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*
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竹  下 壽

Occurrence of hornblende in felsic andesites estilnated by the thermal experilnents

一 with special reference to lUnzen volcano一

Hisashi TAKESIIITA

Abstract

Occurrence of hornblende in felsic andesites,rrlainly,from Unzen volcano,can be class―

ified into six modes,each of which is discussed by the results of thermal experirrlents on

hornblende under atmospheric pressure。

キー・ワー ド:角 閃石の酸化,酸化角閃石の酸化度・角閃石の解離 (オ パサイ ト化)・ オパサイ ト

の結晶化

1.は じめに

雲仙普賢岳の活動が始まって,長崎県地学会

員の人々と島原半島を訪れる機会を得た。1991

年11月 下旬には八木健三北大名誉教授を迎え,

田島俊彦教諭 (当 時)の案内で,雲仙火山とそ

の周辺を観察することができた。25年前の1968

年当時の八木教授には,北大で角閃石の加熱実

験で指導いただいたこともあって, とくに雲仙

火山に多い角閃石の産状に注目した。別府一島

原地溝 (松本,1979)を提唱し,ま た角閃石に

よって特長付けられた九重火山に造詣の深い松

本径夫山口大名誉教授が一緒であった。角閃石

の産状を実験岩石学の結果と照合検討するには

よい機会であった。雲仙火山は地溝の西端にあ

り,角閃石がときに石基にいたるまで存在する

点が九重火山の場合 (松本,1983, p.30)と

多少異なり,今回活動の雲仙火山では角閃石の

生成が非常に活発であることを示唆している。

本火山をよき規範として,その角閃石の産状に

よって熔岩
**の

経歴を述べたいと思う。

2.角 閃石の加熱実験とその結果の概要

角閃石の酸化実験を行なった1968年の頃,北

大鉱物学教室では角閃石の加熱実験が活発に行

なわれていた。角閃石の古典的な熱実験は,八

木健三教授の師であった神津椒祐東北大学教授

ほか,に よって1929年 に行なわれた。その結果

は :

(1)明灰色の普通角閃石安山岩 (三瓶山)は

加熱するにつれて,淡赤褐色の酸化角閃

石
*安

山岩に変化する。後者は熔岩円頂丘

の外側に見出さる酸化角閃石安山岩と同じ

色を呈する。

(2)褐 色普通角閃石は加熱によって,ほぼ

750℃ で暗赤褐色の酸化角閃石に変り,急

激に光学定数の変化がおこる。

(3)多孔質の火山弾中の緑色普通角閃石もほ

ぼ750℃で同様の色の酸化角閃石に変る。

* 長崎県地学会において発表 (平 成 5年 6月 27日 )。 ** 補遺参照

* 当時,玄武角閃石 とよばれていた。
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加熱実験的にみた珪長質火山岩類における角閃石の産状

以上の結果から,普通角閃石から酸化角閃石

に変 る温度を大気圧下でほぼ750°Cである, と

した (KOzu et al。 ,1929)。

私が指導を受けた頃の実験では,角閃石 (S

-5,Table l)結 晶片を200メ ッシュ以下の

粉末とし,試料に付着 した水蒸気と酸素を除き

つつ窒素気流を通 じて行なったので,神津の実

験の場合に比べて酸化がおこりに くい条件で

あった。少な くとも,酸素分圧 P。 2は 0・ 2atm。

よりもはるかに低からたはずである。この条件

で,私 の場合,次のような変化が認め られた

(Fig。 la～ f):
I)740～ 800℃付近で酸化角閃石に変化

(Takeshita MS,1972;竹 下,1992)し たこ

とが光学的測定によって判定された。

Ⅲ)1040℃ ,18時間の加熱で角閃石のほか単斜

輝石 0磁鉄鉱が通常のX線回折図上にあらわれ

た (Fig。 ld)。

Ⅲ)1070℃以上になると 5時間で分解するにい

たった。その加熱時間を18時 間にすると,角 閃

石は消失 し磁鉄鉱・赤鉄鉱・単斜輝石のみが検

出された。これはオパサイ ト化に相当する。

以上の I)Ⅱ )Ⅲ )を順に追 って顕微鏡下で

の多色性 (Table 2),複屈折性な どの特長を

とらえたので, これを今回の野外試料と比較対

応させた。実験では Fig。 2に示すように,740

Table l  Chemical analyses and
atomic  ratio of hornblende,NoeS-5
(Analyst:K.Ishibashi)

表  1 角閃石 NooS-5の 化学組成およ

び原子比 (石 橋 澄 分析 )

S-5

38。 09
1。 80

19。 78
3.66
5。 80
0。 09

14。 13
12.38
2。 33
0。 33
0。 01
1。 52
0。 02

Atomic ratio
(0+H=24)
Si      5.55
Ti      O.20
AlV1   2.45
AllV    O。 94
Fe3●     0.40
Fe2●     0.70
Mn      O。 01
Mg      3。 08
ca      l。 93
Na      O。 65
K       O.06
oH      l.46
0     22.53

