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岐阜県荒城川流域の殿村落結凝灰岩層について
一白亜紀末期の火砕流マグマに関する一考察一

笠原芳雄・原山　智※

1．はじめに

高山市の北方地域には白亜紀末期の火砕流堆積物を主とする大雨見山層群が広く分布する（第1

図）。この大雨見山層群の下半部には、中生代末期のものとしては石基のガラス砕片の保存が極めて

良好な溶結凝灰岩が認められ，筆者の一人笠原はこれを殿村溶結凝灰岩層として概略を記載した（

笠原，1979）。その後この岩層の分布を詳細に追跡することにより，模式地周辺の富谷川流域におけ

る同層の特徴が一層明確になってきた。また筆者の一人原山はこの特異な岩石を他の白亜紀酸性火

砕岩と比較検討するため、EPMAによる化学分析などを行なってその岩石学的特性を明らかにした。

ここではこれまでに判明した殿村落結凝灰岩の特徴を記載し，あわせてこの岩石をつくった火砕流

マグマに関して考察した結果を報告する。

本稿の作製にあたっては岐阜大学教育学部地学研究室の小井土出光氏をはじめ濃飛流紋岩団体研

究グループの方々にいろいろ御教示いただいた。記して感謝の意を表する。

2．地質の概要

殿村落結凝灰岩層分布地域の地質図，及び地質断面図を第2図に示した。以下に本地域の地質に

ついて概略を記述する。

第1図　大雨見山層群の分布地域（わく内は第2図の範囲）

※　京都大学理学部地質学鉱物学教室Institute of Geology and Mineralogy，Faculty of Science，Kyoto

University，Kyoto，606Japan．
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笠原芳雄・原山智：岐阜県荒城IIi流域の殿村落結凝灰岩層について

（1）基盤岩類

本地域には，大雨見山層辞の基盤岩類として古生層．船津花崗岩類，及び手取層群がある。古生

層は荒城川流域において東側から順に次の三層からなる。主として苦鉄質火山岩・安山岩質凝灰岩

などよりなり石灰岩のレンズをはさむ，石炭系とされる荒城川層（野沢ほか，1975），砂岩・頁岩互

層を主とし一部に石灰岩をはさむ森部層（積見・野沢，1957），礫岩・苦鉄質凝灰岩よりなり，荒城

川層と同時異相と考えられる上広瀬層（野沢ほか，1975）がこれである。船津花崗岩類は国府町東部

や丹生川村森部西方などに分布する。大部分は下之本型に属する角閃石黒雲母花崗閃緑岩である。

上広瀬層や森部層を貫いているが　全体として接触変成作用によるポルンフェルス帯の幅はせまく

300－500m程度である。手取層群は国府町宮地の西，及び北西地域で船津花崗岩類を不整合に覆う。

砂岩，頁岩，礫岩，砂岩・頁岩互層などよりなる。

（2）大雨見山層群

流紋岩質の火砕岩よりなる岩層で　本地域では前述の基盤岩類を広く覆っている。これらの層序

は第1表と第3図に示すとおりである。以下簡単に各層の特徴を略述する。

和田角礫岩：大雨見山層群が基盤岩類と接する部分に点々と認められる特異な角礫岩層である。

多くは層厚数m千　分級不良な古生層起源の角礫よりなり，古屋錐角礫岩と考えられるものである。

宮地礫岩層：本地域では宮谷川が荒城川と合する付近にのみ分布する。砂岩，泥岩，凝灰岩のほ

か厚さ30－40cmの炭質頁岩を数枚はさむ礫岩を主とする岩層で　西方へわずかに傾斜する。炭質頁

岩中から花粉・胞子の化石が多数検出され，これによって白亜紀最後期（Maastrichtian）である

ことが判明した（笠原・下野，1974）。

柏原凝灰岩層：宮谷川累層中の主要な岩層でほとんど全地域に分布する。下部は火山礫凝灰岩，

中部には黒雲母の結晶片を含む非溶結凝灰岩，上部は石英斑晶のめだつ非溶結凝灰岩を主とするが

岩相変化に富み，層厚も一定しない。

三休の滝流紋岩層：丹生川村柏原付近以西の荒城川流域に分布する。下部は細粒の流紋岩溶岩よ

りなり，斑晶は少量の石英・カリ長石，石基には多量の玉髄球（長径1－10cm）を生じている。上

部は火山礫凝灰岩，非溶結凝灰岩よりなる。

第1表　荒城川下流地域の大雨見山層群の層序と岩相一覧

層　序　区　分 俐Y�Y�r�ﾏｨ�木�｢�岩質 儉�V處｢�us���H�8�｢�斑品 粒度 儉�V况Y|ｩNB�本質レンズ （量と大きさ） 
石質岩
片（量）

