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顕微鏡

独

の岩石

斗》､

化｣つ

(その星)

山

石

花ζ誉閥緑港

葡号で定義した花ζう質岩(広義の花慧夢潜)のうち

アノレカリ長着と斜長看の溶量比秘総:餐繍泌蜘1鋤

漢での範囲はあるものを花こ夢閥緑砦像鰯紬鮒呈縫)

という,はむめてζの名称添踊営泌れ怒蝦澁縄栄1副凄

花こう岩(前号の狭義の花こう潜)変閥緑岩の串間の艦

成をもつすべての深成岩類の総称名で話ゆ花蟻映嚇

その後花ζう質岩の調識秘蓄積される釧蛇拾鮎･

その組成領域は本稿でのべるぷ費な範醐籔恐隈篤

養れるようになった,

北米シェヲ1ネバダ山地で花慧簑閃緑砦蜜録初繕く

わしく記載したWL1ndg醐(蜘O)は花慧蚤閥緑

岩の鏡下での特徴をつぎのよ勇随の就ている盲

①斜長石は石灰質灰曹長有～中性凝孫懇影繊でそ幻鐙湯ヴ

ル勿リ長孫⑳妙なくと屯婁倍以上海篇幸

(⑳艦謹蝕1偽臓宥辺淋朔鋤主護た1談胸費畿奮み少鐙¢)普

通輝膚湯沸悶着噺⑳籔災隻じて蒋潅労る芯を湯婁彰藩｡

⑬藩鉄鑓鉱物を斜鍵孫は一般1輪形薮暴栽鋤婁採薬をア

ジ肋リ疑棚談翻泌の閥隙を鑑め他彬項劾る吉

④汐嚇リ鍾孫の約淋鷹構澄は歓餅潔髪イド滋怒終蛇

較じ愁)離漢曼顕籍刺該減㌔､欝凝猪鍍薬林部おなて柳

出ず戎慧鵬婁｡域分淡も毅愁蔓抄潅菊的怒慧鎌破款

簿本熔糊夕鋤虻う閃緑砦の潟愁漆紛布地を列挙淡萄

&劣ぎの狡う繕滋鳶古

〔棄施驚刺

資滅瀞(一潮1)

兆海道遺贈地磁鯛滋繍腿景堵の汰翻1分)

北上鉄部分)

解説山国直剰

阿斌隈(大部分)

轟掩

上越(実川花芝う岩次ど)

〔爾

飛

頓

瞭

純

林

･片田正人撮影逓鈴鑓鄭

鞠濱刺

弾帯(下支本1船津循こう岩の大部分)

錬帯(片職岩帯の耽ζう岩の大部玲および木曾駒花こ

う砦など)

鰯鯖穣凶飽の楕芯う鵠留)大潮粉)

批州(大部分)

瀞ζ新築望総花ζう幾の一部)

薫れ蟹の花慧う閃緑岩は鎮独湾均質な欝添艦体壷形

成衣蕃芯お愁彪繍蔓二股隠はアダメ影猪1隙滋羅

ム砦1宥薬閑緑渚な濠の砦相ををも滋り花被禽瀞体墨じ

で摩出す蕃遂毅⑳労秘多狐

簿本の花慧夢閥緑潜概化学成分はふつう鎌｡凄輔⑪

～郷%鵬紬㍊～漣彩器ρ汀～媛.茄の艶麗胸紅

滋嵩拮

簿翼⑩は聯部地方頓寒帯の代表的な滋慧資質砦

体⑳一つ綴察州聴裟簿讃(糠繊斑状鏑閑積羅

嚢勧化慈う胸緑砦)で潜る出鉱物客錘蛇は宥薬鰯賂

汐肋リ疑宥泌%斜援秘脇籍嚢母遜房角閥宥亙

%恐影り蔭攻夢濠潔焚メ凛砦墨花ζ夢閥緑砦の鏡

界線独蘭狛ット謹槻葛.つ護り花蕊夢閥緑岩&よ

ぱ航るものの液がではもっともアル釣リ疑者に當むも

⑳泌液るヨ

鐵泌う扱総繊錐状娯の鉱物容量比の測定はなかなか面倒で

勤る皿工顯の渚層標本からつくった何枚かの薄片をボイン

lw劣賞災潔一応澱淀するとその値はひじょうにばらっく

遂鋤婁銚㌔｡とくに斑状鉱物(この場合はアル吻リ長膚)

⑳縛鑑艶のは陰顯勘茎大慈い.筆者らはふっう!っ塚)標

本湯沸慧榊§枚約篇件をつく12その鉱物客鐙比の平均値をも

顯茨伐畿慈澄孤満､な抽通常の細粒中粒～花こう質砦は

簿件五枚で*分縫工りの岩石標本を代表できる.

