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１．はじめに

　日本海は32〜10Maに形成された背弧海盆（Tamaki 
et al. 1992)で，北部の日本海盆が玄武岩質海洋地殻
をもつのに対し，南部は大陸地殻をもつ（例えば，
馬場1999）。しかし，その大陸地殻は薄く，比較的
浅い部分まで苦鉄質貫入岩あるいは深成岩が存在す
ることが指摘されている（佐藤 2013）。この苦鉄質
貫入岩あるいは深成岩の形成過程を明らかにする事
は，背弧海盆の地殻の発達を明らかにする上で重要
である。
　佐渡島小木半島には，中期中新世の鶴子層の砕
屑岩類と指交する小木玄武岩部層が分布する（山
川・茅原 1968；小木団体研究グループ1977, 1986; 

Fujibayashi and Sakai 2003; Fujibayashi et al. 
2014）。形成時期は，14.1〜12.7 Maと，12.7 Ma以
降の２つに分けられ（柳沢, 2012），前者は主に玄武
岩質，後者は主に玄武岩質安山岩〜安山岩質の水中
火山岩および貫入岩の活動時期に対応する（山川・
茅原 1968; Fujibayashi and Sakai 2003）。後者の火
山岩中には花崗岩，片岩，はんれい岩が多く包有さ
れており，本論文では，苦鉄質のはんれい岩に焦点
をあてて，その記載岩石学的特徴と鉱物化学組成を
報告し，成因についての予察的な検討を行う。

２．小木玄武岩

　小木玄武岩は，枕状溶岩，岩床および火山砕屑岩
などからなる（山川・茅原 1968；小木団体研究グルー
プ 1977； Fujibayashi and Sakai 2003; Fujibayashi 
et al. 2014）（Fig. 1）。火山活動は，山川・茅原（1968）
により下部のかんらん石玄武岩〜灰長石含有かんら

 
　2014.11.14. 受理
＊新潟大学教育学部
＊Faculty of Education, Niigata University

佐渡島小木玄武岩中に包有されるはんれい岩類

Gabbroic inclusions in the middle Miocene Ogi Basalt Member, Sado Island, Japan.

片 桐　初香＊・小 川 麻衣子＊・藤 林　紀 枝＊

Ubuka KATAGIRI＊, Maiko OGAWA＊, and Norie FUJIBAYASHI＊

Abstract
　　Petrography and mineral chemistry were studied for gabbroic inclusions in the middle Miocene Ogi 
Basalt, Sado Island, Japan.  The gabbroic inclusions are mainly olivine gabbro and gabbronorite, which are 
divided into three types based on a mafic-mineral assemblage: Ol-Cpx type with olivine and clinopyroxene, 
Ol-2Px type with olivine, clinopyroxene, and orthopyroxene, and 2Px type with clinopyroxene and 
orthopyroxene. Each mineral has similar range in composition. However, some Ol-Cpx type samples rich 
in modal olivine are characterized with the highest Fo# and NiO content of olivine and highest Mg# and 
Cr2O3 content of clinopyroxene. Spinel included in the olivine also has high Cr#. Primitive basaltic magma 
is expected as their parent. As far as based on a similarity in mineral chemistry, the gabbroic inclusions 
are cognate with olivine basalt composing the Ogi Basalt. Consequently, the gabbroic inclusions may 
represent a plutonic facies of new crust originated by basaltic magmatism during the back-arc rifting to 
form the Japan Sea.
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ん石玄武岩の活動と上部の石英−紫蘇輝石玄武岩の
活動に大きく分けられており，最近の珪藻化石の生
層序年代からは，14.1〜12.7 Maの間の活動と，12.7 
Ma以降に起きた活動の２つに分けられることがわ
かってきた（柳沢 2012）。
　Fujibayashi and Sakai （2003）は，岩質と層序関
係から小木玄武岩の噴出相を下位から順に井坪玄武
岩質安山岩，沢崎玄武岩，江積玄武岩，木流安山岩
の４つのユニットに分け，下位の泥岩と沢崎玄武岩
の境界部を貫くピクライト質玄武岩の岩床を白木
ピクライト質ドレライト，最上位の木流安山岩と指
交する鶴子層の泥岩・凝灰岩互層に貫入した玄武岩
質安山岩の岩床を井坪−城山玄武岩岩床と呼んだ

