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はしがき

本研究報告書は文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(B)(2))により、平成 14

年度から平成 16年度までの 3年間に行った研究課題:大陸衝突帯の地下深部ダ

イナミクス岡高温高圧下での融解現象の役割-Theroot zone dynamics under the 

continent collision zone.百lerole of crustal melting at ex位emelyhigh pressure and high 

temperature conditions. Investigation. of the root zone dynamics under the. continent 

collision zone (課題番号 14403013)に関する報告書である。
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(3) その他の出版物

坂野昇平・榎並正樹・高須晃・平島崇男(2002)

口絵:超高圧変成岩。地質ニュース、 571号， 1-4. 

平島崇男 ο003) 

超高圧変成岩研究 20周年:研究の進展と現状

NTR NEWS 23、



研究成果

本研究を開始した経緯

ザ、クロ石かんらん岩を含めた超高圧変成岩の研究は、国体地球科学の分野に置

いて、この 10年間にもっとも注目された研究テーマの一つで、ある。初期の超高

圧変成岩研究の目的はその発見に主力が注がれ、ヒマラヤを含め、ユーラシア大

陸の主要な大陸衝突型造山帯から超高圧変成岩がみいだされるようになった。

1984年から始まった超高圧変成岩研究の目的は、 21世紀に入札次のステッ

プに入ってきた。たとえば、ボヘミア山地・中国山東半島・ノルウェーなどでは、

上部マントルから地殻下部まで上昇した超高圧変成岩が、地殻下部で低圧高温型

の変成岩(グラニュライト)に同化あるいは、部分融解する事例が相次いで、見つか

った。この様な現象が普遍的かつ広域的に生じているならば、グラニュライトの

成因を含めて、大陸衝突帯のダイナミクスを根本的に見直す必要がある。世界の

トップレベルの研究者達も同様の視点で、研究を開始し、凌ぎを削り始めた状況

にある。

1998年 1月にJakes氏が超高圧変成岩のグラニュライト化と部分融解現象の解

明を主目的とした共同研究を提案して来た。日本側でもほぼ同時期に同じテーマ

の研究を展開しており、 Jakes氏の申し出に応じることにした.その一環として，

平島は 1999年8月に文部省在外研究員としてプラハに滞在し、ボヘミア山地の

試料採集と文献調査を行い、 Jakes氏と問題の所在と研究方法について話し合っ

た。その結果、ボヘミア山地には、超高圧変成岩と超高温変成岩が産出しており、

これまで¥世界的にも未解明であった両者の関係を考察するためには最適のフィ

ールドであると判断し、本計画を実施することにした。

まず、メンバ}の選定では、日本側から、グラニュライトやミグマタイトの研

究に経験豊富な教員と、超高圧変成岩の研究に経験豊富な教員を人選し、世界の

トップレベルの研究者達との competitionにも十分対抗できる人員で、研究を開

始した。あわせて、岩石学に興味を抱く大学院生を積極的に登用t し、研究の補助

をとおして、彼らの研究能力を向上させっつ、次代を担う研究者の育成を目指し

て、本国際共同研究を開始した。

研究目的

ヴァリスカン造山帯に属すチェコ共和国のボヘミア山地では、マントノレ由来と

される数 cmから数十km規模のかんらん岩が、地殻物質起源の岩石(片麻岩やグ



ラニュライト)中に産している。本研究では、マントノレ物質や地殻物質起源の岩

石に残されている物理情報を解読し、

1)マントル起源のかんらん岩と地殻物質の一体化は何時、どのようなプロセス

で生じたか?

2)マントル起源のかんらん岩と地殻深部物質(グラニュライト)はどのように

して地表まで上昇したか?