斜凝霜は筒形卓状～半白形を示しいずれも汚濁し

地積恢質鴛アをもちAn塞毒～A口45の成分範囲で著しい

羅欝構櫨を恕私斜長刷同志あるいは黒雲母と接して

い為部分⑬斜鍾繍蛸形性が弱くアノレカリ長石あるい

は宥薬お鱗拶琢い蕃部分では臼形性が強い由斜長石の

粒度嚇厳鰍勘葛いはそれ以下のサイズから5皿皿位�
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のサイズまで幅広い変化を示すことカミとくに注意をひ

く.右下のアノレカリ長石は肉眼では長径笈～3c服の

卓状の自形結晶のようにみ走るが鏡下では斜長石結晶

を多数包有しその殊形は完全に他形であり最末期の

轟出物とみられる.

この花こう閃緑岩はこの地点からわずか工0数狐はな

れた露頭で白亜紀の濃飛流紋岩(地質ユ狐一ス第187号

を参照)をシャｰプな接触面をもって欝いている｡

簿窺⑳は同じく岸部地方領家帯の花こう質岩体

の一つ市田花こう岩(細粒角閃石黒雲母花こう

閃緑岩)の一部である.鉱物容量比は石英33%ア

ルカリ長石12彩斜長石47劣黒雲母7%角閃石･鉄

鉱1%であり花こう閃緑岩のうちではアルカリ長石に

乏しくトロニエム岩に近い鉱物組成をもっている.

自形性の強い斜長石1石英および黒雲母の間隙を長

径5mm程度のアルカリ長石カ茎充填しているのか特徴で

ありまた斜長石の黒帯構造がとくに明瞭である.

斜長宥の内部構造にはしばしば不連続的な境界線(結

晶の外形にほぼ平行)がみとめられる場合が少汝くない｡

つまりその線より内側の汚

濁した石灰質鴛アとそれ

より外側の比較的新鮮で

荷灰質→ソｰダ質の連続

約組成変化を示す外縁部と

秘明瞭終携されている彗

ζの写真のような組織を

もつ楯こ多岩はどのよう

熔じでで誉たもの泡ろうか｡

斜長宥⑳澄アは既存の塩

基性火成岩(輝緑岩護たは

はん抗い岩)串の斜長膚の

レリックでありそのよう

な岩有が花こう岩化作用

をうける過程でよ1)ソｰ

ダ質の外縁部が形成され

さらに石英1アルカリ長石

饗蔦⑩鏑閥濁羅譲餅花こう閥縁結

(餅察洲寺にう濃)

偏光板ク漂ス岐阜燥恵郡瀞岩村町

田1二切

Q:孫英P:斜長石

段:アルおリ侵府思1籍嚢綴

(以γ嗣様)

尊蔑籔

病閑孫黒雲餓オにう閥緑岩

(飾閏確こう籍)

偏洗穣タ慎黒

長野県飯闇市販閏松川ト沸�
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成形成されたという説聞がこの種の花こう岩(たとえば

領家帯の門島花こう岩)について次ぎれたこともある｡

そのような立場からみればこの写真のような組織は

愛輝線嶺綴織(亘鵬愉(l1嚢b婁嚢1い繊泌髪蟹)とい細れる｡'

しかしこのような紬織をもつ花之う岩で花こ彰渚

化作用のたしかな証拠のあるものはごく局部的な場合

をのぞいては凄れである｡この写真の市田花こう砦

についてい吏ばそれが伊奈川花こう岩を貫くストック

状の貫入岩体であ1)禍源岩カ圭思われる撫基性火成岩

が岩体内部にみい花巻れず岩体金体を通じてほぼ一様

な組成を示すご&汰どは花こう岩化作用に対する強力

恋反論となるだるう｡斜長石の黒帯構造にみられる不

連続性はマグマからの締出過程における物理化学的条

件の急変(たとえば急激な上昇による圧力の低下)に

よって説明されることも可能であろう｡

写翼③は北上山地東縁部の花こう質岩体の一っ

久喜花二う岩(中粒黒雲勧角閃石花こう閃緑岩)