（Fig. 1）。
　井坪玄武岩質安山岩は，枕状溶岩とその水冷破砕
で形成されたハイアロクラスタイトからなる。沢崎
玄武岩ユニットは，下部の枕状溶岩（沢崎枕状溶岩）
と上部の火砕岩（沢崎火砕岩）に分けられ，沢崎火
砕岩は水中の溶岩噴泉堆積物である（Fujibayashi 
and Sakai, 2003; Fujibayashi et al., 2014）。 また，
Fujibayashi et al. （2014）は，高さ約100m，幅約４
kmの小規模で平坦な玄武岩質海底火山を示唆して
いる。江積玄武岩は沢崎火砕岩を覆い，枕状溶岩お
よびハイアロクラスタイトを主体とするが，一部シ

ルとして沢崎火砕岩の最上部に貫入している。木流
安山岩は，小木半島の南側および北側で沢崎火砕岩
の成層構造を切って分布し，玄武岩質安山岩〜安山
岩質のマシブな岩脈とその周囲のラバーローブを含
むハイアロクラスタイト，枕状溶岩の複合相である。
井坪−城山玄武岩質安山岩は，小木半島南側では鶴
子層の泥岩・凝灰岩互層に貫入したシルをなす（山
川・茅原, Fujibayashi and Sakai, 2003）。北側では，
東端で鶴子層泥岩の構造を切って貫入した面をもつ
が，縄状構造やチュムラスなどの陸上溶岩流と同じ
構造も見られている（稲葉ほか, 2013）。
　各ユニットの岩石のモード組成は，Fujibayashi 
and Sakai （2003）により公表されている。それに
よると，井坪玄武岩質安山岩はかんらん石を斑晶と
し，微斑晶としてかんらん石，単斜輝石，斜長石を
含む。稀に，汚濁した融食形の斜長石を含む。沢崎
玄武岩は，かんらん石を斑晶とし，かんらん石と斜
長石を微斑晶とする。江積玄武岩は，粗粒な斜長石，
かんらん石，単斜輝石の斑晶をもつ。木流安山岩は，
少量のかんらん石の斑晶を持つが，無斑晶質な場合
もある。シーブ状に融食した斜長石捕獲結晶を多く
含む事と，微斑晶にかんらん石，斜長石，単斜輝石
と微量の斜方輝石をもつことを特徴とする。まれに
石英の捕獲結晶が見られる。井坪−城山玄武岩質安
山岩は，木流安山岩と同様に，かんらん石斑晶と斜
長石および石英の捕獲結晶を含む。また，微斑晶と
して斜長石，かんらん石，単斜輝石を含むが，まれ
に斜方輝石も見られる。
　花崗岩，片岩，はんれい岩の包有物は木流安山岩
中に特に多く含まれる。

３. はんれい岩質包有物

　小木半島南側の海岸沿いには，沢崎火砕岩とその
成層構造を切って木流安山岩が分布する。宿根木の
海岸部，相馬崎（Fig. 1, 星印）に分布する木流安
山岩は，マシブな岩脈を中心としてその周囲には不
定形のラバーローブを含むハイアロクラスタイト，
およびペペライトが分布する。花崗岩，片岩，はん
れい岩は，このラバーローブに包まれた岩片，ある
いは一部に火山岩の皮を持つ岩片として基質中に含
まれている（Fig. 2）。本研究では採取した24個のは
んれい岩質包有物を鏡下観察し，モード測定を行っ
た（Table 1, Fig. 3）。その結果から，はんれい岩質
包有物を次の３つのタイプに分類した。①かんらん
石（スピネル包有），単斜輝石，斜長石からなるOl-

第１図　小木玄武岩の地質図とはんれい岩質包有物の採
取地点
地質図は, Fujibayashi and Sakai （2003）による。
走向傾斜は, 沢崎火砕岩の成層構造（Fujibayashi et al., 
2014）。
Fig. 1  Geological map of the Ogi Basalt Member 

（Fujibayashi and Sakai, 2003）, showing a locality of 
sample collection of gabbroic inclusions.
Strikes and dips are for the Sawasaki pyroclastic rocks 

