1．1．1・俸がみ鞍れる

ものか骸活左1寿轍わブこる予島列島の火ll擁灘は・3嚢であ“爆たノ護しそのうちの烹つ1・こ海鷹火乳雛が

ある韓，火碁，．醗／二1では，爆烈的轡ぎが藪越している。したがづF◎蜘1留際身こは多翼の火成砕屑物矯

7う叢1趣出さ才る，　貰々濃痢率鑓こ！般出き才笠，たΦ　1副，たズ盛ッ　　 矯釜ぎ　竃曝プく1．ll　ゴ竃尋ま穿　、二黛欠露勺、隆晶、1，求をもつ凧ご

いる篇しかし干、麟却．！縫は，熔唐細漁、）嚇／的変化については，，億の鰍自卸1銑　1簿夢、燦測性を

聡1、堆滅黒肥レるこ藍と濠競ド貰ぎ録奮婿凌〉る爵　匿／一 い8匪くi．1．i鷺嚢塁燐購郵際　 鷺　　’．！毒、。／、ギでも，　｝愛煮る輝イ～渉灘購難L／ゾヒ

、二まごを才繋轄1しノて馨欝くΦ　夢鄭赴1ズ焦盤購ζ琵／蕪融vゲく薮、iで轄ミ罪　渥ダ　驚誘、舞餐1茅　τ搬重藤，ジく嚢ド1　ζ三玄鐸黛撃噂1箋

で雄身悉Φ　し，ン懇し一一漁懸ま　漿黎蟹零重胃穿つウ譲藩霧1懸鷲こ1ま一り薦鰐芝’瞬擢1）懲ぜ）／こ　　．柔　二と培“。、藩、ごし、／韓ざ涛＞礁，よ導ーぴ

漉駕
　ダ数の…猟の、火臨、i、淋の煮、ξ誠こおけ霧…薄癖妻．牙ひ琴は，カルデラ．生成媛）融これ、は，kl。嬉欝

隔勤鰻1拶）塁　　i｛本を薄糞瞬㎜も疏　．‘）孫爺津　 1．1．11鎗η1次凝まi麟慮夢　ガル1ヂラ¢）繋鷺さ奪Lζし・1懲こも（才，λ　ーま

ノこ転慧1巽匿欝琵、　炉れ、た叉7、ノレデ詳ラ燈難ぎ／致畷1諦ラ噂三）才≧．る。1繕三，プくl／．彗～、あウ“ご1業湊　ガノレヂラ漆菟、鋳く翁　藩玉げ　　／辮

大規模である。　1、！，雛の大規模なカルヂラに，簿i輔。ては，『隔没起溝、、、壁、を，、藻稽　きない〔駄い髄ことは

ない。

　w照ξ竃鞘，薫3欝灘㍑1撫．鐵よび〆くの火1瞬鱗紫劉）考え，プぎ紅礎がえば，、唄規摸な称が‘ンルダラが次の
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　干、鶴列鳥の硫気嚢響動獄，現在では活火1、．1、1数の鷺と、んど3忽を占めている難この醸活動雛，蒸

気，ガヌ、流，瀧泉，小規糠の闘欠泉の形態で認ダ．）られる⇔硫傑脊i，、、の温慶は，讐逓iOぴに近く，

時には2δ○脚3（）び！慧藝童する⇔様々な火1、i．1の硫気地帯の｛1叢気孔の化学　　　P　　l、．ばしば近似性

をづ糞しノ，　ヅくillヅブス¢）謬擁二熱さ熱・揖祷こよつ解ぐ肇撃＝・靴馨寒な湿つ一てτ隔・濱）。　貰巨裟蔓14二蓼（溝縫蓑》農ご縦匙圭）曇条手疇二唆響郵i葦熱さオ集難）

醸ζ傭慧澄ンニ舞泄鑓1ま艶　ガ◎馨韓気率8よξヂ擬能馨罐芝、カ～ス濠薫華穿薫遜．垂騨1纏し．誉　イ舞iiイヒ、壕く講漿，　蕃媛ζ葉妻、カ“，．ス，　樹茗イヒヌ冠欝糞ゆ離籍籠擁三壌一る