である､

北部北上山地東縁部の畑麓欝"には珪長質火山岩

類を主体とする下部員醒系睦串穏灘て原地出層ともよば

れる)を貫いて白亜紀串葉の花こう質岩体か繭北方向

1こ点膚と分布している,これらは繭から北へ大浦

花こう岩1顔名花こう着1久喜花こう砦とよばれる(吉

井1片圃醐8),久喜花こう岩は久慈市を中心に露

出する･これら田宅帯の花こう質岩体は大部分花こ

う閃緑岩の組成をもち一部で斑状花こう岩ないし花こ

う斑岩に移化する.鉱物容量此は看英婁偽アルカ

リ長石18%斜長石37

形鉄苦土鉱物2晩

(病閃看>黒雲母>鉄

鉱)である｡看爽1

アル釣リ長石1斜長宥

3者の鉱物療鐙此では

写真⑪の伊奈川花こう

岩とほとんど同じで熱

り同様に花こう閑緑

岩とアダメ凛岩の鏡界

線付近にプ蟻ットされ

る.ところが麓糖

鐵(co1概1拙駅:岩石

申の鉄苦土鉱物の総容

鑑夏｡o分率)は伊奈

川花こう砦が6である

のにこの久喜花こう

岩は21にも達する.

色指数が高いということ(逆はいえば色が黒い割には

ア冷吻リ長府や石英が多いということ)はこの花こう

砦に限㍗1たことではなく北上山地の多くの花こう岩の

特徴であ1)そしておそ心くは西南冒本をくら､べた

ときの東北属本グ)花こう質岩の一般的特徴らしい､

斜援石がはっ書1)した臼形性を示すζ麦アルカリ長

石が地形で斜長石や鉄苦土鉱物をポイキリティ:〃につ

っんでいること恋とは写真①の伊奈川花ζう岩の場合

と変ら次い､

トQ二忍ム艦

ζのシリｰズでは花こう質岩のうちアルカリ長石

と斜長石の容量比が10:90からO:100までの範囲に

あるものつ葉りアル吻リ長石が斜長石の10分⑳五以

下のものを一括してト属ニエム岩(腕双曲鋤至総)と

よぶζをぽする白この分類1命名法はCh濠隙(螂7)

のそれに近い｡しかしこの成分範囲の花ζう質砦の

分類･合名ばはト貝ニエム砦のほか1こトｰナル岩

(触a晦)斜長花こう岩(曲墨至囎醐三蛇)石英閃緑岩

(q雌施d呈破如)などさ蛮さ蜜な用法カミある.前号

で紹介し危篤亡蹴脇§鋤はこの範囲のものを総括し

て石英閃緑岩およびその中の小区分としてやや石英

の多いものをト涙ニエム砦やや少たいものをトｰナル

岩は分けている.

ト憤ニエム岩の命名の由来はノルウ脱一の篶⑪災d-

h1竃服地方はある.Gold嚢｡b狐idt(隻9蝸)はト漂ニェ

ム岩を帖優白色1酸性の深成岩でソｰダ質料畏有(ふ

写輿蟻)黒警母鈎閥積花忽簑閥緑総

偏光板クロス堵孚燥久慈桁特派駅

H:∫O閑布

ξ狐欝亨舵婁絵)�



一22一

つう灰曹長石まれに中性長石)お攻び石英を主成分と

し黒雲母のほかに少量の角閃石および(塞れに)単

斜輝石を含むもの滑と定義しだ吉一方トｰナル砦は

アルプスTy紬地方の恥鯛王6山の岩看にちなんで名

づけられ“優黒色の負閃宥黒雲母看英閃緑看(斜長石

はふつう中性長石)化定義慈れ花｡しかしその後は

広く楓石英閃緑岩汐の同義謡として使用されている場合

減少たくない.

員本におけるトロニエム岩の分布はあまり多くない.