（Fujibayashi et al., 2014）.
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第２図　採取したはんれい岩質および花崗岩質包有物の露頭写真
ホストの火山岩は，木流安山岩ユニットのハイアロクラスタイト（Fujibayashi and Sakai, 2003）。
Fig. 2 Photos of gabbroic （a） and granitic （b） inclusions in the Konagase andesite.
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Cpx type，②かんらん石（まれにスピネル包有），
単斜輝石，斜方輝石，斜長石からなるOl-2Px type，
③単斜輝石，斜方輝石，斜長石，Fe-Ti酸化物から
なる2Px typeである。Le Maitre and International 
Union of Geological Sciences （2002） の 命 名 法 で
は，Ol-Cpx typeはかんらん石はんれい岩（olivine 
gabbro）およびはんれい岩（gabbro），Ol-2Px type
と2Px typeはガブロノーライト（gabbronorite）で
ある （Fig. 4）。ほとんどのサンプルの結晶の間隙に
褐色ガラスと火山岩の石基組織をもつ部分が存在す
る。Fig.3では，それらの部分は「Gl」としてまと
めて示した。また，初生鉱物の同定が不可能なもの
に限って「二次鉱物（Sec. m.）」とし，部分的な変
質などで初生鉱物が分かる場合は，初生鉱物のモー
ド組成に含めた。Ol-Cpx typeと2Px typeのサンプ
ルは，Ol-2Px typeに比べて「Gl」の量が多めであっ
た。
　以下に，各タイプの顕微鏡観察の結果を記載する。
⑴　Ol-Cpx type gabbroic inclusion
　かんらん石，単斜輝石，斜長石からなり，かんら
ん石中にはスピネルの自形結晶が含まれる。斜長石
は自形〜半自形で，累帯構造を示すものと示さない
ものがある。単斜輝石は他形〜半自形を示すものが
多い。かんらん石は自形性が比較的強い。結晶の間
隙には褐色ガラスや発泡孔がしばしば見られる。こ
こでは，かんらん石量の多いサンプル（AとB）と
少ないサンプル（CとD）を２つずつ記載する。
A：サンプル00072906 （Plate I-a, b）
　かんらん石はんれい岩に分類され，構成鉱物は斜
長石，単斜輝石，かんらん石，不透明鉱物である。
斜長石の粒径は0.25〜1.45mmで，長柱状〜卓状で
ある。細粒のものには長柱状の結晶が多い。ほぼア
ルバイト−カールスバッド式双晶を示すが，ガラス
と接している周縁部では弱い累帯構造を示すものも
ある。単斜輝石は粒径0.25〜1.45mmで半自形であ
る。かんらん石は粒径0.25〜1.45mmで自形性が強
い。これら全ての鉱物に，粒径約0.1mm程度の不透
明鉱物が見られ，かんらん石中には粒径約0.025mm
程度のスピネルも見られる。また，結晶の間隙には
褐色ガラスと大きな発泡がしばしば見られる。
B：サンプル06080811 （Plate I-c, d）
　かんらん石はんれい岩に分類される。構成鉱物は
斜長石，単斜輝石，かんらん石，不透明鉱物であ
る。斜長石は粒径0.2〜1.45mm，柱状で自形〜半自
形である。アルバイト･カールスバッド式双晶を示
し，累帯構造は見られない。単斜輝石は粒径0.55〜