3)マントノレ起源、の超高圧条件を示すかんらん岩と超高温条件を示すグラエユ

ライトの成因関係

などを明らかにし、大陸衝突帯の地下深部で、生じている物質混合と移動のダイ

ナミクスに対する新しいモデル作りを目指すことにしたー特に、マントル物質や

地殻物質起源の岩石から解読した、温度一圧力史に、変形活動の時期、部分熔融

の時期、流体活動の時期などを加味した、多角的な地下深部ダイナミクスの構築

を目指した。

具体的問題とそれを解く方策

ボヘミア山地では地下 30km前後で再結晶した酸性グラニュライトと、地下

100km前後で国結したザクロ石かんらん岩が直接接する組織が頻繁に認められる。

密度の大きいマントル物質を地表まで、上昇させるメカニズムとして、大陸衝突後

のアセノスフェアー・マントルの上昇モデルが受け入れられている(例Medaris、

1998)。その一方で、、本研究の研究協力者である Jakes教授は、地球化学的見地

から、“酸性グラニュライトは上部マントノレまでもぐりこんだ地殻物質が、高温

高圧下で部分熔融し、マグマとしてマントル物質を取り込み、周囲との浮力差で

下部地殻まで急速に上昇し、その場で固結した"とするモデルを提案したが、ま

だ広く認められていない。

本研究では、

1)かんらん岩と酸性グラニュライト個々の変成履歴の解析、

2)かんらん岩と酸性グラニュライト接触部のマクロ組織の解析、

3)酸性グラニュライトの部分溶融組織やその時期の同定

4)各岩系での流体活動の解明

などを展開し、上記の論争の妥当性を検討することにした。



各年度の研究成果

平成 13年度

本研究の開始に先立って、平島と佐井寛禎は平成 12(2001)年に私費でボヘミ

ア岩体の地質調査を実施し、既に予備的研究に十分な試料を採集した。これら

を対象に、京都大学と千葉大学に導入した新型走査型電子顕微鏡をもちいて、

かんらん岩やグラニュライトを構成する微細鉱物組織とかんらん岩ーグラニュ

ライト間のマクロな組織の解析を開始した。佐井寛禎は、酸性質グラニュライ

トから温度上昇時の情報を残したザ、クロ石を見出し、その意義に付いて、日本

岩石鉱物鉱床学会で講演した。

平成 13年 9月に約2週間チェコに出張し(平島・広井+研究協力者3名)、

チャーノレズ大学にて文献調査と討議を行った後，かんらん岩や超高圧変成岩と

周囲の岩石のマクロな組織や空間分布の観察に重点をいた、ボヘミア山地でフ

ィーノレドワークとサンプリングを行った。

チェコで新たに採集した試料は、サンフツレ整理と登録を済ませた後、各担当

者が分析作業を開始した。

本研究助成金で、流体包有物同定用の試料加熱冷却ステ}ジを導入し、その

習熟を開始した。

平成 14年度

平成 14年 5月に約 2週間チェコに出張し(平島・小畑・広井十研究協力者3

名人ボヘミア山地で現地調査とチャーノレズ大学で、双方の研究成果を検討・討論

した。

前年度からの室内実験により多くの新事実を明らかにし、そのうち，以下の 5

件について、日本地質学会年会(静同大学)で講演した。

1 )慶井美邦・平島崇男・マルチンースアオイッカによる、クフェーノレグラニュ

ライト中の 3種の A12Si05鉱物の発見o 特に、契断帯に出現する紅柱石は勇断

応力によって促進された A12Si05鉱物の転移により形成されたとの考えを示

した。

2)平島崇男・佐井寛禎・マルチンースフォイッカによる、クフェーノレグラニュ

ライトの最高圧力値の再検討。

3) 苗村康輔・佐井寛禎・平島崇男・マルチンースアオイッカによる、ボヘミ



ア山塊プランスキーレス岩体産のガーネットかんらん岩の詳細な化学分析

に基づく岩石学.

4) 中村大輔・苗村康輔・臼杵直・平島崇男・マノレチンースアオイッカによる、

チェコ共和国・ノブドボリーザクロ石カンラン岩体に伴う藍晶石エクロジ

ャイトの最高圧力条件の推定。

5.) 臼杵直・平島崇男・マノレチン同スアオイッカによる、クフェーノレグラニュラ

イト中のザクロ石非対称累帯構造はドライな環境下での元素拡散に起因し

ているとの考えの提示.

上記のうち、ノブドボリーザクロ石カンラン岩体に伴う藍晶石エクロジャイト

に関する研究は、既に、

Nakamura， D.， .s:voitka吟 M:.，Naemura， KヲandHirai出 a‘主，

Vぽyhiglトpressure(> 4 GPa) eclogi匂 associatedwith the Moldanubian garnet 

peridotite φ~ove Dvory， Czech Republic)・Journalmetamorphic Geo10 gy， 22， 

593圃 603.

として、国際誌に印刷された。この論文の意義は、筆頭著者が開発した藍品石

とSi02棺を含むエクロジャイトの形成条件を精度よく見積もる圧力計を、ボヘ

ミア岩体で初めて適用し、 NoveDvory産ヱクロジャイトは世界的にも最も高い圧

力を示す岩体であることを明らかにした。

流体包有物同定用の試料加熱冷却ステージを用いた研究では、日本の三波)11

変成帯産の地殻物質起源のエクロジャイトからはじめて流体包有物を見出した。

平成 15年 3月に Svojtka氏を京都に招聴し、大陸衝突プロセスに関する研究

討論会を開催し，最終年度の研究方針を議論した。

平成 15年度

平成 15年 6月の 2週間，再度プラハに出張し(平島+研究協力者 4名)、こ

れまでの研究で問題が鮮明になった地域を集中的に調査した。現地調査の後チ

ャーノレズ大学で、双方の研究成果を検討し、まとめの方針を決定した。

室内実験では、以下の研究で新たな新知見を得た:

6) 'Ktis産kinzigiteやミグマタイトの岩石学(小林)

7) Horni Bory産石灰質変成岩の岩石学(久島)

8)醍ohelno産ペリドタイトの岩石学など(亀井)