明ヶ各港結凝灰岩層 �300＋ �&��40－50 �(i{�����Y{��Kf＞Qz＞Pl ≫Bt＞Cpx ��ﾘ�Y(h自�R�少 

富 谷 lii 累 層 �6��ｩx霾ｸｼ8､Hｮ)�r�30 �&��25－40 傀8自(b�Pl＞Qz＞Kf≫ Opx＞Bt＞Cpx＞Hb 傅ﾘ�X抦自(b�極めて 少 

三体の滝流紋岩層 ��c��Rh ���ﾃR�細粒 ��ｨ�Dｶb�－ ��ﾂ�

柏原凝灰岩層 �3���Rh ��X�ﾃ3��中粒 ��ｨ�Dｶh�E�ﾈ�ﾈ�$'B�少・小 ��ﾒ�

宮　地　礫　岩　層 鼎��礫岩・砂岩・泥岩・凝灰岩〔炭質頁岩〕 

和　田　角　礫　岩 凵�30 舒餉Xｮ(,ﾈｧ�$�.h.�,�.乂�$舒"�

Rh：流紋岩質，Rd：流紋デイサイト質，Qz：石英，Kf：カリ長石，Pl：斜長石，
Bt：黒雲母，Hb：普通角閃石，Opx：斜方輝石，Cpx：単斜輝石
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1．沖積層，2．第四紀砂礫層，3．安山岩岩脈，4．明ヶ谷溶結凝灰岩層，5．殿村落結凝灰岩層，

6．三休の滝流紋岩層（上部層），7．同（下部層），8．柏原凝灰岩層，9．宮地礫岩層，10．手取

層群，ll．船津花崗岩類，12．上広瀬層，13．森部層，14．荒城川層，黒三角印は和田角

轢岩を示す。

第2図　殿村落結凝灰岩分布地域の地質図及び地質断面図
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笠原芳雄・原山智：岐阜県荒城川流域の殿村溶結凝灰岩層について

殿村落結凝灰岩層：岩相が上下位の各層と全く

異なるので容易に識別されるが，露出する部分は

あまり多くない。次章以下で詳細を述べる。

明ヶ谷溶結凝灰岩層：本地域の北部から東部へ

かけての山稜部を占めて広く分布する。主として

長径1－5cmの本質レンズに富む流紋岩質溶結凝

灰岩よりなる。大雨見山層群を構成する凝灰岩の

うちで石英斑晶が最も粗粒である。本層は三つの

部層に区分できる可能性がある。

3．殿村落結凝灰岩の産状

本岩層はガラス質緻密な岩石よりなり，風化面

では黄褐色を呈するが，新鮮な部分は黒色または

灰黒色で黒曜岩様の光沢を示す。全体として厚さ

30m以下で10－20mのところが多いため直接露

頭をみつけることは容易でない。国府町宮地東方

の殿村へ流下するウルシ谷奥で最初に露頭を確認

して以後（第4図）現在までに判明した範囲は丹

生川村森部西方から荒城川沿いに国府町宮地北西

の山稜までで　よく連続して分布する崇

第3図　富谷川累層の模式柱状図

1，A：明ヶ各港結凝灰岩層，2，T：殿村落結凝灰

岩層，3：流紋岩溶岩，4：非溶結凝灰岩，5：火山轢

凝灰岩，6：砂岩・泥岩，7：炭質頁岩，8：礫岩，

9：船津花崗岩類，S：三体の滝流紋岩層．

K：柏原凝灰岩層，M：宮地礫岩層

肉眼的に見られる斑品は斜長石，カリ長石，石英で，斜長石の多くは自形を呈し，石英は石基中

に沈んで見分けにくい。苦鉄質鉱物は明瞭でない。石基は新鮮なガラスよりなり，風化面以外では
ヾ変質していない 

綬豊里肇ミー／薮501100 
800 

75。　　　9＿一／‾ニー　　　　　　　　　　　　ゝへ 

－一一一 

700　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾一一一エー。・、・二女　＼ 

ノ・　　ノ　　　ブ　一一 

7篠85。9陣二幸m。5。1。詰 

第4図　殿村北方ウルシ谷におけるルートマップ 

ほとんど

1．明ヶ谷溶結凝灰岩層，2．殿村落結凝灰岩層，3．三休の滝流紋岩層上部層の火山礫凝灰岩

4．三休の滝流紋岩層下部層の流紋岩溶岩，5．上広瀬層の轢岩。

※　なおこの岩石は地元で通称「チンチロ石」と呼ばれ　かつては石材として利用されていたという。現地付近で

は切り出した当時の残材をみることができる。
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本質レンズは風化面では長径1cm以下のものが多く，よく扁平化しているが，新鮮な面でははっ