～800℃ で鉄酸化比Fe3+/(Fe2+十 Fe3+)が

0.90に達し,①最大屈折率が著しく増大するに

つれて②複屈折が飛躍的に大きくなり (Fig。

2),③消光角σZはゼロに近づく。④多色性も

顕著でZ吸収は大きく橙～赤が増し,X吸収は

かえって低下し褪せた黄色となる (Table 2)。

Amphibole

131

151.221
330
131

061

400。  350
351
171。 112
042. 242
332. 132
351
222

Number

Si02
T102
A1203
Fe2 03

FeO
MnO
MgO
Ca0
Na20
K20
P205
H20 +
H20 ~

Fig.■  Ж―ray diffractonheter pattern of

hornb■ ende′ NooS-5.

a)BefOre the run

b)―  f)Heated after every runse

The pattern3 0f hOrnb■ ende are ma■ntained

before the run to the run′ 960 ℃ ′unti■ the

decomposition occurred at ■040℃ e

Am; amphibo■e(角 閃 石 ) Mt,magnetite(磁 鉄 鉱 )

cpЖ F c■ inopyroЖene( 単 斜 輝 石 )

Hm=hematite ( 赤 鉄 鉱 ).

図  1 角閃石 No.S-5の X線 回折図

a)加 熱前 ,  b)～ f)加熱後
Total 99。 94
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Fig.2  Variation of refractive indices and oЖ idatiOn

ratio′ fe3●  = Fe3● / (Fe3●  + Fe2● )′ with raise of

図 2 温度の上昇にともなう屈折率 と鐵酸化比の変化

Tab■e 2   P■ eochroism of the hornb■ ende′ NooS-5′ before and after runs・
表  2 角閃石 No.S-5の 加熱前 と加熱後の多色性
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run     X=■ ight ye■■ow           Y=brownish ye■■ow
520 K3   ■ight greenish ye■ ■ow    greenish brown
700      ■ight greenish ye■ ■ow    greenish brown
800      pa■ e ye■■ow              orange brown
870      pa■e ye■■ow              ye■ ■owish brown
960      pa■e orange ye■■ow       ye■■ow■sh brown

■040      pa■e orange ye■■ow      ye■ ■owish brown
■050      pa■e orange ye■■ow      ye■ ■owish brown

Z= greenish brown
green■ sh brown
green■ sh brom
orange brown
Orange brOwn
orange brown
orange brown
reddish brown

拿 The therma■  eЖperiment of hornb■ ende was carried out by the writer at Hokkaido
un■v.under the gu■ dance of K.Yagi.

①～④を顕微鏡下で酸化角閃石を特定する基準

とした。

3.雲仙岳火山岩類における角閃石の産出状態

(1)雲仙普賢岳1991年熔岩 :1991年 5月 下旬 ,

連日のように普賢岳の火砕流の発生が報 じられ

た。九大地震観測所太田一也所長が,下方から

突き上げられ割れた熔岩 ドームを説明する写真

(朝 日5/22'91)が掲載されたが,自重のみ

でな く,そ の内部に一体どの くらいの力がか

かっていたのであろうか。熔岩内部では800℃

を下 らない温度であろう (「 ドームの亀裂から

赤々と顔をのぞかせた熔岩, 5/23,19:30朝

日新聞社本ネ土ヘリから」という記事から判断)。

その後,田島俊彦氏 *に よって熱い状態で採集

された火砕流堆積物中の熔岩岩片 (普通輝石シ

ソ輝石黒雲母石英角閃石安山岩)の薄片を観察

した。その角閃石にはオパサイ ト縁がみられな

い褐色普通角閃石で熱実験の結果からは予想に

反するものであった。 しかし造岩鉱物を浸液法

で検するために粉末を観察していたところ,多

数の普通角閃石粒の中にはオパサイ ト縁のない

まま酸化角閃石に移化する粒があるのを見いだ

した (Table 3,NQ l, Fig。 3)。 本熔岩にお

いては石基中に斜方・単斜両輝石のほかに角閃

石が見出される (Table 4,No l)。

(2)雲仙普賢岳火山弾 :岩石名は熔岩と同じ。

まず田島俊彦氏によって赤松谷から一見牛糞状

にみえる (田 島氏によると,落下する間に表面

からはがれていくので, もとの表面を示すこと

はないだろうという)直径約30cmの 火山弾 (み

かけの比重 1。 8)に は,発泡による丸い孔隙が

多く,黒雲母は熔岩の場合にくらべてはるかに

多い。そのなかの角閃石のZ軸色は褐緑色を呈

* 松本径夫教授 (当 時 )・ 宮地六美九大教授が同行 された。
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加熱実験的にみた珪長質火山岩類における角閃石の産状

Tab■ e 5  0ptica■  properties of hornb■ende in the Unzen―Fukendake andesites and ash

表  3 雲仙普賢岳安山岩類お よび火山灰 中の角閃石類 の光学的性質 (屈 折率 。光軸角・

消光角・ 吸収色 )

1.Fukendake lava block   2.Fukendake bomb, Akamatudani  3.Pumice Fall,Senbugi,6/11/91
4.Shinyake 1792 1ava     5。 Ash fall during July tO November from Nita― toge and other
several places.
拿OxyhOrnblende  without opacite rim.   3拿 OxyhOrnb■ende with thic opacite rims

Fig.3  Amphibo■ e grains′ showing common
hornb■ ende (n2く (■・ 682)′ abrupt■ y changing
to oxyhornb■ende(hatched area′ nl)>■ .682).
a)Edge of a ■ava b■ ock from Fuken― dake