流体包有物の研究では，HorniBory産石灰質変成岩から複数ステージの形成

を示唆する流体包有物を見つけた。また、日本の三波)11産エクロジャイトの流



体包有物については、その組成の同定と形成時期の推定を行った。

平成 16年 3月には、京都大学で研究成果発表会を開催した。

おわりに

この科学研究費助成研究が採択される以前の準備段階として、 PeterJakes氏

とMartinSvojtka氏】の協力の下、平島と佐井寛禎は 1999年と 2001年の 2回、

ボ、ヘミア山地の予備調査を行った。 1999年時点では、まだ共産政権時代の名残

で、チェコから国外に発送する荷物の重量は最大 2kgに制限されていた。その

ため、チェコ出国前日に、 Jakes邸の庭で、約 I週間の調査で、集めた資料をバッ

クパッキングの重量が 20kg程度になるように、資料の取捨選別を行わざるを得

なかった。幸いなことに、その後、西側の郵便制度が浸透し、 2001年の調査か

らは最大 20kgの郵便小包の利用が可能になり、調査地域から直接京都への岩石

資料郵送が可能になり、研究の能率が向上した(但し、 20kg船便指定で 1万円

程度と高額だが、現地からは SAL便並みのスピード、 1-2週間で届く!)。

我々の研究室ではボヘミアの岩石を扱うのは初めてで、当該地域の知識やノ

ーハウの蓄積が皆無に等しかったが、 1999年と 2001年の 2回調査で得た資料と

知識で問題点が整理でき、本研究費が採択されたと思える。各研究テーマはゼ

ロから開始したにもかかわらず、既に国際誌に 1件の公表論文を得たことは研

究協力者の努力の賜物である。これ以外にも、今後 l年以内に投稿可能なまで

に進展している複数の研究課題が展開中であり、今咲きつつある花を、今後、

結実させる作業が必要で、ある。

この研究が進展しているさなか、平成 15年度に 21世紀 COEが採択され、平

成 15年度後半からは、流体活動に焦点を合わせたテーマとボヘミア研究の、 2

方面作戦を実施せざるを得なかった。流体活動の研究も当研究室では初めての

試みであり、基本技術の習得から開始したが、院生諸君の努力により、流体包

有物の同定方法は各段に進歩し、一部の流体包有物は、その活動時期や流体組

成なども決定できた。これらの研究は、平成 17年度以降にさらに発展させる予

定である。



本研究によって現在進行中の研究成果

(1) 中村大輪・平島崇男・ Martin Svoj七ka:

チェコ共和国，Nove-Dvoryのエクロジャイト:ザクロ石組成累帯構造の多

禄性

(2)広井美邦・平島崇男・ M~rtin :Svojtka: 

クフェーノレグラニュライトの 3種のA12Si05鉱物一特に努断帯に出現する

紅柱石について。
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は〉小林記之:

チェコ共和国ボヘミア地塊Ktisに産する Kinzigite

(5)久島紘樹:

チェコ共和国HomiBoryに産する calc皿 cilicateのジュールの変成作用

(6)亀井陽・小畑正明・平島崇男:

チェコ共和国ボヘミア山塊Gfoelグラニュライトに産する Mohe1noi高温

かんらん岩の再結晶J作用と温度圧力履歴

( 7) Obata， M; 

Origin of eclogite and g紅 netperidotite企omthe moldanubian zone of也e

Bohemian massif， Czech'Repub1ic and its implication'to other mafic layers 

embedded in orogenic peridotites in the world. 

(8)大塚和彦・久島紘樹:

流体包有物解析システムのセットアップ状況と問題点

本研究に関係した公表論文

(り回出加弘主andN紘amura予D.，2003:

百leDabie Shan耐 Suluorogen. In Carswell， D.A. & Compagnoni， R. (eds) 

Ultrahigh pressure Metamorphおm，European Min釘 alogicalUnion Notes in 

Mineralogy， Vol. 5ラ 105圃 144.

(2) Nakalnura， D.， Svojtka‘M!， NaemuraラK，andHiraiima..T.，2004: 
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peridotite (Nove Dvof)ら CzechRepublic)・ Joumalmetamorphic Geology， 22， 

593圃 603.
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(3) 0bata吟 M!.and Takazawa， E吋 2004:

Compositional continuity and discontinuity in the Horoman peridotite， Japan， and 

its implication for melt exなactionprocesses in partially molten upper mantle. J. 

Petro1..45， 223圃 234.

(4). Yoshidaラ D吋 Hrrallma‘ T~， and IshiwatariラA.，2004:
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1125醐 1145.
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チェコ共和国 NoveDvoryのエクロジャイト

:ザクロ石組成累帯構造の多様性

中村大輔・平島崇男・ MartinSvojtka 

ヴァリスカン造山帯は古生代後期のパンゲア形成期にヨーロッパで発達した造山帯であり、

ドイツやチェコ共和国にまたがるボヘミア岩体はヴァリスカン造山運動の代表的な研究地域

である。ボヘミア岩体南部の構造的最上位はクフェールユニットと呼ばれ、主として酸性質

グラニュライトや片麻岩が分布し、その中にマントル物質であるカンラン岩体が塊状または

レンズ状に存在している。カンラン岩体には様々な起源、のものがあり、ボヘミア岩体南部の

NoveDvoryのカンラン岩体は地下 150km程(圧力 5-6GPa)から上昇してきたと推定されて

いる (Medariset al.， 1990)。しかし、その圧力推定はザクロ石一斜方輝石圧力計のみによるも

ので、多角的に検討されて

いなしミ。そこで、そのカン

ラン岩に伴われている藍

晶石エクロジャイトから

圧力推定を行い、

1050-11500Cラ 4.5-4.9 GPa 

という値が得られた(右図、

Nakamura et al.， 2004) 0 若

の圧力推定値の違いは

あるが、このカンラン岩体

が地下 150km程から上昇

してきたことを支持する

結果である。
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このように、このカンラン岩体は地下 150km程から上昇してきたものであることが示され

たが、それ以前の確かな情報はいまのところ得られていなし)0 それにはザクロ石の組成累帯

構造が一つの重要な情報となることが期待される。例えば、 Mg#[= Mg/(Fe+Mg)]がコアから

リムに向かつて増加するような progradeタイプのザクロ石を含むエクロジャイトがあれば、
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0.6同