1.25mm，短柱状で他形〜半自形である。かんらん
石は粒径0.45〜0.1mmで，自形〜半自形である。か
んらん石中にはスピネルが見られ，その粒径は0.01
〜0.03mmである。このかんらん石中のスピネルは，
同じOl-Cpx typeの他３サンプルに比べて量が多い。
不透明鉱物は粒径0.02〜0.07mmで，斜長石，単斜
輝石中に見られる。また，結晶の間隙には褐色ガラ
ス，発泡孔がしばしば見られる。
C：サンプル06080804 （Plate I-e, f）
　斜長石の粒径は0.2〜2.05mmでほぼ自形〜半自形
であるが，細粒のものは粗粒のものより自形性が強
く，長柱状の結晶もしばしば見られる。アルバイ
ト・カールスバッド式双晶を示すものがほとんどだ
が，弱い累帯構造を示すものもある。単斜輝石は粒
径0.3〜1.3mmで，他形〜半自形である。単斜輝石
の内部にガラスが包有されているものがいくつか
見られる。かんらん石は粒径0.09〜0.75mmで，自
形〜半自形である。斜長石，単斜輝石中に粒径0.02
〜0.07mm，自形〜半自形の不透明鉱物が見られる。
また，結晶の間隙には褐色ガラスが見られ，発泡孔
も所々に見られる。
D：サンプル06080808 （Plate II-a, b）
　かんらん石が少量なためはんれい岩ノーライトに
分類され，構成鉱物は斜長石，単斜輝石，かんらん
石，不透明鉱物である。斜長石は粒径0.09〜1.85mm
で，自形〜半自形である。アルバイト・カールス
バッド式双晶を示すが，ガラスと接している周縁部
では弱い累帯構造を示すものも見られる。また，ガ
ラスとの接触部分では融食形を示すものも見られ
る。単斜輝石は他形〜半自形である。粒径は0.35 〜
1.0mmのものが主だが，約3.05mmの大きなものも
存在する。かんらん石は粒径0.25〜1.5mmで，自形
〜半自形である。かんらん石中には粒径約0.01mm
のスピネルが少量見られる。不透明鉱物は粒径0.01
〜 0.05mmで，斜長石，単斜輝石中に見られる。また，
結晶の間隙には褐色ガラス，発泡孔がしばしば見ら
れる。
⑵　Ol-2Px type gabbroic inclusion
　斜長石，単斜輝石，斜方輝石，かんらん石，不透
明鉱物からなる。斜長石は自形〜半自形で，累帯構
造は見られない。単斜輝石は他形〜半自形を示すも
のが多い。かんらん石は変質しているものも見られ
るが，自形性は比較的強い。斜方輝石は少量で，他
形である。かんらん石の縁に反応縁を形成するよう
なものは見られない。結晶の間隙にはガラスは見ら
れるが，Ol-Cpx type，2Px typeよりも少量である。
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第４図　採取したはんれい岩質包有物の分類
図は，Le Maitre and IUGS（2002）の命名法に基づく。
Fig. 4 Classification of the gabbroic inclusions after Le Maitre and IUGS（2002）．

第３図　はんれい岩質包有物のモード組成
Pl: 斜長石, Cpx; 単斜輝石, Opx: 斜方輝石, Ol: かんらん石, Opq: 不透明鉱物（スピネルおよびFe-Ti酸化鉱物）, Gl: 
火山ガラスおよび火山岩の石基組織を示す部分, Sec. m.: 二次鉱物（粘土鉱物および炭酸塩鉱物に置換され、初生
鉱物が不明な部分）。
Fig. 3  Modal composition of gabbroic inclusions from the Ogi Basalt.
Pl: plagioclase, Cpx: clinopyroxene, Opx: orthopyroxene, Ol: olivine, Opq: opaque minerals（spinel and Fe-Ti 
oxides）, Gl: glass and areas with groundmass texture, Sec. m.: secondary minerals (clay and carbonate minerals, 
impossible to determine primary minerals).
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発泡孔は見られない。以下に２つの記載例（E, F）
を示す。
E：サンプル00102110 （Plate II-c, d）
　はんれい岩ノーライトに分類される。構成鉱物は
斜長石，単斜輝石，斜方輝石，かんらん石，不透明
鉱物である。斜長石は粒径0.2〜1.5mm，自形〜半
自形である。アルバイト・カールスバッド式双晶を
示す。単斜輝石は粒径0.25〜2.5mmで，他形〜半自
形である。かんらん石は粒径0.2〜0.5mmと細粒で，
ほとんどがシリカ鉱物に置換されているが，結晶の
中心部が変質せずに残存しているものも見られる。
比較的自形性は強い。斜方輝石はモード組成が低
く，粒径0.6〜0.8mmで他形である。斜長石と単斜
輝石中には粒径約0.025mm程度の不透明鉱物が見ら
れる。方解石化した結晶がしばしば見られる。結晶
の間隙にはガラスは見られず，発泡孔も見られない。
F：サンプル06080805 （Plate II-e, f）
　はんれい岩ノーライトに分類される。構成鉱物は
斜長石，単斜輝石，斜方輝石，かんらん石，不透明
鉱物，粘土鉱物である。斜長石は粒径0.9〜2.6mmで，
自形〜半自形である。アルバイト・カールスバッド
式双晶を示すが，累帯構造は見られない。単斜輝石
は粒径0.7〜21.5mmで，他形である。斜方輝石はモー
ド組成が低く，単斜輝石中に細長く包有されている。
かんらん石は粒径0.15〜0.9mmで，自形〜半自形で
ある。変質はしておらず，粒径0.015〜0.025mmの
スピネルを少量包有している。不透明鉱物は斜長石，
単斜輝石中に見られ，粒径は0.01〜0.04mmである。
また，結晶の間隙にはガラスが少量見られるが，発
泡は見られない。
⑶　2Px type gabbroic inclusion
　斜長石，単斜輝石，斜方輝石，不透明鉱物からな
る。斜長石は自形〜半自形で，累帯構造を示すもの
と示さないものがある。単斜輝石，斜方輝石は自形
性が弱く，他形〜半自形である。不透明鉱物は他の
２タイプより大きいものが見られる。結晶の間隙に
は褐色〜無色のガラスおよびその内部の発泡孔，火
山岩の石基組織を示す部分も見られる。以下に，輝
石が少なめのサンプル（G）と多めのサンプル（H, I）
を記載する。
G：サンプル00072905 （Plate III-a, b）
　構成鉱物は斜長石，単斜輝石，斜方輝石，不透明
鉱物で，はんれい岩ノーライトに分類される。斜長
石は粒径0.25〜3.0mmで柱状であるが，細粒なもの
は単斜輝石に囲まれて他形を示すことが多い。アル
バイト・カールスバッド式双晶を示すが，ガラスと