葬職

Number 4            5

Occurrence         Lava          Bomb         Pum■ ce            Lava        Ash

ReFractive indices of hornb■ ende

Q

β

V
2V(― )

C^Z
X

Y
Z

1。 660

1.675

1。 686

68-770
10-12°

light brown

brown

1。 659

1。 677-1.678
1。 688

66-77。

15°

straw yellow

brown■ sh green
green■ sh brown

le658
1。 677-1.678

1。 688

63-710

18-230

light ye1low
greenish ye■ low

brown■ sh green

1。 661

1。 675

1.689

72-83°

25。

pale brown

brown

1.665-1.668
1.686-1.690

1。 698-1。 699

66-72°
,  10-130

light yellow
green■ sh brown

deep brown

Refractive indices of oxyhOrnb■ ende

Q

β

Y
2V(― )

C^Z
X/

Z/

1.673 8

1。 735

1。 752

75。

0。

pale yellow

reddish brown

found
pale yellow38

reddish brown

1。 670-1.673
1。 734-1。 738

1。 752-1.753

85-880

00

pale brown

reddish brown
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下

l。 O mm
Fig.4  Both amphibo■ es rimmed by opacite=

i a)COmmon hornb■ ende(Chb)in Shinyake ( 新 焼 )■ava.

The prismatic hornb■ ende in the center g■ Ves

Ob■ique eЖ tinctin′ c^z/ =■ 59. P■ agioc■ase(P■ )′

An43′ in the bu■ k core with thin sodic ■abradorite

rim′ An5■ 。 Sma■■ rods of both c■ ino― and ortho―

pyroxenes  are present in the groundmass。

b)OXyhOrnb■ ende in Aonoyama (青 野 山 ) andeSite′

Tsuwano (津 和 野 )′ Shimane prefecture.

図  4  オパ サ イ トにか こまれ た二 種 類 の角 閃石

a)新焼 熔 岩 中 の普 通 角 閃石 ′Chb― Op′ 斜 消 光 を示 す 。

b)青 野 山安 山岩 中 の 酸化 角 閃石 ′OЖ恥 ―Op.

する緑色普通角閃石である (Table 3,NQ 2)。   内核部には酸化角閃石がわずかに残る。オパサ

オパサイト縁はみられない。石基は(1)と 同様,  イトのまわりをその結晶化の進んだ繊細な斜方

斜方・単斜両輝石のほかに角閃石が見出される  輝石と少量の単斜輝石・微細な鉄鉱物の結晶集

(Table 4, No.2)。 合体が囲み,全体の結晶集合体は角閃石の仮像

(3)島原市北千本木 (キ タセンブギ)町の茶畑  を示すことがある (Figs.5&6)。

:1991年 6月 11日 に降下 した直径 1～ 10mの 軽   (5)普賢岳火山灰 :1992年 ,島原とその周辺 (天

石 (降下の日付は上折橋の居住者による,みか  草・大牟田等)に 居住する学生 (九州女子短大

けの比重0.7～ 1。 0松本採集)中の角 FAl石 は,熔  初等教育科)が採集 した火山灰試料についての

岩の ものに比べ軸色は緑色の傾向があり (Ta_  べる。Table 5に示すごとく,火山灰中の有色

ble 3,NQ 3),オ パサイ ト縁はみられない。 鉱物の計数の結果は,酸化角閃石が高い割合で

(4)新焼1792年熔岩 :6/2'91田 島俊彦採集。  含まれていることを示す。

普賢岳1991年熔岩の岩石名と同 じ。角閃石は褐   Table 3,No.5は火山灰中の角閃石の光学的性

色普通角閃石であるが,薄いオパサイ ト縁を有  質を綜合的に示す。その屈折率は熔岩 。火山弾

する (Fig。 4a)。 しか し普賢岳溶岩の角閃石  ・軽石質放出物中の角閃石の屈折率に比 し高い。

と同様の光学的性質を示す (Table 3,NQ 4)。   火山灰中では酸化角閃石はオパサイ ト縁をもた

本熔岩には石基角閃石がみられない点,普賢岳  ない ものが多い (Table 5)。 なかには普通角

熔岩やその火山放出物 と異なる (Table 4,M  閃石から酸化角閃石に変わる状態を示す粒がみ

3)。 新焼熔岩の別の部分では角閃石は少ない  られる (Fig。 3b)。 またダス トが多 く含まれ

かわりに,ほ とんど完全にオパサイ ト化され,  ている酸化角閃石 もみられる。
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加熱実験的にみた珪長質火山岩類における角閃石の産状

Table 4   Mineral ratio, Opx.: Cpx.: Hb : Opacite, in the groundmass of
the Unzen andesites

表  4 雲仙安山岩類の石基における Opx。 :Cpx.:Hb:Opacite鉱 物比

No.l  Fukendake No.2  Akamatudani No.3  Shinyake,1792
Nos.4 & 5 The 6/1l pumiCe fal■ , Kitasenbugi  No.6  Nita― Toge

Texture : Hyalo。 =hyalopilitic texture  lnte=intersertal textue

Coll。 (採 集者 )T:田 島俊彦 ,M:松 本征夫  A: 芦塚麗子

Opx: 斜方輝石   Cpx:単 斜輝石   Hb:角 閃石   Op:オ パサイ ト

4.角 閃石の産状の分類

前節の記載をまとめて角閃石の産状を次の如

く分類 した :