Dist献立e(ml官官}

同岩体はもともと地下深部にあったものが上昇してきたものではなく、沈み込みを経験した

ものだと考えられる。これまでにチェコ共和国のエクロジャイトは包括的に研究されており、

クフェールユニットのエクロジャイト中のザクロ石はコアからリムにむかつてMg#が減少す

るretrogradeタイプの累帯構造をするものがほとんどであることが指摘されている (Medaris

et al.， 1995) 0 その後、 Mg#がコアからリムへ増加する progradeタイプのザクロ石を持つエク

ロジャイトも報告イ列されているが (Medariset al.， 1998)、本研究地域の NoveDvoryとは別の

場所のエクロジャイトになるo 今回の研究では、 NoveDvoryのヱクロジャイト中のザクロ石

を詳継に分析し、そのザクロ石組成累帯構造はretrogardタイプのものばかりでは決してなく、

非常に多様性があることが明らかとなった。以下に、その内の特異な例を紹介する。

まず、温度圧力推定を行った藍晶石ヱクロジャイト (ND6めには直径 5mm程のザクロ石

巨品が含まれていて、そのザクロ石巨品はコアからリムに向かつて Ca量が顕著に増加して

いることが明らかとなった (Nakamura et al.， 2004) 0 また、 Mg#はコアからリムに向かつて若

干減少している。一方、これと同じ試料で別の場所の薄片側D6c)では、 progradeタイフの

組成累帯構造をもっザ

、
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クロ石巨品(長さ 10mm

程)が存在する(右図)。

このザクロ石巨品はコ

アからリムに向かつて、

Ca含有量とMg#がとも

に増加している。これ

らND6bとND6cは同

じ試料であるが、ザク

ロ石巨品の組成累帯構

造の特徴は両者の間で

異なっている。共通す

る点は両者ともにコア

からリムに向かつて Ca含有量が増加している点であり、これは圧力増加を意味しているか

もしれない。しかし、なぜMg#の累帯構造に違いがあるかは不明である。



また、藍品石を含まないエクロジャイトでも興味深い結果が得られた。試料ND120では同

一薄片中に二つのタイプのザクロ石が認められた。一つはコアからリムに向かつて Mg#が増

加する progradeタイプのもので、もう一つはMg#が減少している retrogradeタイプのもので、

両者の組成はリムで一致して

いる(右図)0 Retro gradeタイプ

の累帯構造は数 mm以上のザ

クロ石巨晶において顕著に認

められ、コアの組成はパイロー

プ成分が 60%程に達し、カンラ

ン岩に見られるような組成を

している。 Retrogradeタイプの

ザクロ石は小さなカンラン岩

がゼノリスとして含まれてい

た所を核として成長したもの

かもしれない。一方、 prograde

タイフのザクロ石は昇温に伴

って新しく核形成し、成長した

ものかもしれない。

以上のように昇温や増圧を示

唆するような progradeタイプの

ザクロ石の組成累帯構造が確認

されたが、単純な平衡理論では

説明困難な特徴がある o Nove 

訊rory岩体が沈み込みを経験し

たかどうかは未だ疑問が残ると

ころであるが、単純に減圧・冷

却のみを被ったものとは考えに

くい。
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クフェールグラニュライト中の 3種の A12S i 05鉱物一特に関断帯に出現する紅柱石について

虞井美邦・平島崇男・マルティン-スフォイッカ
制。i肱a~血剖 a. i20自由南ボへミア地方にはパ

リスカン造山運動によっ ，(AJ 
て形成された高度変成岩

類が広く分布している。

特にザクロ石カンラン岩

やエクロジャイトを伴っ

た石英長石質(花闘岩質)

のクフェールグラニュラ

イト(以下， 1"酸性グラニ

ュライト」と記述するが，

鉱物組成も見かけも斜方

輝石を含み、あめ色をし

た通例のチャルノッカイ

トとは異なる) が

Prachatice岩体， Lisov 

岩体， Kristanov岩体，

Blansky les岩体などの

大小の岩体として露出し

ている(第 1図)。これら

の岩体は， 1"造山運動によ

って、上部大陸地殻を構

成していた岩石がマント

ルのどの深さまで押し込

められるのか?J， 1"マン

トル深部まで押し込められて高密度化した

岩石の上昇の機構や速度等は ?Jなどの問

題を解くのに適しており，盛んに研究され

てきた(最近では，特にジルコンの同位体

年代測定関係)。われわれは温度-圧力・時間

経路を確立することや上昇時の変形過程の

変遷を解析するために研究を開始した。

酸性グラニュライトは，一般に，石英と

カリ長石を主とし，さまざまな量の斜長石，

藍晶石，ザクロ石，ルチル，ジルコン，モ

ナザイト，燐灰石を含む。これらに加えて，

珪線石，紅柱石，董青石，スピネル，コラ

ンダム(?)，サフィリン(?)，黒雲母，

緑泥石，白雲母，イルメナイト，黄鉄鉱が

加わる。藍晶石の珪線石への転移と黒雲母

によるザクロ石の置換はもっとも普遍的な

「後退変成作用Jである。また董青石が不

規則な脈状あるいはフール状に発達したミ

グマタイト的な岩相を示すことがあり，そ

のような岩石では，藍晶石を置換してスピ

ネル+董青石(あるいは斜長石)のシンプ

レクタイトが生成している。これは高温で

包
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第 1図.南ボヘミア地方の地質概略図.クフェールグラニュライトはいくつ

かの岩体を構成しているが、 Blanskyles岩体はその中で最大の岩体である。

Plesovice石切り場の位置に注目.