きりみられない。外来岩片は非常に少なく風化面で少量のチャート・砂岩（長径1cm以下）などが

含まれるにすぎない。本岩層の構造を示すような薬理面はほとんどみられず，独自に走向傾斜を

求めることは困難である。しかし本層の下底を走向方向に追跡した結果から推定すると，全体とし

てほとんど水平に近く，わずかに西または南へ傾斜していると考えられる。また富谷川流域では東

西方向に延びる教本の断層によって垂直方向に変位し，北部ほどずり上がっている。その落差は160

m以上に達する。

本層の下部は三休の滝流紋岩層上部層の火山礫凝灰岩に接している。また上部は徐々に弱溶緒の

凝灰岩になって粗粒な明ヶ谷溶結凝灰岩層へ移りかねるようにみ、－られる。上下の連続状況を観察で

きる部分が少ないため，垂直方向の変化の詳細については今後更に検討を要する。

4．殿村溶結凝灰岩の岩石記載と斑晶鉱物の組成

本岩の鏡下における特徴の概略は既に述べた（笠原，1979）が　その後検討を加えた結果，本岩

の大部分は流紋ディサイト質ではなく，流紋岩質のガラス質結晶凝灰岩に相当することが判明した。

ここでは鏡下でみられる特徴について詳しく記載し，さらにEPMAによる化学分析や光学的手法に

よって斑晶鉱物の特性を検討した結果を述べる。

本岩はガラス質基質と斜長石，石英，カリ長石，斜方輝石，黒雲母の斑晶よりなり，少量の単斜

輝石と稀に褐色角閃石が含まれる。斑晶容量は25－40％の範囲にある（第5図）。本質，外来を問れ

ず岩片は少ないが，部分的には長径5－10mmのよく扁平化した本質岩片を含む。斑品には以上のほ

か褐簾石・燐灰石・ジルコン・チタン鉄鉱を含んでいる。

（1）ガラス質基質

基質は長径0．1－0．2mm前後のよく扁平化したガラス砕片の集合体よりなり，強溶結構造を示す。

脱ガラス化はほとんど進んでおちず，あずかに淡褐色を呈する。斑晶鉱物の周縁に沿って20－30仰

程度の幅で微細な粘土鉱物に変質しているのが認められるが，全体として非常に新鮮である。真珠

状組織は本質レンズ中には発達するが，基質ガラス中には認められない。ガラス片とガラス片の境

界にはガラスに比べて屈折率のやや高い1仰前後の有色鉱物（角閃石？）が点々と連なるが，微細
Matrix Qz

Qz＋Kf

lX、 

声丈 

やあ 

Pl＋Mf Kf

第5図　殿村落結凝灰岩層のモード組成

QZ：石英，Kf：力I）長石，Pl：斜長石，Mf：苦鉄質鉱物，Matrix：ガラス破片よりなる基質。
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第2表　全岩およびガラスの組成