1.普通角閃石,オパサイ ト縁な し (C.Hb)
2.酸化角閃石,オパサイ ト縁な し (Oxyhb)

3.酸化角閃石,オパサイ ト縁あり

(Oxyhb― Op)

4.普通角閃石,オパサイ ト縁あり

(C.Hb■ Op)

5。 角閃石 がオパ サ イ トによ る仮像 とな る

(Op)

6.オパサイ トの結晶化がすすみ角閃石はこの

結晶 (輝石・鉄鉱物)の集合物による仮像を

示す (Pxo Mt)。

Table 6は上記の産出様式の雲仙火山における

状況を示す。

1(C.Hb)は 珪長質火山岩類ではもっとも

あリバ、れた存在である。 ドームの亀裂から灼熱

の赤さを覗かせていた1991年普賢岳熔岩に酸化

角閃石がないはずはない,と 実験の結果は示唆

する。 しか し, 6枚の薄片の検鏡の結果,角 閃

石はすべて普通角閃石であリオパサイ ト縁を有

しない。ところが孔隙のある縁の部分を粉末に

してみると,多 くの普通角閃石に混 じって, ま

れに酸化角閃石が見出され,そ の一部に普通角

閃石からあきらかにオパサイ ト縁をもたないま

まで,酸化角閃石に移化するものがみいだされ

たました (Fig。 3a)。

2(Oxyhb)の オパサイ ト縁のない酸化角

閃石は,角閃石を含有する雲仙火山噴出物では,

前節の(5)でのべたように火山灰を除いては, き

わめて稀な例である (Table 6)。 上記の普賢

2 3 4 5 6

Coll. T T T M M A

Date 6/2/91  6/2/91   6/2/91  6/11/91  6/11/91  7/22/92

Occurrence         Lava     Bomb     Lava   Pum■ ce   Pum■ce    Ash

Texture Int― Hyaloo Hyalo   Hyalo Hyalo

Counts  Number

Orthopyroxene (OpX)
Clinopyroxene (CpX)
Hornblende    (Hb)
Opacite       (Op)

30

18

11

0

23

8

2

0

35

8

0

16

9

4

25

11

6

41

10

11

7

Total 59     33      43      29       42       69
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竹   下     壽

Table 5  Mafic― mineral ratios in the Unzen― Fukendake volcanic ash, fallen

from 」uly to Nove,1992, co■ lected from Shimabara and its environs。

表 5 雲 仙 一普 賢 岳 火 山 灰 ,1992年 7月 ～ 11降 下 ,島原 お よび そ の周 辺 地 区 よ り集 む

Date  1992 Aug.5        Novell      Aug.28     July 22     July 20

Locality Amakusal)    Amakusa2)   Ohmuta率 3)  Nita― Pass4) shimabara5)

Coll Iwamoto,K.    Urata,M.   Noda,S.    Ashizuka,Re  Mine, Y.

Mafic minerals Counts and proportion in per cent

Hornblende   瑳蒙員重チ≒FA5 75

0xyhornb■ ende酸 化 角 閃 石

Opacite    オ ノヽ サ イ ト

Clinopyroxene単 斜 輝 石

Orthopyroxene斜 方 輝 石

Biotite   黒 雲 母

Ore mineral  鐵 鉱 物

21  26
28  35

8  10
3   3
6   7
4   5
10  12

10  13
15  20

7   9

29  68
3   4

11  14

30  29
55  34

5   4

5   4

7   6
10   9
11  10

34  34
18  18

3   5
7   7

21  21

2   2
15  15

74  37

57  28

13   6

31  15
10  5
15   7

80 100。 0 75 100。 0   103 100。 1 100 100。 0   200 100。 0

1)天草五和町  2)天 草有明町  拿3)大
牟 田市三川坑付近 ,fragments of carbonaceous

shale are contained.4)仁 田峠  5)島 原市新 山

Tab■ e 6  0ccurrence of hornb■ ende′ observed in the effusive rock3 0f UnZen and others.

表  6 雲 仙 そ の他 の噴 出岩 類 にお け る角 閃石 の産 出状 態

Occurrence
No.  Symbo■

Unzen― Fukendake ■99■―■993

■ava8  bomb・  ejecta(■ api■■i)33 aSh8

shin―yake

■ava' 1792

Futsu(布 津 )LaVas

(Tajima′   1993)

1. C.Hb ◎ ◎ ◎ ○ ◎

2 。 OЖyhb rare                         O

3 . OЖyhb-Op △ △ 〇

4. C.Hb-Op ◎ ◎

5。  Op ○ ○

6。  PЖ…Mt △

3 Co■ ■ected by TaJima (6/2′  6/■ ■′ ■99■ )  奪拿 CO■■ected by Matsumoto (6/1■ ′ ■99■ )

・・ 8 Co■■ected by students from the areas of Shimabara′  Amakusa′  and Ohmuta.
◎  , Very COmmon      o F moderate■y abundant      △  F  not so abundant

工■■ustration:

l e CommOn hOrnb■ ende without opacite rim(普 通 角 閃石 ,オ パ サ イ ト縁 な し )

2.OЖyhornb■ende without opacite rim  (酸 化 角 閃石 ,オ パサ イ ト縁 な し )

3. OЖ yhornb■ende w■ th opac■ te r■m and/or carrying opacュte dust in the core

(酸 化 角 閃石 ,オ パ サ イ ト縁 あ り,そ して/ま たは コア中 に オ パサ イ トダ ス トを包 有 す る )

4。  COmmon hornb■ende with opacite rim and/Or carrying opacite dust in the core

(普 通 角 閃石 ,オ パ サ イ ト縁 あ り,そ して/ま たは コア中 にオ パサ イ トダス トを包 有 す る )

5。 Opacite ghost after hornb■ ende(角 閃石 後 の オパ サ イ ト仮 晶 )

6. PyrOxene― magnetite crysta■  aggregate whose crysta■■ization has progressed from
opacitee when opacite is remained′ the symbo■  "Op― PЖ―Mt" is used.