第 3図. Blansky les岩体中の Plesovice石切り場に見られる勇断帯

の等温減圧過程とそれに伴う部分融解現象を示唆している。紅柱石はごくまれに産出することが報告されて

いたが(第 2図中の H-l地点のボーリングコア)，今回， Blansky les岩体内の勇断帯(第 3図)中ではも

っとも普遍的な A12Si05鉱物であることが明らか

吋

• 
第4図.第 3図の勇断帯から採取した試料の研磨面.

マイロナイト~ウルトラマイロナイトのほかにシュ

ードタキライトも見られる.

になった(第 8図、第 9図)。

P~eLldotachyll肱 k:S思 11083寸圃 :f)

第 5図.勇断帯中のシュードタキライトの偏

光顕微鏡写真および反射電子線像
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第 7図.勢断帯付近での勇断歪の勾配

(単純勇断変形を仮定)
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第6図.勇断帯周辺の様子.粒度変化と面構造の屈曲に注目.

必吐.

M 

Blansky les岩体は上記のいく つか

の岩体の中で最大の分布面積を持つ。

この岩体内では， 場所によって異なる

「後退変成作用」や「変形作用」が見

られる。特に岩体の東部の Plesovice

付近では後退的」な董青石の生成

は乏しく，全体的に強く変形している。

また多数の勇断帯が発達しており ，マ

イロナイトないしウルトラマイロナ

イトに加えてシュードタキライトも

形成されている(第4図、第 5図)。

勇断帯では，中心部に向かつて面構

造の屈曲が観察される(第4図、第 5

図)。このため，単純勇断変形を仮定

すると，勢断帯付近での勇断歪の勾配

が示唆される(第 7図)が，この努断

歪の勾配と藍晶石(および珪線石)の

紅柱石への相転移(第 8図)の頻度が

よく対応している(第 7図・第 9図)。

したがって，歪エネルギーが藍晶石(および珪

線石)の紅柱石への相転移の活性化エネルギー

となり，それを促進した可能性が高い。

第8図.マイロナイト中の AhSi05鉱物.藍晶石が部分的に紅柱石

に置換されている(偏光顕微鏡写真、反射電子線像、 SEMCL像). 

第9図.勇断帯周辺における AbSi05鉱物の

出現状況.第 7図の勇断歪の大きさと藍晶石

(青色) (および珪線石(緑色))から紅柱石

(赤色)への転移の頻度がよく対応する.

':::0 

-"  

-婦-・・

組.
哩，..-.....植1

山



チェコ共和国ボヘミア地塊 Ktisに産する Kinzigite

京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学教室 D1 小林記之

チェコ共和屈に分布するボヘミア山塊は、パリスカン造山帯を代表する1地域である。ボヘミア

山塊の中央部は地質学的にモルダニューブ、帯と呼ばれ、下位から MonotonousUnit、VariedUnit、

Gfohl Unitの3つの構造ユニットと、それらを貫くパリスカン期の深成岩類で構成されている(Fuchs，

1990; Fiala et al.， 1995)0 Monotonous(Ostrong) Unitは、主としてミグマタイト化したザク口石一黒雲

母J圭線石片麻岩で構成され、層状の石灰珪質岩、正片麻岩、角関岩、エク口ジャイトを伴う。

Varied(Drosendorf) Unitは、正片麻岩 Seriesとその上位の石灰謹質岩、珪岩、大理石、石患を含

む片岩、角閃岩等の VariegatedSeriesから構成されている(Thiele，1984)。

一般に、 MonotonousUnitとVariedUnitは、低庄中温型の鉱物紹み合わせを示す(Fuchs，1971; 