l �"�3　　　　4　　　　5　　　　6 ��h�H��8�ﾃh�､踟&ﾘ���h�H�｢�

SiO2 都8�C��74．4 都X�CX����sH�C�����sX�C�����sX�C2�75．4 ��������3��C��

TiO2 ��C���．05 ��C�x�����C�x�����C�x�����C���．08 �8������ﾈ�C�2�

AI203 ��H�C��14．0 ��(�CH�����(�CH�����(�C(�������C��12．2 薮(����������C�2�

＊Fe203 ��C3��．28 ��．18 ��(������C8�C��

＿FeO ���C3��．96 ��CS8�����Cc������CCx������C3b�．58 ���������(�CC2�

MnO ��C�2�．Ol ��C�������C�(�����C�(�����C�2�．02 坊����������C�r�

MgO ��C#"�．12 ��C�8�����C�(�����C�������C�B�．03 鉾8���������C�"�

CaO �(�C���1．53 ��CS(�����CSh�����CC8�����CCR�，49 儲H�������C#b�

Na20 滴�C#B�4．91 店�CS�����X�C������H�CsX����H�C澱�5．08 又��������C�R�

K20 �8�CCB�2．91 ���Ccx������Cch������Cch������Cs"�1．68 

Total 涛��C��99．2 涛h�C(����店�C(����店�CH����店�C��95．7 禰�D��H�����C��

1：全岩，2：分離ガラス，3－6：EPMAによるガラス片の直接分析，

Av（3－6）：3－6の平均値とそのノルム組成，l・2は粉砕ののち，イリジウム箔上で溶融したガラス

をEPMAにより分析した。

なだめ詳しいことはわからない。

第2表には一枚の薄片中より任意に選んだ4か所のガラスの分析値と，その平均組成，及びノル

ム組成を示した。全岩中のガラスの組成を代表させるにはあまりにも分析点が少ないが，その組成

は互いに極めて類似しており，基質ガラス片が非常に均質なことを示している。組成は流紋岩質で

FeO，MgO，CaOに極めて乏しい。アルカリは流紋岩としてはNa20が異常に多く，K20に乏しいの

が特徴である。ノルム組成はこのことを反映して極端にノルムAbに富み，その平均値はOr－Ab

－Qz　系の実験（BowEN＆TuTTLE，1958）によるTernaly minimumの組成には相当していない（

第6図）。

（2）斑晶鉱物

火砕岩中の基質に含まれる斑晶鉱物はマグマ溜りでの発泡→噴出－→流走－→堆積の過程で破砕され

るため，一般に破片状を示す。しかし本岩中の斑晶は破砕の程度が比較的弱いため，マグマ溜り中

Gl：EPMAによるカラス片分析値（平均）

G2：分離したカラスの分析値

W：全署分析値

：PH20を変化させたときの

最低溶融点を連ねた線

′一二三と二二二二一°、’‾‾ 
／／ 

／／ ／ 

に斑晶があった時の本来の形態をよく残してい

る。したがって以下の記述，とりわけ形態につ

いては破砕作用を被る以前の状態を中心に述べ

る。

（I）石英：βへ石英の形態を示す半白形一目

形（1．5－3mm前後）の斑晶である。ほとんど例外

なく融食されている。しばしば円弧状の割れ目

が発達する。包有結晶は少ないが，稀に自形の

斜方輝石を含む。またしばしばガラスをその内

部に包有しており，ここでは基質と異なって脱

An orガラス化作用が進行していることが多い。

第6図　ガラスのノルムQz－Ab－Or系へのプロット
（II）斜長石：自形一半自形で　大きさは1mm

※　EMPAのビームを40Lmに設定して分析を行なった。

※※　EPMAではFemを定量するのが困難なため，FeO／FeO＋Fe203×0．9の平均0．79と仮定してFe203を算出した。
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An 70 6 ��������ﾘ�ｩ�(���9��%(ﾉh耳ﾙ����������t2��b�

core　rim く 　申 僂ore　　rim 剛刷　剛判 

5 4 3 

100m〇

第7図　斜長石A・B面タイプのScanning plofile

内外で時に2mmをこえる。累帯構造，組成範囲，包有鉱物の差により，2種類のものに区分できる。
一つはコアに広い範囲にわたってPatchy Zoning（An70－An45）が発達し，その周囲にはAn69－An

50に至るマントルをもち，リム（An37前後）へ急激に移行するタイプ（Aタイプ）である。このタ

第3表　カリ長石と斜長石の分析値

K－feldspar ��ﾆ�v柳6ﾆ�6R�

1．　　　　　　　2． �8�H����������H�H����������X�H��������h�B�

（core）　　　（rim） ���6�&X�ｨ������&木�ｨ����6�&X�ｨ����&木�｢�

SiO2 1Al203 Fe203 CaO BaO Na20 田X�Csch�C�����CS���Cb��C���C�B��C#X�C#2��C�X�CS"�(�C�38�C3��10．6　　　　　6．09　　　14．2　　　　　7．55 

4．74　　　　7．20　　　　3．33　　　　6．66 

K20 Total ��(�Ch�����C������C�C����Cc��．42　　　　1．00　　　　．26　　　　．78 

Si Al FeIII Ca Ba Na K Or �(�C涛�(�C涛b��C涛h�C涛R��C����C�����C��(�C�����C����C�����C#S��C#唐��Cs3X�Ccヲ�s8�C�c��CB�2．5　　　　　5．9　　　1．5　　　　　4．5 

Ab �#X�Cx������������#��Cb�43．7　　　　　64．1　　　29．3　　　　　58．7 

An Cn ���C(����C����C�����C��53．7　　　　　30．0　　　69．．1　　　　36．8 

2Vx　　　　26．7±0．5　　　　35．3±0．9

Dispersion：r＞v Optical axitial plane⊥（010）
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イブはマントルとコアの境界が不規則形態を示している。また包有鉱物としてしばしば単斜輝石・