(輝 石 ―磁鐵 鉱結 晶 集 合体 ,結 晶作 用 は オパサ イ トか ら進展 した もの ,オ パサ イ トが残 って

い る ときは  'Op― PЖ―Mt"の 記 号 が 用 い られ る )
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加熱実験的にみた珪長質火山岩類における角閃石の産状

:P Omm

岳熔岩の限られた縁辺にみ られたオパサイ ト縁

のない酸化角閃石が然 りである。

Table 6に は田島俊彦調査の雲仙岳南東側に

発達する布津火山岩類 (田 島,未発表)の角閃

石の産状 も加えてあるが, このなかには本項 目

(Oxyhb)に 該当する例はみあたらなかった。

3(Oxyhb― Op):オ パサイ ト縁を もつ酸

化角閃石は安山岩類にはもっとも一般的な産状

であるが,普賢岳熔岩では,今回は観察できな

か った。角閃石の加熱実験 に先鞭 をつ けた

Kozu et al.(1929)の 三瓶円頂丘熔岩中の酸

化角閃石 (原文は玄武角閃石)についてはオパ

サイ ト縁の有無の記載はな く,ま た付図の顕微

鏡写真にもはっきりみえないので,雲仙・三瓶

と同系統の島根県青野山の灰赤色岩中の酸化角

閃石のまわ りの薄いオパサイ トの例を示 した

(Fig。 4b)。 なお普賢岳火山灰中では,酸化

角閃石は一般にはオパサイ ト縁を有 しないが ,

内部にダス トをバヽ くむことは多い。 これは1040

～1050℃の角閃石加熱実験生成物の顕微鏡下の

観察と一致する。

Fig.5  Both pseudomorphous amphibo■ esF

a)COmp■ ete■y opacitized′ with re■ict oxyhornb■ ende(oЖhb)
CrF groundmass  CF CaVity  P■ F p■agioc■ase

b)Fibrous pyroЖ ene (■arge■y orthorhombic pyroЖ ene)
surrounding opacite(dark portion).

図  5 二種類 の角 閃石仮像 (Op)&(Op― PЖ―Mt)
a)オ パサイ ト化 された角閃石 ,酸化角閃石 の痕跡 を有す る
b)オ パサ イ トを囲む繊維状 の輝石 (大 部分斜方輝石 )

4(C.Hb― Op):オ パサイ ト縁に囲まれた

普通角閃石は新焼熔岩にみられる。オパサイ ト

は角閃石の熱分解生成物であるが (Fig。 lf),

分解前の段階が酸化角閃石である。熱実験では

1040℃ で単斜輝石と鉄鉱物 (磁鉄鉱)を分離す

ることが (Fig。 ld),X線 回折図か ら判断 さ

れる。その生成物は結晶内部にダス トとして包

有された状態となり天然ではこのダス トは結晶

の表層部に集まるようである。熱分解はもっと

高い温度,1050℃以上では分解が急速に進む。

新焼熔岩の場合一旦は酸化角閃石となり,そ の

際まわりにオパサイ トを生 じたのであろう。普

賢岳熔岩には, この例はみられなかった。この

場合,酸化角閃石から普通角閃石に戻る, とい

う表現があてはまるように思われる。

本例は北九州玄武岩などの苦鉄質火山岩類に

は度々みられる。

5(Op):角 閃石の全体がオパサイ トによっ

ておきかえら
・
れた例は新焼熔岩の一部にみられ

た (Fig.5a)。 鉱物組み合わせの うえでは石

基をのぞいては (Table 4),普賢岳熔岩 とあ
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まり異ならない新焼熔岩における角閃石の産状