Tollmann， 1982; Matte et al.， 1990)0 Gfohl Unit は、上位を占めるグラニュライト Series(Nappe)と、

下位のザクロ石一藍晶石一珪線石ー黒雲母ーカリ長石ー斜長石一石英の鉱物組み合わせの片麻岩

Series (こ区分されている。また、 GfohlUnitでは、ザクロ石~スピネル・ペリドタイトが酸性グラニュ

ライト中に層状・レンズ状に産しており、地殻物質とマントル物質の混合過程が議論されている。し

かし、 GfohlUnitの構造的下位に位置する MonotonousUnitや VariedUnitと GfohlUnitの両

者が、どのようなテクトニックイベントを経験し、現設の位置に定置しているのか、その関係は明確

になっていない。そこで、両者の関係を明らかにするために、 Gf包hlUnitの構造的下位に位置する

として、 Lheniceshear zoneの Ktisに産する Kinzigiteの岩石学的解析を行った。

Kinzigiteとは、グラニュライト相の変成作用を被った組粒な泥質変成岩で、構成鉱物として特に

ザクロ石と黒雲母を含み、様々な量の石英、カリ長石、灰曹長石、白雲母、董青石、珪線石を含

んでいる。また、この用語は Fischerによって 1860年に提唱された。

サンプル採取地点はチェコ共和国南部 Ktis、48
0

55' 40N、14
0

08' 37Eである。露頭で

Kinzigiteは、面構造が発達しており、 Patch状の優自質部分であるしeucosomeが多数確認された。

露頭の走向傾斜は、 N40W38Sであった。また露頭調査において Graniteが確認され、 Granite近

傍の kinzigiteに含まれる G吋は、比較的縮粒であった。

採取したサンプルのスラブ観察を行い、ザクロ石の粒径の大きさ、形状(自形性の強さ)、

Foliationの有無、しeucocraticveinおよび Leucosomeの形態などを考慮し、 Kinzigiteの分類を

行った。①Finegrain Grt & Weakly Foliation type:ザク口石は、他~半白形のものが多く、細粒

(約 0.1""'1 mm、最大約 2mm)で、優白質・優黒質部分の双方に含まれている(量も多い)。弱く

Foliationが発達している。②Finegrain Grt & Foliation type :ザク口石は細粒(約 O.l""'lmm、最

大約 1.5mm)。また、ザクロ石は優黒質部分に濃集しており、優由貿部分には少ない。 Foliation

が発達している。 Foliationに諦和的で三次元的に閉じた Leucosomeが発達している。③

Leucosome & Foliation type :ザクロ石は中粒(約 0.5""'1.5mm、最大約 4mm)で、他~半島形の

ものが多く、優自質・優黒質部分の双方に含まれている。また Foliationがやや弱く発達しており、

Leucocratic veinおよび Leucosomeが多数確認される(表面はアメ色、新鮮な部分は淡緑色)。

④Coarse grain Grt & Weakly foliation type:ザクロ石は粗粒(約 1""'5mm、最大約 7mm)であり、

coreは濃赤色を呈している。優白質・優黒質部分(優黒質の方が多い)の双方に含まれている。



Foliationはあまり顕著に発達していない。⑤Coarsegrain Grt & Foliation type:ザクロ石は組粒

(約 1---5mm、最大約 7mm)で、他~半自形のものが多い。また、顕著に Foliationが発達しており、

微細摺曲が確認される。⑥しeucocratic& Weakly Foliation type:ザクロ石は紹粒(約 0.5---1mm、

最大約 2mm)である。 Foliationはあまり発達していない。岩椙は優白質でgraniticである(表幽

1)。

薄片観察から、これら①~⑥に共通して含まれている鉱物は、石英、カリ長石、黒雲母、ザクロ

石、少量のグラファイト、ジルコン、モナザイトである。また、②③⑤⑥には珪線石が含まれて

おり、①②③⑤には童青石が含まれている。さらに、非常に微量ながら②~⑥には斜長石が含ま

れており、③⑤!こはスピネル(ヘルシナイト)が含まれている。

各①~⑥に含まれている鉱物モード結成を測定した。サンプル全体の平均鉱物モード組成を出

すために、優白質部分と優黒質部分にまたがった個所を測定した。測定はインターバルト2(0.32 

---0.34mm)で測定し、また、 1サンプルにつき約 4000---10000pointの測定を行い、鉱物モードを決

定した。その結果、①~⑥の主要な鉱物(石英、カリ長石、黒雲母、ザクロ石)のモード量は、石英

で24.2---37.4%(⑤は 5.1%)、カリ長石で 18.2---31.7%(⑥は44.5%)、黒雲母で 10.1---28.2%、ザ

クロ石で 5.7---33.4%、であった。これら主要な鉱物だけで、鉱物モード総量の約 80%を占めてい

る。また、⑥のモード量の内、約 80%が石英とカリ長石で占められている。さらに、 ratiog =(ザクロ

石/(ザクロ石+黒雲母〉の値(Schmidand Wood， 1976)は、①で 0.68、②で 0.50、③で 0.45、④で

0.54、⑤で 0.31---0.50、⑥で 0.36、であった。

鉱物組織で特にザクロ石は、多数の微細結晶の包有物(石英、カリ長石、黒雲母等)を持つ

coreがあり、その coreの題函に包有物を、余り含まないザクロ石の rimが取り回んでいる。このこ

とから、ザク口石形成における時期が少なくとも、包有物を持つ core形成時(stage1)と、包有物

を余り含まない rim形成時(stage2)のニ段階があった事が示唆される。

ほとんどのサンプル(①~⑥)に含まれているザクロ石は、組成的に均質であり、(菱自質部分に

含まれるザクロ石の組成は、 Xal 0.77---0.79， Xpy 0.17 ---0.20， Xgr 0.02---0.03， Xsp 0.008---0.0110 

優黒質部分に含まれるザクロ石の組成は、 Xal 0.70---0.84， Xpy 0.12---0.20， Xgr 0.03---0.07， Xsp 

0.008---0.011である。しかし、④や⑤に含まれている穏粒のザクロ石の一部は、均質なザクロ石と

は異なる組成の coreを持つ。この様なザクロ石の組成は、 coreでXal0.66---0.68， Xpy 0.03---0.06， 

Xgr 0.24---0.25， Xsp 0.03---0.05であり、 rimでXal0.69---0.79， Xpy 0.19---0.25， Xgr 0.01---0.09， Xsp 