おもな産地は北上山地丹沢山地西南目本外帯など

である｡

撃箆④は③と国じ北上山地の遠野花こう岩

(串粒鏑閃看籍嚢母ト滋黒エム岩)である｡写真③で

もふれだように北上山地の花こう質岩は花こう閃緑岩

の維成をもつものが大部分である｡しかし花こう閃

緑岩を主岩相とする岩体の多くぼ部分的にトロ蕊黒

ム砦漢花縁者英閃緑岩熔移化し護花蕩るものは石

英発ンゾニ岩終移化している中南部北上山地の遠野花

こ登岩(単独岩体として1‡北上山地最大の分布面積をも

つ)も主岩相は花こう閃緑岩～有英閃緑捲であるが

ζの写真のようなト漬黒エム岩を一部に含んでいる出

なおトロニエム岩(およびトロニエム岩と花こう閃緑

岩との境界の岩相)を主岩相とする花こう質岩体は北

部北上山地の東部(前述の囲老帯次簿内側の地域)にも

っと広範囲に分布し宮古花こう岩1岡野畑花こラ岩1

階上花こう岩などとよばれている｡

この写真の標本は遼踏花忽夢岩体⑳廉縁部秘儀擬鍵

し淀も⑳滞慧の付近の愁のを遼簿瀞鰯泌一癖醐晦

て栗橋岩体をよぶこをもある｡

鉱物容量比は石英五臓アルカリ長宥6%斜長石

5脇鉄苦土鉱物五臓(黒雲母>角閃看>鉄鉱)である.

自形卓状～長柱状の斜長石の間を埋めているのほおも

に宥英の他形結晶の集合物でありアル勿リ糞石はこれ

らの間隙陪ごくわずか晶出している1ζすぎない.左上

の緑色普通負閃石はC軸にほぼ直交する断面をみ昔

ているが斜長石や黒雲母のこまかい結晶を妹イキゾテ

ィックに包宥している｡斜長宥は汚濁し花祭アの部

分をもたず多くの場合狡複繁欝構造(㈱棚銚｡町

落｡蘂五皿g)を示しているのが注貿される(写真宥上および

右下隅).

さてこのシリ姉ズでこれ塞で紹介したのはいずれ

も白亜紀に貫入した花こう質岩であった｡最後に

一つだけ新第三紀の花忍う質岩を紹介しよう｡

導箆⑤は甲府盆地の東側を大慧く馬蹄形状にと

り襲いて分布する花ζう質岩体の一部で徳和型(藤本

ほか蝸8)あるいは広瀬型(Y,K銚｡螂8)あ

よばれる岩相である吉貫入時代は確定しないが四万

十帯の古錦三紀瀬戸川層灘相当層までを貫いており黒

雲樽のカリウム1アルゴン年代は約1000万年およびその

前後の値が走られているからおそらく新第三紀であ

ろう､

この標本の鉱物容量比は石英26%アルカリ撰宥2

影斜凝碑腸鉄著土鉱物25%(黒雲母>普通商閃

軍》滋慧ングトン角閃霜》鉄鉱)である｡アル漁リ蓑

宥はひ篶畿う隠少砥くで七の写真では産上の斜長石の

閥脚《一勘所みられるにすぎない｡

簿輿史楽部の普通錦閑有(帯緑褐亀～

綴勧淋貞形卓状の斜長宥を嚇イキ

リ矛イックは包育し外形も斜長石結

鰯⑳禽形の輪廓終支配窓れてまったく

楯形懇滋るのが注費される､このよ

蔓稼形態土の特徴はちょうど写真

②の卿励リ畏宥の揚禽&よく似てい

駁写真②の場合にはボイキリテ

㌶潔崇液アルカリ最有は最末期の晶出

物濠瀞免られるがこの写真の角閃石

憾珍簑で帝ろうか古角閃宥&斜長石

鎧秘圃麟に相擦して晶出するときに

爾煮の繕鶴成長に掲げる孜んらかの性

写真⑳鏑閥萄黒紫鐙ト靱狐エム幾(遠野花む撃籍)

偏光板ク憤烹砦等燥釜肩浦橘欝

H:緑色普通名閑居Sニスフ鵬ン(乎夢ン覆)�
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質のちカミい(いずれがよ'り臼形性の強い結晶をつくりや

すいかということ)かこのような特徴ある組織を形成

するのではたかろうか.

(筆者らは地質部概究企陶官付)
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