としては高温度を示唆する点で意義がある。 こ

の産状は 4と 同様に安山岩質火山岩に多い。

6(Px―Mt):こ れはオパサイ トの結晶化

の進んだ状態を示す。新焼熔岩の一部に, この

結晶化がみられる。角閃石の晶出の条件が無 く

なり,苦鉄鉱物として輝石や鉄鉱物がオパサイ

トの存在する位置に固相か ら晶出したものであ

る。 この場合結晶集合物は繊細な斜方輝石の東

状の集合物を主とする形で現れ,角 閃石の形態

を受け継いでいる (Fig。 5b)。 これはオパサ

イ トが角閃石の仮像を示すのと同様である。ゆ

えに角閃石の産状の末尾に 6番 目の項目を設け

て角閃石が存在 したという絆を残 したい。

5。 酸化角閃石

普通角閃石にもいろいろな酸化の段階がある。

「酸化角閃石 とはなにか」はここであらためて

認識 してお く必要 があ る。酸化角 閃石 は,

Tomita(1965),ま た山口 (1968)に よ って

それぞれ異なる方法で同じ結論に達 した。それ

によると800～ 950℃ ,12時間の加熱で生 じた酸

化角閃石は「単斜輝石と単斜角閃石との 2つ の

格子の組み合わせ」か らなる, ということであ

る。そして1000℃以上,十分な時間で加熱 した

角閃石には分解がおこったことがX線回折図に

よって示された。 このことから酸化角閃石の安

定 した温度範囲の存在が推測される。そ して「普

通角閃石 として格子中にFe3+ィ ォ ンをどの程

度まで受け入れ得 るか」,に論点がある。 2節

で述べたごとく740～ 800℃付近で光学的性質が

急変するのに対応する化学組成の限界は,以下

に示すごとく,

fe3+=Fe3+/(Fe3+十 Fe2+)≧ 0。 9

となる。酸化比と呼んだ fe3+の 算出例を普通

角閃石と酸化角閃石の化学組成の実例か ら掲げ

る :

S-5(Table l)Corrlrrlon hornblende in

gabbro.

(Na0 65K0 06)0 71Ca1 93(Mg3 08

Fe2+0 70Mn0 01)349

(Fe3+0 40Ti0 20A10 94)1 54(A12 45

Si5 55)800

(022530H1 46)2399,(fe3+=0.36)

578192 B  CorrlinOn hornblende

(megacrySt)in mafic andesite:

(Na0 64K0 07)0 71Ca1 91(Mg3 23

Fe2+0 44Mn0 01)368

(Fe3+0 65Ti0 16A10 81)1 62(A1239

Si5 61)800

(022530H1 37)2390,(fe3+=0.60)

S-5は 普通輝石角閃石灰長石斑糖岩中の角閃

石で本加熱実験試料,その最初のFeO+Fe203

は9.46 wt.% 800℃ に加 熱後 に は, FeO=
1。 Owte%と な り,光学 的 に は酸 化 角 閃石 と

な った。その酸化比 は0.90と なる。 したが って、

fe3+=0.36か らの加熱後 には,酸化角閃石 とし

ての化学式 :

(Na0 65K0 06)0 7iCa1 93(Mg3 08

Fe2+0 10Mn。 01)319

(Fe3+0 65Ti0 20A10 94)1 75(A12 45

Si5 55)800

(023 120H0 88)24 00,(fe3+=0.90)

を得 る。 S-5は ,北部 フォッサマグナ地域柵

累層中の火山放出物中か ら産出 した斑糖岩 ,No。

578192Bは 普通輝石 シソ輝石普通角閃石灰長石

～曹灰長石安山岩中のゼ ノクリス ト。いずれ も

長野市西方の火山岩類か らの産 出 (Takeshita,

1974;石橋 澄分析 ,Table l)。

次の例 3,4は Tomita(1962)に よる :

3 :(Na0 58K0 06)0 61 Ca1 68(Mg3 24

Fe2+0 56NIn9 02)3 82

(Fe3+0 30Ti0 30Al1 02)1 62(A1200

Si6 00)800

(022 900Hl 10)21 00,(fe3+=0.35)

4 :(Na0 70K0 03)0 73Ca1 83(Mg3 10

Fe2+0 07Mn0 02)319

(Fe3+0 79Ti0 32A10 70)1 81(A12 48

Si5 52)800

(024000H000)2400,(fe3+=0.92)

3, 4は 北部 フ ォッサマ グナ南部 に位置す る

八 ヶ岳南西山麓の信濃境の韮崎泥流中の安山岩

中に産す るメガク リス ト, 3は普通角閃石, 4

は酸化角閃石。

下竹
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加熱実験的にみた珪長質火山岩類における角閃石の産状

Tab■ e 7  Equiribrium coefficient′ κ p′  degree of dissociation′ α ′

and oЖygen partia■  pressure′ P。 2.under atmospheric  pressure′
■n the dissoc■ ation equation, 2H20~→ 2H2+02