斜方輝石を伴う。単斜輝石・斜方輝石・チタン鉄鉱とともにアグリゲイトを形成することがある。

他のlつは大型結晶のコアでもAn55をこえることがなくPatchy Zoningは認められず，ゆるやか

な反覆累帯構造を繰り返してリム（An30）に移行するタイプ（Bタイプ）である。このタイプは包有

鉱物として黒雲母・チタン鉄鉱を伴う。また時にカリ長石中にも包有されることがあり，この場合

その外形は溶融形を示すことが多い。各々の典型的な例について行なったScanning profileと部分

カリ長石の光軸角2Vx K：カリ長石（サニティン）

1．28．7±0．6o Q：石英　P：斜長石

2．26．7±0．50　　　　　B：黒雲母　Al：褐簾石

3．35．3±0．9o G：基質ガラス

第8図　カリ長石の累帯構造
（a⊥方向からのスケッチ）

分析結果を第7図と第3表に示した。

（III）カリ長石：半白形一目形の形態を示す2mm

以上の大型結晶が多く，時に4mmに達するものも

ある。パーサイト構造を示さない一柏の清澄な結

晶であり，a軸方向に直交する断面では反覆累帯

構造を示すことが確認できる（第8図）。2Vx　は

組成変化に極めて鋭敏に対応して，コア（Or69…

2Vx＝26．7つ　からリム（Or73…2Vx＝35．30）

へと変化する。組成と光軸角との関係より，本岩

中のカリ長石は低温型サニティン～アノーソクレ

ース～高温型アルバイト系に属するものである（

第3表）。（001）および（010）のへき問が発達し，結

晶の外縁は融食されていることが多い。

第4表　輝石・角閃石・黒雲母の分析値

1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6 度����������9　　　　10　　　11　　　12 

SiO2 鉄��C8����S��C�����S��C(����C��C�����C��C�����S��Cr�42．1　　42．5 �3h�C�����3X�C8����3X�C�����3X�C2�

nO2 ��CC������C#8�����C#(�����C#������C�(�����C�B�1．62　　1．82 店�C3x����X�C3X����X�C38����H�C�"�

A1203 ���CSX�����CsH�����Cs(�����Ccx�����C#������Cs��7．917．64 27．226．4 ��(�Cx�����(�Ch�����(�CH�����(�Cb�

Cr203 ��C�������C�X�����C�(�������������������������C�����C�(�����C�"�

FeO �#x�CX����#��Cx����3(�Cx����3x�C�����3��C��������C���#H�C8����#x�C(����#x�C8����#x�C2�

MnO ��CC������CSh�����Cs������C�8�����Cs������CC2�．47　　．45 ��C�(�����C�8�����C�������C�"�

MgO ��h�C������X�CH�����8�C8�������C8��������CS�����x�Csr�4．65　　5．07 塗�C�(����h�C#�����h�C�H����X�Cモ�

CaO BaO ���C滴������Cc�������CCX������CC�������C3������C��10．1　10．1 ��C�8�C�h�C���C�"�ォ����������ビ�

Na20 ��C�X�����C�H�����C�(�����C�8�����C�(�����C���1．94　　1．96 ��CCx�����CC������CC������CC��

K20 ��C�������C�������C�������C�������C�������C�2�1．12　　1．08 祷�C�x������C�(������C�8������C���

Total 涛��C�H����祷�C�8����祷�C38����祷�CS(����祷�C����祷�Csb�97．11　97．02 涛h�Cc(��塗�C#h��塗�C����塗�Cc��

Si ���C鉄(����C塔�����C塔�����C塔(����(�C�������(�C��R�6．718　6．754 店�Cs3H����X�CSsX����X�CSsh����X�Cc�B�

AlⅣ ��C�C����C��(���C������C������C������C����1．287　1．246 �(�C#ch����(�C3S(����(�C3#�����(�C3SR�

AlⅥ ��C�#8�����C�#(�����C�#8���C��H���C��H���C�3r�．206　．186 ��C�cUF��C�s5F��C�兎F��C�C��

Ti ��C��(���C��x�����C��x���C��h���C��H���C��B�．194．218 3．6313．509 ��Cc#x���CSc8���CSC����CSCb�

Cr ��C��������C������C��������������������������C������C��8�����C��"�

Fe ��Cン8���C都�����C�ォ����C#S�����C#嶋�����CcCR��8�C�S�����8�CS������8�Cc�h����8�Cc#R�

Mn ��C��h���C������C�#H�����C�#����C�#x�����C��B�．063　．061 ��C��h�����C��������C��8�����C��b�

Mg ��C都X���Cンh���Csベ�����Cc#H���CSs����CCS"�1．105　1．202 ���CSs�����CCS�����CCS8����C3�"�

Ca Ba ��C������C�s����C�c����C�cH���C�c����Csヲ�1．730　1．726 ��C��X�C����C����C��2��S����������SB�

Na ��C��8���C��8�����C��(���C��(���C������C��B�．600　．605 ��C�C(�����C�Ch�����C�S������C�#b�

K ��C������C������C������C������C������C����．227　．218 ���Cs度����Cs塗����Cイ�����Cゴ��

Img ��CS#(���CC�����CC#����C3#x���C3�H���CC�"�．230　．252 ��C338���C#����C#ベ���C#sv��

1－5：斜方輝石，6：単斜輝石，7－8：角閃石，9－12：黒雲母
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（Ⅳ）斜方輝石