接している周縁部では累帯構造が見られるものもあ
る。単斜輝石は粒径0.5〜3.0mmで自形〜半自形で
ある。斜方輝石は粒径0.5〜1.75mmで半自形である。
不透明鉱物の粒径は0.65〜2.5mmで，他のサンプル
に比べかなり大きく，半自形である。また，結晶の
間隙にはガラスと発泡孔がしばしば見られる。Ol-
Cpx type，Ol-2Px typeと違ってガラスは褐色〜無
色である。
H：サンプル06080806 （Plate III-c, d）
　構成鉱物は斜長石，単斜輝石，斜方輝石，不透明
鉱物で，はんれい岩ノーライトに分類される。斜
長石は粒径0.15〜1.35mm，柱状で自形〜半自形で
ある。アルバイト・カールスバッド式双晶を示す
が，累帯構造は見られない。単斜輝石は粒径0.15〜
0.8mmで，他形〜半自形である。しばしば単斜輝石
が斜長石中にポイキリティックに包有されている
のが見られる。斜方輝石は粒径0.45〜0.55mm，他
形である。不透明鉱物は粒径0.01〜0.08mmである。
結晶の間隙には褐色ガラスと少量の発泡孔が見られ
る。発泡孔の周りのガラスが無色のものも見られる。
また，火山岩の石基組織を示す部分もしばしば確認
される。
I：サンプル06080809 （Plate III-e, f）
　構成鉱物は斜長石，単斜輝石，斜方輝石，不透明
鉱物で，はんれい岩ノーライトに分類される。斜長
石は粒径0.25〜1.15mm，柱状で自形〜半自形であ
る。アルバイト・カーするバッド式双晶を示し，累
帯構造もほぼ全ての斜長石で見られる。単斜輝石は
粒径0.25〜1.25mm，他形〜半自形である。単斜輝
石中に斜長石がポイキリティックに包有されている
ものがしばしば見られる。また，単斜輝石中に粒径
約0.01mmの不透明鉱物が固まって存在するものも
ある。斜方輝石は粒径1.05〜1.8mmで，他形である。
斜方輝石中には斜長石，単斜輝石がポイキリティッ
クに包有されているものが見られる。不透明鉱物は
粒径0.02〜0.04mmであるが，約0.3mm程度の大きい
ものも見られる。また，結晶の間隙には褐色ガラス
およびその内部の発泡孔が見られ，火山岩の石基組
織を示す部分も見られる。
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４．鉱物化学組成