0.005---0.009である。 coreはrimに比べ Grs成分に富み、しT/HPを示唆する(図“1)。また、ザク

ロ石に包有されている黒雲母(rim部分)の組成は、 Xmg0.57 ---0.58であり、母岩を構成している

ザク口石のマトリクス部分の黒雲母は Xmg0.48---0.53である。その他の鉱物として、童青石は{菱

自質、優黒質部分で Xmg0.58---0.62でありほぼ均質である。

これらの鉱物の結成を用いて、 kinzigiteの形成物理条件をザクロ石一黒雲母温度計

(Ferry-Spear; 1978)、ザク口石…斜長石-Als一石英圧力計(Hodgesand Spear; 1982)、を適応して

見積もった。一般的に、ザクロ石の組成において Mgは温度の指標に、 Caは圧力の指標としてみ

なされており、これらの温度計、圧力計の使用に際して、最高変成温度条件を見積もるため、もっ

ともMgに富んでいる部分(rim部分)を用いた。その結果、最高変成温度条件として約6---9.5Kbar，



845'""'91 QOCという非常に高温の値を得た。この変成条件を Carswll(1993)が説明した Gfl的 IUnit 

の p-T pathと比較してみると、 ktisの kinzigiteは、 GfohlUnitのグラニュライトが時計まわりの

P-T pathを経験した中で、 ITD(等温減圧)の終わり、または上昇を始めるあたりの条件と非常に

よい一致を示す(図-2)。また、粗粒なザクロ石の coreはrimよりもCaに富んでおり、 kinzigiteは

最高変成温度条件を経験する以前に、約 6'""'9.5Kbarよりも高い圧力条件を経験したことが推察さ

れる(図 -2)。

|表-1I 

Type G陀自形性 Grt粒径 Foliation Leucosome 

① Fine grain Grt & Weakly Foliation type 他~半自形 約 O.l"'lmm 弱い

② Fine grain Grt & Foliation type 他形 約 O.l"'lmm 強い レンズ状

③ Leucosome & Foliation type 他~半自形 約 0.5'"1.5mm やや弱い Leucocratic veinおよび Leucosomeが多数

④ Coarse grain Grt & Weakly foliation type 他形 約 1"'5mm 弱L¥

⑤ Coarse grain Grt & Foliation type 他~半自形 約 1"'5mm 強い

⑥ Leucocratic & Weakly Foliation type 他形 約 0.5"'1mm 弱L¥ 岩相は優白質でgranitic
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Plesovice spinel圃 garnetperidotiteの圧力温度パス

京都大学岩石学講座 D1 苗村康輔

本小論では、チェコ南部ブランスキーレス岩体東端で 2001年度調査に見出されたプレソビチエ

かんらん岩が辿った P-T履歴について報告する。

岩石記載

略語はKretz(1983)に従う.鉱物共生は 01十Opx十Cpx+ Grt + Spl + Amp + Phl + Ni -Sul土 Chl::1: 

Serpで、モード組成から Cpxに乏しいハルツパージャイトである。岩石は細粒~中粒のマトリク

ス (0.1~3.0 mm， 01 + Opx + Cpx + Cr-Spl十Grt)の中に約 10mmの巨品 (Opx，Grt)が産する(図 1、

A， B)。マトリクスの G抗の大半はケリファイト (Ke1y)に分解している。 Cr“Splは全ての試料で、

Grtの包有物とマトリクスに出現する。 Splは頻繁に Phlを包有する。試料 PQ101Eには 6x 11 mm 

の Opx巨晶が見られた (Fig.トA)。 この結晶は約1.0体積%の Cpxラメラを含む。 Grtラメラは

見られず、結晶縁に Ke1yが点在する。試料 PQ201には Grt巨晶が見られた (Fig.トB)oG討は Opx

包有物を多数含む。マトリクスや Grt中に存在するOpx• Cpxは、 Opxは Cpxラメラを、 Cpxは

Opxのブレブを含む。しかし、その量はごくわずかだ(<<1 vol. %)。ケリファイトは 0.01""O.lmm 

のOpx，Cpx， Splと、少量の緑色のパーガス閃石 (Crを含む)を含む場合がある。

化学組成とゾ}ニングパターン

Grt帽 Opx

圧力温度を知る指標となる OpxとGrtのゾーニングパターンについて述べる(図 2，A)。試料

PQ 101Eに含まれた Opx巨品の Al.Cr量は、コアでそれぞれ 0.120 ・0.025P白(0=6)を示し、リ

ムで 0.050・0.010pぬまで低下する。フラットなコアは見られなかった。 Caは結晶全体で一定で

約 0.015pfuだが、離溶組織を復元すると約 0.020pfuまで増加する。 Opx芭品のリム組成は、マ

トリクスの Opxコア組成に一致する。区品の周囲のマトリクスに見られる lmm以上の Opx結品

組成は結晶内で均質で、その Al ・ Cr 量は 0.045~0.055 ・ 0.010 pおであり、Opx巨品のリム組成と

ほぼ一致する。 Ca最は 0.015pfuであり、微量の(<<1 vol. %)単斜輝石を離溶する。 PQ201に見

られる Grtと Opx包有物を線分析した(図 2，B)o Grtは結晶全体で組成がほぼ均質であり、 Opx

との界面とクラック沿いに Mg#が低下する。 OpxのMg#は非対称で、周囲の Grtがケリファイ

ト化した部分でのみ Mg#の低下が見られる。 Al，Crはコアで一定でそれぞれ 0.05 ・0.01P白を示

す。リムではそれぞれ約0.200・0.025pfuまで増加する。Caはコア (0.015pfu)からリム(0.010P白)