苦鉄質鉱物の斑晶としては最も多量に含まれ，自形で長軸が0．5－1mm程度の柱状結晶として多

産する。partingや結晶周縁に沿って鉄サボナイト様鉱物に変質していることがある。多色性は弱い。

周縁にむかって2Vx　が明瞭に大きくなるような顕著な累帯構造が認められることが多く，分析結

果（第4表）もEn50－En29の広い組成範囲を示し，リムほど鉄に富む傾向がある。包有結晶はチ

タン鉄鉱，燐灰石，ジルコンの自形結晶で　多く含まれている。

（Ⅴ）黒雲母

自形で0．3mm，時に1mmに達する板状結晶として産する。多色性はⅩ＝淡褐色，Y＝Z＝暗褐色

で　Z，Y方向の吸収が大きく，普通の薄片の厚さではほとんど光を通さないほどである。他の斑

品の周辺ではガラス片とともに屈曲していることが多い。単独結晶として産するものが多いが，稀

にチタン鉄鉱を核にして成長したような形態を示すものや，斜方輝石を置換した産状を示すものが

ある。また前述のように斜長石やカリ長石，稀には石英中に自形の結晶として包有されることがあ

る。組成は極めてFeに富むことが特徴でこの他Ti　も多く，微量成分としてかなりBa　が含まれ

ることも特徴である（第4表）。

（Ⅵ）単斜輝石

含まれる量が少なく、また単独で産することは稀である。主として斜長石中に包有される他形結

晶（30－50抑）や斜方輝石一斜長石一単斜輝石（0．2－0．3mm）アグリゲイトの一員として産する。

分析したのは基質中の単独自形結晶のリムであり，産状による系統的な検討は行なっていないため，

単斜輝石全般の性質は不明である。分析を行なった結晶はCaがあずかにリムに向かって増加する

ほかは累帯構造を示さず均質である。Ferro augite　に相当するFeに富んだ組成を有する。

（Ⅷ）角閃石

単斜輝石以上に稀に見出される斑晶で　産状に二通りある。一つは単独自形（0．65mm）として基

質中に兄いだされるもの，他の一つは斜方輝

石を置換してその周縁に成長したもの（0．1－

0．2mm）である。いずれもY≧Z＞X（白色光）

の吸収でY，Zは褐色，Xは淡黄色の軸色を

示す。分析は単独自形結晶のコアとリムにつ

いて行なった。わずかに周縁へ向かってMg

とSiが減少し，逆にAlⅣ．Ti，Feが増加

している。LEAKE（1968）の分類では，Fe－

rro edenitic hornblende－Ferroedeniteに

相当するFeに富む種類である。

（Ⅷ）チタン鉄鉱

本岩中にはFe－Ti酸化物としてはチタン

鉄鉱のみで磁鉄鉱を欠く。このことを反映し

て仝岩の帯磁率は20×10‾6emu／gと低い値を

示す。チタン鉄鉱は量的には少ないが様々な

産状を呈する。すなわち，斜方輝石，斜長石，

黒雲母中に含有されるもの，基質中に散在す

るものなどである。個々のチタン鉄鉱中では

第5表　チタン鉄鉱の分析値

1　　　　　2　　　3　「 

SiO2 ��C#������������C�(���������C�B�

TiO2 鉄��C�����������S��C���������S��C"�

A1203 ��C�H�����������C�����������C�b�

Cr203 ��C�(�����������C�B�

＊Fe203 �8�C#8����������(�C����������(�Cc��

FeO 鼎H�Cx����������CH�C���������CH�C"�

MnO ��CSx�����������CSx���������Ccb�

MgO ��CC(�����������Csh���������Cs"�

CaO ��C�������������C�����������C�"�

Total �����C�x����������C����������祷�Cc��

Si ��C��H���������C����������C��r�

Ti ���C�#8����������C鉄H��������C鼎��

Al ��C��(���������C��X���������3��B�

Cr ��C������������C��"�

FeIII ��C�#8���������C�s��������C��"�

FeII ���Cャ(����������Cャ���������Cツ2�

Mn ��C�#H���������C�#H���������C�#��

Mg ��C�3(���������C�Sx���������C�SB�

Ca ��C������������C����������C����

R203　m01％ �8�C�(����������(�C�H��������(�CcR�

＊　Carmichael（1967）の再計算法に従って算出
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組成変化はなく均質で　離溶組織は認められない。斜方輝石中に包有されるもの2個と基質中に含