表  7 2H20→ 2H2+02 の 解 離 平 衡 定 数 ,κ p′  解 離 度 ,α ,お よ び

大 気 圧 下 で の 酸 素 分 圧 ,P。 2,温度 は ケ ル ビ ン温 度

以上のように分析例は,酸化角閃石の限界 ,

Fe3+/(Fe3++Fe2+)≧ 0.90が ,実験 (Fig。

2)と 調和することを示 している。

6◆ 普通角閃石と酸化角閃石との共存する条件

この産 出例 は存在 しないといわれている
*

(地学辞典Ⅱ,古今書院, p.176,1973)。 普

賢岳熔岩 (1991年 5月 28日 火砕流堆積物中の熔

岩ブロック)中 には,その孔隙の縁に接する部

分に酸化角閃石が存在することは前述 したとお

りである。角閃石結晶の主要部分は普通種であ

るが一端は橙褐色の酸化角閃石 (Fig。 3)と なっ

ている。酸化角閃石の生成は近似的には全圧 1

atm.下,すなわち酸素分圧 としては0.2atm

であったと見なされよう。そうするとし外部と

遮断された内部では,閉 じ込められた火山ガス

(90%以上は水蒸気)だ けの圧力となる。内部

の酸化の要因としては,水蒸気の解離による酸

素ガスがある。外界か らの酸素の圧力の方が大

きいので,酸化は外か ら内に向かって進むであ

ろう。それが角閃石一つの粒の一端にみられた

境界であろうか。境界が外から内に向かって進

む。 P。 2=0。 2atm。 と内部の水蒸気の解離に

よるP。 2と の競合がおこなわれることによって ,

他の多 く熔岩にみ られるように, ここか ら酸化

が内部に浸透 していくところであったが,それ

が例えば崩落等の原因で表面の孔隙周辺のみで

ス トップして しまったものと思われる。そこで

内部のいまだ酸化角閃石になっていない境界部

分における水蒸気分圧はどの程度であるかを推

定 してみる (P。 2と 調和的に機能する酸素フユ

ガシティ,f02と いうべ きか )。 Table 7に示す

ように水蒸気の解離反応の平衡定数はきわめて

小さい。平衡定数は一定気圧下では温度ととも

に大きくなるが,水蒸気の場合 2″
θノ

から 3 
πθノ

を生ずるので,全圧が高いほど解離がおこりに

くいことを示 し,十分な酸素分圧に達せず,容

易には酸化角閃石を生 じるにはいたらなかった

と推定される。この事実を受け入れ,温度の面

で酸化角閃石を生 じることを検討 しよう。一応

全圧力を l atm.と し、普賢岳熔岩縁辺の角閃

石にみられたとおり, また火山灰にもみられた

とおり (Fig。 3),普通角閃石の同一結晶粒子

の一部が熔岩表皮の部分において全圧力下 に

あって内部の低い P。 2の 方にFe2+→ Fe3+前線

を進めつつあったとする。H20の解離度を α,

解離の平衡定数を Kpと すると,

2H20→ 2H2+02
2(1-α )″

θノ.2α ″θノ. α″θノ
。

[P〃 20]α
ノ°2. [P〃

2]α
′″. [P。 2]0 5α

ノ解

Temperature κ ぅ atm

8。 92X10~41
5.76X■ 0~30

2134X■ 0~19

5.■ 2X10~14
8.73x■ 0~11

1.ヽ 28X■0~3

α

1。 33X10~20
3.39X10~15
6.84x10~10
3.20X■ 0~7

■.32x10~5
1.60X10~4

P02 atme

4。 46X10~41
2.87X■0~30

■。■7X■ 0~19

2.56X■0~14

4。 36X■0~11

6.40x■0~9

[K]

298

400

600

800
■000
1200

* 準安定条件下では存在 じうる (八木先生の示唆 )。
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Kp=[P〃 2]◆ [P02]°
.5/[P〃

20]α
ノ協 (1)

平衡状態にある系全体のモル数は (2+α )

モルであるから :

{2α /(2+α )}{α /(2+α )}P2
Kp=

{2(1-α )/(2+α )}P
α

2

(1-α )(2+α )

P (2)

P=l atm.と すると, これからαを求める式

は αについてのつぎの 2次方程式を解けばよ

い :

(1+Kp)α 2+Kpα -2 Kp=0

-2 Kp± {Kp2+8 Kp(1+Kp)}05
α =

2(1+Kp)

-2Kp± (9 Kp2+8Kp)05
2(1+Kp)

Kp値はきわめて小 さく (Table 7),上 式の

分子の第 1項および (  )内 第 1項,分母の

Kp項は 1に くらべて もゼロとみな してさしつ

かえない。 α>0であるか ら,上式から

α=1。 68(Kp)05      (3)
を得る。また,(1),(2)か ら,

P02={α ・P/(2+α )}2

P=latm.と するとP。 2={α /(2+α )}2(4)

(3),(4)を 用いて, l atm.の 下で,各絶対温度

T/k等 にたいする平衡定数 Kpからそれぞれ

α, P02を計算しTable 7に 示 した。

あの赤熱の熔岩の亀裂にみられた様子からす

ると,温度は800℃ を下るまいと推定 され,

1000/k(730℃ ),1200/k(930℃ )付近で

みると, 1気圧下で酸素分圧 10~10～ 10~ll

atm.で ,Fe2+→ Fe3+の 90%達成が可能であ

ろうと推定される。それよりも低い温度,800/
k(530℃ )位ではP。 2は 3～ 5桁低 く酸化角

閃石の形成はおこらなかった。このことから脱

酸素を目指 し実施 した実験条件に一層近づき得

たと推定される。同じ外気に接 していても,火
山弾の場合は熔岩体内部から強い圧力で水蒸気

を放出後,温度が早くも下がりすぎたと考えら

れるし,火山灰の場合はすでに地表近く,熔岩

の外皮の部分に生成されていた酸化角閃石がか

なりの割合 (Table 5)で 普通角閃石とともに

噴出したものと判断される。

壽

しか し酸化は, この場合Fe2+→ Fe3++e~,

であり, この反応で結晶格子の十の価数が増え

る分は,格子のOH~基が 02-に 変え られ るこ

とによって可能である。酸化角閃石においては,

普通角閃石における (OH)のかわ りにOの増

加が示されている。 この酸化の条件 としてあげ

られたのが,水蒸気の800°C以上での解離であ

る。

7.普通角閃石←酸化角閃石はありうるか

一旦,酸化角閃石となりその後普通角閃石に

復帰することは可能であろうか。 これは1792年

の新焼熔岩の例をみてこの問題を提起 した。オ

パサイ トに囲まれた角閃石が,普通角閃石とし

て出現するという事実である。 このような事実

をつきとめるには,実験によらなければならな

いだろうが,以下,それは暗中模索の段階で述

べることにする。酸化角閃石か ら普通角閃石へ

の反応は :