のが特’挫となやている．後1禽の成分は，水中を通るの“奪溶解されて斗・る．この成分！慧，滋泉；水お

よび熱燦ルヂラ湖水のア轟オン隷、，威で条9レて：，吋られる導

　濃、崇およびヵルヂラ湖の随伴ガ．ス中では，炭酸ガスが．購、越し，窒素，メタン』水素が1荏在して

いる慧天水中慌溶解されてい，籔）火1．i、1ガスの数成分を媒介として生成慰れる強酸性水（欝蕪○．馨一3）

一一一豪搬讐鑑，　カノレヂラ海蓑二認グ）られる一　　は穏誕：釜の撃覇欝垂こi導叢i烈にイ乍メ稽し，　そが）嘘孚の金ぐ爆講を三璽び無1

す．このような現象は，水のガチオン緯成を決定する（第2表）恐智馨三1の変質と火山循瞳水の讐蒸

30一…一（学黛2）



干島列島の火山活動　（小西善治訳）

発”過程では，脱色鉱物類（alunogen，sulphat砦土類）カ1生成される。この種鉱物類には，ア

ニオンばかりか，一部砺素のようPな元素のカチオンがみられる。後者は，温泉水の組成に火山ガ

スを媒介として搬入されたものである。硫黄は，硫気地帯の地表あるいは地表付近でゐ硫化水素

の酸イ与によって生成されたものである。これらの過程は，とくに，2，3のカルデラ熱水湖底にみ

られる含硫黄游泥の沈積を誘導する。硫気地帯では，硫化鉄で富化された岩石類が侵食によって

露出していることがある（Mendeleev火山）。Nabokoによれば，硫化鉄の沈殿は，（1）下降循

環水と硫酸鉄と，（2）上昇水と硫化イオンとの会合によって発生すると考えられている。岩石が

・侵出された膨大な金属量は，日本海へ搬出される。この種の地表水が酸性の海口に達すると，そ

の中に溶解している物質の大部分は，沈殿し，火山源堆積物質の未来の膠結物となる（第3表，

省略）。

4．干島列島の火山島の一般的特性

　千島列島の新生代型火山岩類中では，＝アルカリ土類系，すなわち玄武岩から流紋岩安山岩にわ

たるきわめて多様な岩石類が認められる。しかしごれらの岩石類中では，安山岩・玄武岩側かあ

るいは安山岩・流紋岩・安山岩側かえ部分的偏異を示す安山岩類が優勢である、（岩石族の分類に

あたっては，Levinson－Le菖singの提案する基準を基礎においた。）。

　成因的には関連性をもつ岩石類の総生成階梯はミ若干の一定の特性で現むされる。

　L　最大塩基性岩石類から最大酸性岩石類にわたるすべての岩石類中では，斑晶・微晶の主要

鉱物としては，斜長石があげられる。斜長石斑晶は，安山岩流紋岩および流紋岩安山岩型の酸性

岩石でさえも，曹灰長石に達する主要な組成をなしている。

　2。最大酸陸度岩石類を含むすべての岩石学的岩石型における暗色鉱物中では，輝石が卓越し

ている・例外としては，主要暗色鉱物類が撒檀石である若干の玄武岩類があげられる。

　3・単斜輝石と斜方輝石とは，共存しているのが普通である。そのうえ，塩基性岩石類（例外

型および酸性岩石型）では，緻撹石が認められるq

　4．一般に斑鼻の含有量が高い。例外としては，段大酸性度・最塩基陸度岩石類が特徴づけら

れる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び　5。火山ハリの比較的酸性組成の岩石　　％

類は，ノ＞リ質構造中の石英の存在によっ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー。一’、一、・、．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、4娩、．、
て条件づけられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・、●、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●、・、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。、6、，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’5　千島熔岩の塩基性型の特性は，第4表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、○、

にかかげられてある。干島列島では，最

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、9．大の分布を示す岩石類は，安山岩・玄武　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、。働
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、覧．岩類と安山岩類である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、・・、．り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、。●、。。
　熔岩中の斜長石は，・“高温度特性”を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡、簗無

もっている。　熔岩の塩基性は，　斜長石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、吻、．　　　1　『，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■一、●　　　　　　　，・’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヤリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、、　　　　　　　　　　　　　　．，’・フ穫・嚇、．の微晶組成（No．27．は，最大酸性岩石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆一・一一こt惣』隔ぐ細噸…’；　　　、
類，No．82最大塩基性岩石類である）と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晦20，　　、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤヤ火山ハリ（n＝1，488は最大酸性度，n＝　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，’ρ・’一’”一鴨’曾嚇働鞠一鴨曙一7一・・一K20一一…一・一陶『鱒、弓＿一働．．一ン＞9．．．”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5θ　　　55　　　60　　　δ5　％＄tO270
1，・551は最大塩基性岩石類）とに特徴的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1図　　千島列島の新期火山岩の成分変動図
一に現われる。一層塩基性熔岩にあっては，

斜長石斑晶をもつ熔岩がまた塩基性が高くなる。最大酸性岩石類では（No，37試料と最大塩

基性岩石類ではNo．90試料）一層塩基性熔岩類から一層酸性溶岩類へ移行する場合には，暗色

鉱物組成の規則的変化は明らかでない。撒檀石に対しては，反応縁で特徴づけられる。光軸角は

一82。から一88。にわたる。単斜輝石の2『Vの平均値は，＋54。，微晶の平均値は＋519である。

Vesdovskii図表によれば，この値は，次の組成に対応する。44En，18Fs，38Woと47En，

22Fs，31Woである。試料熔岩の単斜輝石の光軸角は，一58。から一70。にわたる。Winchel1

81一（723）
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