まれる結晶1個についての分析値を示す（第5表）。この産状のちがう結晶は共にチタン鉄鉱の端成

分に近い組成をもつが，前者は後者よりR203にや、乏しく，MgOに富むという差が認められる。

（Ⅸ）副成分鉱物（褐簾石，ジルコン，燐灰石）

褐簾石は基質中に単独自形結晶（0．1－0．45mm）として一枚の薄片の中に1－2個の割合で見つか

る。極めて強い多色性を示し，しばしば明瞭な境界をもつコアとマントルよりなる累帯構造がみら

れる。EPMAによる半定量的な分析ではコアには約12％のCe203と約6％のLa203が含まれ，マン

トルでは希土類の量は大きく変化せず，Alが減少してFeが増加する傾向がある。

ジルコンは基質中に散在するものの他，斜方輝石中の包有結晶として含まれる。稀にはチタン鉄

鉱とアグI）ゲイトを形成しているものもある。前2着はいずれも自形である。褐簾石と同様にコア

とマントルの複屈折の異なる部分で累帯構造がみられ，コアの部分には微細結晶の包有物が濃集し

ていることがある。

燐灰石はジルコンと同様に斜方輝石中に短柱状～長柱状の自形結晶として多数含まれる。

5．殿村溶結凝灰岩届を形成したマグマについて

ここでは前述のような本岩を構成する鉱物の特徴を，他地域に産する白亜紀酸性岩のそれと比較

検討すると共にマグマ溜りにおける斑晶鉱物の晶出条件について考察する。

殿村落結凝灰岩層は，マグマより晶出した斑晶として磁鉄鉱の固落体を含まず，チタン鉄鉱系酸

性火山岩（原山，1979）に相当する。一般に，チタン鉄鉱系酸性火山岩はFeに富むことで特徴す

げられる苦鉄質鉱物の斑晶を含む。殿村落結凝灰岩中の黒雲母・角閃石・輝石類はいずれもFeに

富み，濃飛流紋岩・笠ヶ岳流紋岩・匹見層群のそれらとよく似た組成を示している（第9図a，b，

C）。石原（1977）によれば花崗岩類におけるチタン鉄鉱系と磁鉄鉱系の差は生成時における酸素フ

ユガシティーの違いによるものとされ，両者の境界はほぼNi－NiOバッファー付近であるという。

チタン鉄鉱系酸性火山岩は花南岩類のチタン鉄鉱系に対応するもので，そのマグマ溜りにおける酸

素フユガシティーはかなり低かったと推定される。

鏡下の観察からみて平衡であった可能性のある鉱物組合あせについて，既に報告されている温度

計を適用すると第6表に示すような温度が得られる。二輝石温度計（WooD＆BANNO，1973）は

やや高い温度を与え，二長石温度計（STORMER，1975）は相対的に低い温度を与える。そして輝石
－チタン鉄鉱温度計（BISHOP，1980）の示す温度は低温から高温までかなりばらついている。一方，

斜長石一液温度計（KuDO＆WEII．L」、1970）は著しく高い温度を示す。輝石－チタン鉄鉱温度計に

ついては，チタン鉄鉱の産状によりその組成が鋭敏に変化することから，輝石と平衡状態にあった

ことが明瞭な結晶が急冷されないと平衡温度を求めることが困難である。ちなみに石基中に単独に

存在するチタン鉄鉱の結晶と輝石との組合わせは約500－600℃の極めて低い温度を与える。斜長石
ー液温度計の与える温度が異常に高いのはマグ

マの液相の組成としたガラスの組成が異常に

Na20に富んでいることと関連がある。おそ

らく本来斜長石と共存した液組成はガラスの組

成とは大きく異なっていた可能性があると思あ

れる。
一方，二長石温度計と二輝石温度計との差は

第6表　種々の温度計の与える平衡温度

l �7���ﾄ����806－813℃ 夫��(�T$�蒿����都8�｢�

2 ��ﾈ��&木�ｨ痔ｶb�721 �5D�$ﾔU(���都X�｢�

3 ����ﾃ�睦�1034 牝ｷT��｣��X��tVﾆﾈ�dﾈ���都��｢�

4 微���ﾄ鳴�632－914 �$�4�������塔��｢�
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R 

o　Hi ��

Hi 

K、SS 

第9図a　黒雲母

05

Fe／Mg→Fe＋Mn一

第9図b　角閃石

CaM ��CaFe ��

Hjo 000＿＿JLO＿ Hi 

Mg �� 杷R�

第9図C　輝石

N：濃飛流紋岩・笠ヶ岳流紋岩（原山，1979a）

Hi：匹見層群（今岡・村上，1979）

T：田万川層群（今岡・村上，1979）

R：領豪語花崗岩（KANlSAWA，1975，蟹沢，1976a）

K，SS：北上山地，山陰一白川帯花崗岩（蟹沢，1976a，b）
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An