Fe2++(oH)~1→ Fe3++o2-+1/2H2
の逆の反応 (← )がおこれば起 こりうる。右辺

に生 じる気体 と同 じもの,すなわち水素が, こ

の系に加えられれば,反応は逆に進みうる,す
なわち還元によって達成される。 しか し温度・

ガス分圧についてはわかっていない。これ も実

験 によ って評価すべ きで あ ると思われ る。

フィール ドにおいて も中新世～鮮鮮世あたりの

続成作用を受けた火山岩類には往々にしてオパ

サイ ト縁をもつ普通角閃石がみ られる (た とえ

ば大日ケ岳火山岩類城ケ迫岩体,英彦山団研グ

ループ,未発表 )。 このことか らす ると,温度

は低 くて も (普通角閃石か ら酸化角閃石に変わ

る温度以下で)水蒸気圧が高ければ (閉 ざされ

た熔岩体内部),酸化角閃石か ら普通角閃石に

変わり得ると考えるが,勿論,実験によって証

明されなければ何ともいえない。

8。 オパサイ トの結晶化

角閃石がオパサイ ト化され,さ らにそれが結

晶化 している例は多い。細かな結晶からなるオ

パサイ トの段階では,各鉱物の顕微鏡下での識

別は困難であるが,X線 では単斜角閃石・単斜

下竹
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加熱実験的にみた珪長質火山岩類における角閃石の産状

Fig.6  A propOsed section of Fukendake vo■ cano′

before the eruption(afterTerai′ 1992).

図 6 ■992年 6月 長崎県地学会で寺井邦久教

諭によって提示された普賢岳火山断面

輝石 0磁鉄鉱等に識別できる (Fig。 ld～ f)。

オパサイ トの結晶化が進むと角閃石は消失する。

明らかにこの段階で,角 閃石のあらたな晶出は

なく,結晶進化の新段階に入ったもの,と いえ

よう。角閃石は存在したという名残りの産状と

して  6 Px一 Mtを 最後に掲げた。 これは

フィール ド名として,オパサイ トのみを含む安

山岩を,角閃石安山岩として挙げる根拠である。

9。 今後の問題

筆者は英彦山団研グループのなかで1977年以

来,福岡県 。大分県県境付近にわたって発達す

る英彦山火山岩類・大日ケ岳火山岩類・北坂本

累層 (英彦山団研グループ,1992)の火山岩を

観察 してきた。これら火山岩類の中で,角 閃石

類は造岩鉱物のなかでも1～ 6(p。 6)に挙

げたすべての産状の様式を有するもっとも典型

的事例を示す。フィール ドの中には変質もあっ

て,各層ごとの決定できる様式を示すにはい

たっていない。 1～ 6は初生の様式として掲げ

たものであって, とくに 6な ど初生後の二次的

変質によるか,否かを決め難い面があったから

である。 6に おける繊維～細柱状の輝石類の東

(Fig 5 b)は ある程度変質 した北坂本累層に

しばしばみられ,二次的組織の疑いもあった。

今から200年前に生 じた新焼熔岩におけるその

存在は,二次変質によるものではないだろう,

と示唆する。

一方,同一結晶粒子において酸化角閃石と普

通角閃石とが境で接 して存在するという事実を

指摘 し問題点として挙げておこう。

「一旦は酸化角閃石となりそれが普通角閃石に

戻 りうるか」は問題として疑間を懐いていたが ,

新焼熔岩でのべたことは今なお疑間として残る。

できれば実験で明か したいところである。雲仙

活動の間もない頃,田島先生から新熔岩のチ ッ

プが送 られてきた。島原やその近隣の学生には

火山灰を教材研究用にしたいので試料の採集を

依頼 した。送 られてきた火山灰を鏡下でみると,

多 くの角閃石のなかか ら高い割合で酸化角閃石

が見出された。酸化角閃石は普賢岳熔岩から当

時見出していなかったので驚いた次第である。

その後,国際地質学会議において加藤祐三氏

(Kato,1992)が ポスターセ ッションにおい

て accretionary lapilli(火山豆石)中に酸化

角閃石が入 っているのを掲示 していた。火山灰

中の酸化角閃石はオパサイ ト縁を有 しない種類

のものであった。願わ くは1992年 に寺井邦久教

諭が掲げた断面図 (Fig。 6)が具体的にあきら

かにされる目を,ま た火山活動の終息の日を待

て⊃。

(補遺)「熔岩」を「溶岩」と書 くのが原則の

ようであるが,筆者は以前からこれを不合理で

あると考えていた。溶岩と書けば,中国では石

灰岩,溶岩台地と書けば,カ ルスト台地である。

溶と熔は物理化学的にも異なる意味をもつ。国

際化は先ず隣国が正 しければ習うべきであろう。

せめて自分の論文位はこう書かせてほしい。朝

日新聞平成 6年 2月 19日 朝刊の『天声人語』に

「常用漢字表に沿って書くという原則に不自由

を感 じる」とあった。同感である。
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