　24サンプル中14サンプルについて構成鉱物の主成
分化学組成を求めた。分析には，新潟大学自然科
学研究科の日本電子製分析走査顕微鏡JXA-8600SX
を用い，測定条件は加速電圧1.5kV，試料電流1.3×
10-8A，ビーム径1μmである。結果をTable 2とFig. 
5 〜 Fig. 8に示した。
　Ol-Cpx typeの分析サンプルの鉱物化学組成は，
モードのかんらん石量と相関を示す。つまり，Ol-
Cpx typeの中でモードかんらん石量が多いサンプ
ル（00073001, 00072906, 06080811）のかんらん石
は，高いFo値（最大は00073001の88.7)とNiO含有
量（0.34wt.%）を示し（Table 2, Fig. 5），単斜輝石
も高いMg#（最大は00073001の89.5）とCr2O3含有
量（1.39wt.%)を示す(Table 1, Fig. 6, Fig. 7）。Ol-
Cpx typeのかんらん石に乏しいサンプル（06080804,  
06080808）は，これらよりも低いFo#（≦84.2）と
NiO量（≦0.16 wt.%）のかんらん石と，同じく低い
Mg#（≦87）とCr2O3量（≦0.29）の単斜輝石で特
徴付けられる。
　Ol-2Px typeの分析サンプルのかんらん石と単斜
輝石は，かんらん石に乏しいOl-Cpx typeと同様に，
低いFo#（≦80.6）とNiO量（≦0.23 wt.%）のかん
らん石と，低いMg#（≦87.6）とCr2O3量（≦0.40）
の単斜輝石で特徴付けられ，それらの値はかんら
ん石に乏しいOl-Cpx typeの鉱物の組成範囲（上述）
と重複している（Table 1, Figs. 5, 6 and 7）。
　一方，2Px type の分析サンプルでは，Ol-Cpx 
typeのようなモード鉱物の組成との相関は見られな
いようである。00073010と00073015の単斜輝石は他

に比べて高めのMg#（それぞれ，最大値84.9, 86.5）
とCr2O3量（それぞれ，最大0.52, 0.42 wt.%）を示す
が（Table 1, Fig.7），00073010は2Px typeの中でも
単斜輝石や斜方輝石の量が非常に少ないサンプルで
あるのに対して（それぞれ6.6%, 0.6 %），00073015
はそれらをそれぞれ28.2 %と3.4 %含み多い方であ
る（Table 1）。斜長石モード量との相関もない。組
成範囲で見ると，2Px typeとOl-2Px typeの岩石の
単斜輝石のMg#とCr2O3量（Fig. 6），斜方輝石の
Mg#（Fig. 6），斜長石のAn組成（Fig. 8）は非常
に良く似ている。また，かんらん石に乏しいOl-Cpx 
typeの単斜輝石や斜長石の組成範囲とも重複するこ
とがわかる（Table 1, Figs. 6, 7and 8）。
　Ol-Cpx typeと２Px typeの岩石の斜長石のAn値
は，ともに広い範囲を示している。これらの斜長
石は，コアで高いAn値を示す正累帯構造を示すか
らで，例えばサンプル06080804では，中心が88.1 〜
90.4mol%，中間が84.2 〜 92.1mol%，周縁部が72.9
〜 81.8mol%である。
　以上のように，今回分析したはんれい岩質包有物
の構成鉱物は，岩石タイプの違い，つまり鉱物組
み合わせにかかわらず，非常に良く似た化学組成
をもつが，Ol-Cpx typeのかんらん石に富むサンプ
ル（00073001, 00072906, 06080811）は，他よりも
ややFo#（〜 88.7）の高いかんらん石と Mg#（〜
89.8）輝石からなる。それらかんらん石のNiO（〜
0.34 wt.%）, 単斜輝石のCr2O3含有量（〜 1.4 wt.%）
も高い。また，Table 2には，サンプル00073001と 
00072906のかんらん石に包有されるスピネルのCr#
を示したが，その値は約50 〜 60と非常に高かった。
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第５図　かんらん石のFo値（Fo#）とNiO量(wt.%)
灰色の領域は小木玄武岩沢崎玄武岩のかんらん石斑晶の組成範囲を示す。
Fig. 5  NiO content (wt.%) and Fo number (Fo#) in olivines from the gabbroic inclusions.
Shaded area: compositional range in olivive phenocrysts in the Ogi Basalt.

第６図　Ca-Mg-Fe三角図にプロットした輝石の組成
灰色の領域は小木玄武岩の輝石斑晶の組成範囲を示す。
Fig. 6  Pyroxenes from gabbroic inclusions plotted on the Ca-Mg-Fe diagram.
Shaded area: compositional range in clinopyroxene phenocrysts in the Ogi Basalt.
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第７図　単斜輝石のMg値とCr2O3量(wt.%)
Mg#=100Mg/(Mg+Fe). 灰色の領域は小木玄武岩の輝石斑晶の組成範囲を示す。
Fig. 7  Cr2O3 content (wt.%) and Mg number (Mg#) in clinopyroxenes from the gabbroic inclusions.
Shaded area: compositional range in clinopyroxene phenocrysts in the Ogi Basalt.

