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地球化学標準試料 JB… 1の化学分析(1)

早 田 常 盤 (ロカロ高 )

ユ  は じめ に

一昨年来,EDTA滴 定法による岩石の定量

分析に取り組んできたが,標準試料 JB-1

(佐世保妙観寺峠産 :チ タン輝石カンラン石玄

武岩 Titanaugite一 olivinebasaltの

粉末 split6)が 入手でき,そ の分析に一応

の成果を得たので, ここに発表し,諸氏のご批

半Jと ご指導をお願いしたい。

標準試料 JB-1お よび関係文献をご恵送下

さった地質調査所の安藤厚技官に深 く感謝いた

します。

2 試  料

電気乾燥器により110℃ で 2時間乾燥した

粉末試料をデシケーター中に放冷後,直示天秤

にてその 0.5′ ～ 1′ を正確に秤量する。

(1)試 料 A:Si 02用  前述の乾燥粉末試料

(2)試料 B:A1203,F e2 03,MgO,CaO,

全 Fe用 試料Aで S i 02を 分離した濾液を

全容 250π′にしたもの。

(3)試 料 C:Fe用 前述の乾燥粉末試料

(4)試 料D:MnO用  前述の乾燥粉末試料を

杉崎 0田中 (19
HClで処理した

粉末試料をポリ

71)の 方法により弗酸・

もの。

ビー カー に と

で湿 し,弗酸 10π′, 6NHC

加え,水蒸気浴にて蒸発乾固を

全容を 100π′とした もの。

5 分析法の概要

(1)S i 02の 定量 (重量法 )

通常の Na2 C03溶 融による重量法。で,蒸

発乾固を 2回おこな う。 Na2 C03溶 融後の

融成物をHClに て溶解す る際,H202(30%)

5πイを加えまた蒸発乾固のときに飽和臭素水

5π′を加えて,濾液中のF e2すをF e3ちこ酸ィヒ

してお く。

(2)A1203,Fe2 03の 定量 (EDTA滴 定法 )

杉崎・田中 (1971)の 方法に よるCu■PAN

を指示薬 とした EDTA滴 定法で定量す る。

(3)FeOの定量 (KMn04滴 定法 )

粉末試料を白金 ルッボに とり,少量の水で

湿 しH2S04(1+1)5π ′,弗酸 5π′を加

え,加熱 ・沸騰 させ試料を分解す る。煮沸 し

C02を 追いだして冷やした蒸溜水 250%′ を

ビーカーに とり, これにH2S04(1+1)20π′

り,少量の水

1  10π′を

2回 お こない
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飽和 ホウ酸液 20π′を入れ てあ らかじめ用意

してお く。加熱・沸騰 させ分解 した試料 をル

ツボごと,用意 された ビーカーに入れ直 ちに

0.lN KMn04液 にて攪半Jし なが ら滴定す

る。

(4)MnOの定量 (比色法 )

1)試水液 10π′を蒸発皿に分取 し,蒸発乾

固を 2回 お こな う。

2)少量の水,H2S04(6N)5%′ を加え,

砂皿上にて加熱 し,S03の 自煙をださせる。

3)熱水 10π′を加え内容物を湿 し,さ らに

Ag N03(0。 3%)10%′ をカロえる。 この

時多量の沈澱があれば濾過す る。

4)3)の 液を 100%′三角 フラスコに移 し,

H2S04(6N)18π ′,H3P042π ′お

よび水を加えて約 50π′とし, さらに過 ヨ

ウ素酸 カリウム o。 3′ を加えて「湯せんな

べ」にて 30分間沸騰 させ発色 させ る。

5)冷却後, 50%′ メスフラスコに移し,水

を標線まで加え空試験液を対照にし530

mμ にて吸光度をはか る。あ らか じめMnO

標準液を用いて同様の方法で処理 し作製 し

た検量線により,Mno量 を求める。

(5)MgOの 定量 (EDTA滴 定法 )

杉山・田中 (1971)の 方法により

Mg OttC a O+MnOを ドータイ トTPCを 指

地 球 イヒ学標 準 試 料

示薬 としたEDTA滴 定法で求め,こ れ より

前述(4)の 比色法によったMnOお よび次の(6)

の EDTA滴 定法によって定量 した CaOの

量 を差 し引 きMgOを 求める。

(6)CaOの 定量 (EDTA滴 定法 )

。杉崎 。田中 (1971)の 方法による ドー

タイ トNN希釈粉末を指示薬 としたEDTA

滴定法で定量す る。

(7)全 Feの 定量 (EDTA滴 定法 )

酸イヒ鉄 を Fe2 03と して,杉崎。田中 (1971)

の方法によるバ リア ミンブルー Bを 指示薬 と

した EDTA滴 定法により求める。

4 分析結果

AndOほ か (1971)に よる,Arithmetic

mean(%つ は Si02 52。 18%, A1203

14.51%, Fe2 03 2。 30%, Fe0 6.06%,

Mn0 0.16%, Mg0 7.67%, Ca0 9。 21

%,全 Fe(as Fe2 03)9・ 07%で ある。

このことより,EDTA滴 定法を主 としたこの

種の分析方法および結果は,一応満足すべきも

のと考えられる。

5 ま と め

今後比色法によるTi 02・ P205,炎光光度法

またはEDTA滴 定法によるNa2 0° K20成分

についてさらに研究を続けていきたい。

JB-1分 析 表

試 料 成 分 試 料 別 含 有 量 (%) 平均 値
(%)

A S i 02 :致8::数

'::ケ

3,:致:::争:3(10) 52.19

B
(A-250%′ )

A12 03 14.83  14.39  14.55  14.17  14.75    (5 ) 14.54

(  〃   )
Fe2 03 2.47         ~  (5) 2.47

C Fe O 5。 92    6.00    6。 07    5。 9 1    6.0 1    (5 ) 5。98
D

(100π′溶液 )
Mn O 0。 41  0。 19  0.15  0。 14  0。 16 (5) 0.16

B
(A-250π′)

Mg O 7.63  7.76  7.78  7。 39  7.66  (5) 7。 64
〃

〃
Ca 0 9。 33    9。 07    9◆ 12    9.21    9。 14    (5) 9.17

〃

〃

全:Fe
(as Fe2 03) 9。 15  9.01  9。 25  9。 01  9。 20  (5) 9。 12

(注 )F e2 03は , 5試料の全 Fe,F e2 03の 平均値より算出した もの。
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