第10図　長石およびノルム長石の組成

両者の方法による系統的な差である可能性もある

が　カリ長石と輝石類が共存していたことを示す

積極的な証拠がないため，マグマ溜りにおいてカ

リ長石一斜長石（An30）と斜方輝石一単斜輝石が

各々別に条件の異なる場で平衡関係にあったこと

を示すとも考えられる。このことは斜長石におい

て包有結晶・リム組成とコア組成，及び累帯構造

に差のある2つのタイプが識別されること（第10

図）とも調和する。すなわち，マグマ溜りの上部

の揮発性成分の濃果しやすいより低温の部分では石

英＋斜長石（An50－30）＋黒雲母＋チタン鉄鉱＋

斜方輝石＋（角閃石）の斑品組合わせになってい

たのに対してマグマ溜り　のより下部では斜長石

（An70－An37）＋斜方輝石＋単斜輝石＋イルメ

Qz　　　K（　　　PI　　　　　Bt　　　Am　　　Opx　　　Cpx　　　Ie 

発 ��I l 僊n30十　日． ��
泡 � 白������

I　　　　　　　　　　　I 

I　　　　　　　　　　　　　I 

Il II 僊n3，＿．n，。　　l 

第11図　火砕流発泡時のマグマ溜り中における各斑晶鉱物の品出状況

ナイトの組合わせが安定であったと推定される（第11図）。こうした斑晶鉱物の組合わせの異なる部

分はマグマの発泡一噴出一流走の過程で混合されたのであろう。このようにマグマ溜りに上下方

向の斑晶鉱物組合わせや組成の異なる状態が推定された例は阿蘇（LIPMAN，1967），尾鈴山酸性岩

（中田，1978），笠ヶ岳流紋岩（原山，1979），Bandelier tuff（S＼lJm＆B用品▼，1966　S＼IIT11．19

79），Paintbrush Tuff（LIl〕mN et al，1966），Craterlake（WITHAM烏，1942），Bishop tuff

（H旧）RETH，1979）など多数報告されており，おそらく酸性火砕流を形成するようなマグマ溜りに

おいては普遍的な現象であると考えられる。
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Note on the Tonomura Welded Tuff，CentralJapan．

－A Study of the LatestCretaceous Pyroclastic flow Magma－

Y．KASAHARA and S．HARAYAMA

Abstract

The Tonomura welded Tuffis one of the pyroclastic flow depositesin the Oamamiyama Group，Whi－

Chisincludedinlate Cretaceous voIcanic rocks．Stratigraphic succesion of the memberis as follows．

Succession 磐��ﾗVﾘ��F�6ｶ觚78�木�｢�

AkegataniweldedTuff �3���ｲ�3��

Miyadanigawa　Formation 

Tonomura　welded　Tuff 

SankyLlnOtakiRhyolite ��c��

Kashihara　Tuff �3���

MiyajiCongromerate 鼎��

Wada　Breccia �3��

Basement Rocks（Paleozoic sediments，Funatsu Granitic Rocks and Tetori Group）

The Tonomura rhyolitic welded tuffis composed of phenocryst of quartz，plagioclase，Sanidine，ferrohy－

persthene，biotite，ilmenite，ferroaugite，ferro－edenitic hornblende（rare）and accessoryminerals（allanite，Zi－

rcon，apatite）which are setinawelded and nondevitrified glass shards（sio275％±）．

The rockis characterized byiron－rich mafic minerals andlack of magnetite，andis a typical one

Ofilmenite－Series acid voIcanic rocks（HARAYAMA，1979）which correlated toilmenite－Series granitoids

（IsHIHARA，1975）。

Phenocryst mineralogy and chemistry suggest that there are two differentphenocrystassemblagesin

a magma chamber before eruption．

These assemblages are as following：

A：plagioclase（An　55－30）＋quartz　＋sanidine（Or73－68）＋biotite（Fe－rich species）＋（ferrohyp－

ersthene）＋ilmenite（ferro－edenitic hornblende）

Plagioclaseis moderately zoned and sometimes encIoses biotite andilmenite．

B：plagioclase（An　70－37）＋ferrohypersthene＋ferroaugite＋ilmenite．

Plagioclase has a patchyzonedcore andenclases ferrohypersthene，ferroaugite andilmenite．

Assemblage Ais probabIy situatedin volatile　－enriched roof zone of magma chamber and assemb－

lage B occupiedlower part of magma chamber．

As the result of mixing through proceses of eruption and outflow of vesiculated magma，the Tonomu－

ra rhyolitic welded tuff has various phenocrysts derived from A and B assemblages．
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図版説明

1．大雨見山山地（点線は殿村落結凝灰岩の分布地域）：丹生川村十二ヶ岳より西方を挑む

2．殿村落結凝灰岩層の露頭（吉城郡国庸町殿村北東漆谷奥，海抜910m）

3．殿村落結凝灰岩の偏光顕微鏡写真（平行ポーラー）図の下の黒線は1mmの長さを示す

4．殿村落結凝灰岩の偏光顕微鏡写真（直交ポーラー）
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