第８図　斜長石のOr-Ab-An組成
灰色の領域は小木玄武岩の斜長石斑晶の組成範囲を示す。
Fig. 8  Or-Ab-An plot of plagioclases from the gabbroic inclusions.
Shaded area: compositional range in plagioclase phenocrysts in the Ogi Basalt.
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５．はんれい岩質包有物の成因関係

　今回，小木玄武岩木流安山岩ユニット中に包有
されるはんれい岩質物を鉱物組み合わせから３つ
のタイプに分け，それらの構成鉱物の化学組成を
検討したところ，全体的に似た化学組成をもつこ
とがわかった。しかし，かんらん石に富むかんら
ん石はんれい岩（Ol-Cpx type 00073001, 00072906, 
06080811）のかんらん石や輝石は，最も高いFo#（〜
88.7）とMg#（〜 89.8）で特徴付けられる。これらは，
かんらん石の高いNiO量（〜 0.34 wt.%）と，単斜
輝石の高いCr2O3含有量（〜 1.4 wt.%）をもち， Cr
やNiに富む未分化な玄武岩質マグマから形成され
たと言える。また，かんらん石中に含まれるスピネ
ルが高いCr# 〜 60）を示すことも，未分化な玄武
岩質親マグマから形成されたことを支持する。
　モードのかんらん石に乏しいOl-Cpx type，Ol-
2Px typeおよび2Px typeのはんれい岩質包有物の
かんらん石や単斜輝石の組成は，上述のかんらん石
に富むOl-Cpx typeはんれい岩よりFo#, NiO量，お
よびMg#，Cr2O3量に乏しく，しかもほぼ同じ組
成範囲をもつ。また，Fig. 5, 6, 7でかんらん石に富
むかんらん石はんれい岩（Ol-Cpx type 00073001, 
00072906, 06080811）のかんらん石や輝石の組成変
化トレンドの延長上にプロットされる。これらのこ
とは，同じ親マグマから分化したマグマから形成さ
れたことを示唆する。斜長石の組成は，必ずしも低
いAn値に変化しないが（Fig. 8），累帯構造を呈す
ることは分別結晶作用（非平衡結晶作用）が起きた
ことを意味しており，そのためと考えられよう。た
だし，Ol-Cpx typeと2Px typeのはんれい岩の斜長
石の組成範囲の広がりは，粒間の火山ガラスの量
と相関がある。前述のように，Ol-Cpx typeと2Px 
typeの岩石には火山ガラスまたは石基組織を示す部
分の量が多い（Fig. 3）。火山ガラスが結晶作用の
残液かそれとも後で侵入した液かは今後の検討課題
で，もし後者の場合は，斜長石の広い組成変化は侵
入した液（メルト）との反応を表していると考えら
れよう。
　Fig.5 〜 Fig.8には，小木玄武岩を構成する各ユ
ニットの斑晶化学組成の領域を描いている。各ユ
ニットを構成する火山岩の成因関係についてはここ
では議論しないが，かんらん石，輝石，スピネルの
いずれも，はんれい岩質包有物中の各鉱物と重複す
る組成範囲を示している。火山岩中の斑晶がはんれ
い岩からの捕獲結晶である可能性もあるため，成

因関係については今後火山岩類の成因関係や斑晶
と石基の平衡関係を検討する必要がある。しかし，
最も未分化な組成の沢崎玄武岩（MgO 11 wt.%, 
total FeO 8 wt.%）の斑晶かんらん石（Fo 89）は，
Roeder and Emslie （1970）によって決定されて
いるかんらん石／メルトのFeO/MgO交換分配係
数（かんらん石の（FeO/MgO）/火山岩の（FeO/
MgO）= 0.3±0.03）を満たしている（藤林・坂井・
片桐,未公表）。かんらん石−メルトのMgO分配係数
は，低温，高圧ほど大きくなることが熱力学的に示
されているが（菅原 1998），今のところ圧力を決定
する方法がないため，その検討はできない。しかし，
この沢崎玄武岩の斑晶かんらん石の組成が，Ol-Cpx 
type 00073001, 00072906, 06080811のかんらん石の
組成やスピネルの組成とほぼ同じである事は（Fig. 
5），これらが同源である事を示唆している。つまり，
今回分析した鉱物化学組成から見る限り，はんれい
岩質包有物は，小木玄武岩を形成した早期の玄武岩
質マグマの深成相で，後期の玄武岩質安山岩を作っ
たマグマによって捕獲・上昇したと考えられよう。
　輝石温度計を用いて晶出温度を計算したところ，
Wells（1977）の温度計を改良した石橋・池田（2005）
の 方 法 で，Ol-2Px type 080805は 約1095 ℃，2Px 
type 080809は約983℃が得られる。より高いかんら
ん石のFo＃や輝石のMg#を示すOl-Cpxタイプは，
Ol-2Px type の輝石組み合わせが示した1095℃より
高い温度で結晶作用を行ったと考えられる。また，
Ol-Cpx typeとOl-2Px typeに含まれるかんらん石と
斜方輝石に反応縁を作るような反応関係がないこと
は，比較的高圧条件での結晶作用—無水条件下の実
験で約10 kb以上（Hirose and Kushiro 1993）—を
示唆する。
　片岩や花崗岩の捕獲岩は，小木半島の基盤に大陸
地殻が存在することを意味するが，はんれい岩は日
本海拡大に伴って活動した玄武岩質マグマから形成
された深成相と考えられることが示唆された。つま
り，薄化した大陸地殻をもつ日本海南部において，
日本海拡大に伴う玄武岩質火成活動によって形成さ
れたマフィックな（はんれい岩質の）地殻と考えら
れる。今後，鉱物の微量元素化学組成や同位体化学
組成および放射年代などからも検討を加える必要が
あろう。
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Plate I. Microscopic photographs for Ol-Cpx type olivine gabbro inclusions. 

a: Ol-Cpx type olivine gabbro 00072906 (cross nicol), b: Ol-Cpx type olivine 

gabbro 00072906 (open nicol), c: Ol-Cpx type olivine gabbro 06080811 (cross 

nicol), and d: Ol-Cpx type olivine gabbro 06080811 (open nicol), e: Ol-Cpx 

type olivine gabbro 06080804 (cross nicol), f: Ol-Cpx type olivine gabbro 

06080804 (open nicol). 

 

 

Plate I. Microscopic photographs for Ol-Cpx type olivine gabbro inclusions.
a: Ol-Cpx type olivine gabbro 00072906（cross nicol），b: Ol-Cpx type olivine gabbro 00072906 （open 
nicol），c: Ol-Cpx type olivine gabbro 06080811（cross nicol），and d: Ol-Cpx type olivine gabbro 
06080811（open nicol），e: Ol-Cpx type olivine gabbro 06080804（cross nicol），f: Ol-Cpx type olivine 
gabbro 
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Plate II. Microscopic photographs for Ol-Cpx and Ol-2Px type gabbronorite 

inclusions. 

a: Ol-Cpx type gabbronorite 06080808 (cross nicol), b: Ol-Cpx type 

gabbronorite 06080808 (open nicol), c: Ol—2Px type gabbronorite 00102110 

(cross nicol),d: Ol—2Px type gabbronorite 00102110 (open nicol), e: Ol—2Px 

type gabbronorite 06080805 (cross nicol), and f: Ol—2Px type gabbronorite 

06080805  (open nicol). 

 

Plate II. Microscopic photographs for Ol-Cpx type gabbro and Ol-2Px type gabbronorite inclusions.
a: Ol-Cpx type gabbro 06080808（cross nicol）， b: Ol-Cpx type gabbro 06080808（open nicol）， c: Ol-
2Px type gabbronorite 00102110（cross nicol），d: Ol-2Px type gabbronorite 00102110（open nicol），e: 
Ol—2Px type gabbronorite 06080805（cross nicol），and f: Ol-2Px type gabbronorite 06080805（open 
nicol）．
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Plate III. Microscopic photographs for 2Px-type gabbronorite inclusions. 

a: 2Px-type gabbronorite 00072905 (cross nicol), b: 2Px-type gabbronorite 

00072905 (open nicol), c: 2Px-type gabbronorite 06080806 (cross nicol),d: 

2Px-type gabbronorite 06080806 (open nicol), e: 2Px-type gabbronorite 

06080809 (cross nicol), and f: gabbronorite 06080809  (open nicol). 

 

 

 

Plate III. Microscopic photographs for 2Px-type gabbronorite inclusions.
a: 2Px-type gabbronorite 00072905（cross nicol），b: 2Px-type gabbronorite 00072905（open nicol），c: 
2Px-type gabbronorite 06080806（cross nicol），d: 2Px-type gabbronorite 06080806（open nicol），e: 
2Px-type gabbronorite 06080809（cross nicol）， and f: gabbronorite 06080809（open nicol）．