に向かつて減少する。

Cpx， Spl， 01 

マトリクスに産する lmm以上のCpx，Spl， 01のゾーニングを簡単にまとめる。 Grt中のCpxはNa，

Crに富む均質なコアを持つ。 Crは均質で(0.025pfu:0=6)、AlはコアからGrtに接するリムに向かつ

て増加し(0.080→0.085pfu)、Naは減少する(0.080→0035pfu)。つまり、コアからGrtに接するリム

に向かつてヒスイ輝石成分が減少し、チェルマック成分が増加している。 SplのYCrはコアで均質

で、オリビンと接するリムに向かつて減少する(0.58→0.45)。ケリファイトと接するリムでは、 YCr

は 0.15程度まで減少する。 01のFo値は一定で (0.091)顕著なゾーニングは見られなかった。ここ

ではマトリクスのなかでも粗粒な結晶のみ取り扱ったが、細粒な結晶のコア組成は粗粒な結晶の



コア組成とリム組成の中間的な組成を示す。リムでの組成は隣接鉱物に応じて変化したが、ここ

では 1mm大のマトリクス結晶が均質なコア組成を示すことを強調しておく。次にKe1yを構成する

鉱物の定量値を示す。 Ke1y中のSp1はYCrが 0.11と著しく低い。 Kely中の両輝石は共にAlに富みCr

に乏しい。 A1・CrはOpxでは 0.140""0.150・0.010p向であり、 Cpxで0.100""0.0110・0.010pfuであ

った。 OpxのCa量は約 0.010pfuとやや低い値が見られた。

Opx中のアルミ量で識別する平衡ステージ

試料中の Opx中の A1・Cr量の変化は次のようである。まず、巨晶が示すような A1，Crに富む

Opxが安定な時期があり、それが冷却または増庄の結果マトリクスにみられる A1，Crに乏しい Opx

に再平衡した。このステージにおける再平衡により、 3mm以下のマトリクスOpxは完全に再平衡

されている。Opx中の A1がGrtと接する界面で増加するのは、最後の減圧の影響だと考えらJれる。

この高アルミ組成はケリファイト中のOpxに受け継がれている。

1mm以上のマトリクス結品が示す均質なコア組成は、5相レールゾライト共生 (Grt+ Opx + Cpx 

+ Cr-Sp1 + 01)で化学平衡が十分に達成されたことを示唆する。そこで、この組成に提案されて

いる各種の圧力温度計を適用し、化学平衡ステージの圧力温度条件をつぎ、のように見積もった。

P-T cond.ition of 5・pha関 lherzoli飴 as随 mblages

適用された 2つの圧力計と 4つの温度計は 8個の交点を生み出すが、それらの交点と誤差を含

めた領域は 31幽 50kbar・900-1200ocという広い P-Tにばらつく。これらの 8個の交点を、温度

計の種類を基に 2つの領域に分ける。領域A(31 ，...， 35 kbar・900，...， 1000 OC)は、 Grt・.Cpx温度

計(Krogh1988)と両輝石温度計 (Breyand Koh1er， 1990)が、 GrtOpx圧力計 (Breyand Koh1er， 

1990)とCr-inCpx圧力計(Nimisand Ta1or， 2000)と交わる 4つの交点を含む領域である。領域 B

(33 ，...，50 kbar・1000，...， 1200 OC)は01-Grt温度計(0'Nei1and Wood， 1979)とGrt-Opx温度計

(Harley， 1984a)が、先に述べた 2つの圧力計と交わる 4点を含む。領域Aは2つの圧力計ライン

の交点付近に位置し、比較的圧力温度のばらつきが小さい。一方、領域Bは2つの圧力計ライン

が温度増加と共に離れる傾向にあり、圧力温度のばらつきが著しい。

この 2つの異なる P-T領域A.Bに対して次の 2つの解釈が可能である。

(解釈1) Medaris (1999)では、 01-Grt温度計がピーク時の温度を最もよく保持すると考えた。

その理由は、岩石の約 70，...， 80 vol.%を占める 01と次に多い Opxとの間の Fe-Mg分配は P-Tよ

らずほぼ一定であるため、 01・Opxの Mg#は温度変化によって変動しない。また 01・Opxの

Mg#は量が多いために、他の少量しか含まれない相(Grt，Cpx)との聞のおも19交換反応ではほと

んど変化しないと考えられる。一方で、 GrtはFe-Mg化学拡散係数が遅いため、コアにはピーク

時の組成が保持されると考えた。つまり、 Grtと01はピーク時の紐成を保持している可能性が高

い。 Med紅白(1999)では、両組石温度計が Grt幽01に比べて低温を見積もるのは、輝石が後退時に

離溶相を形成することで容易に再平衡するためだと考えた。彼らはピーク時の温度見積もりに両

輝石温度計は適さないと述べている。

(解釈2) 領域 AとBの違いが異なる圧力温度計の聞のキャリプレーションの違いによると考

えることも可能だ。 Breyand Koh1er (1990)では、 Gr此t-O

程度高温を見積もり、逆に 11000C以上ではやや低温の見積もりを与えると指摘している。また



Brey and Kohler (1990)は、 Grt-Ol温度計による温度見積もりは、誤差が非常に大きく(土2000C

以上に達する)、適用の際には注意が必要であると述べている。

本研究では解釈 1の立場はとらない。なぜなら、試料中の 1mm大の輝石が含む離溶組織は微量

であり(<<1 vol. %)、それによって輝石全体の組成が大きく変化したとは考えられないからだ。

つまり、領域AとBの違いは解釈2に述べたようにキャリプレーションの差だと考える。このキャ

リプレーションの差がもたらした温度のばらつきが、温度に強く依存するGrtOpx圧力計と結び、

ついて大きな圧力のばらつきを生んでいる。領域AとBの示す圧力のいずれが正しいのかを判定す

るには温度に依存しにくい圧力計が必要であり、 O'Neil(1981)のCr-inSpl圧力計はその条件を満

たす。岩石中に見られるSplのYCrを用いて圧力温度計から計算されるラインを図 3に示す。この

圧力計は、図 3に示した通り領域Aの圧力条件とほぼ一致し、領域Bの圧力条件と一致しない。こ

の事実から、領域Aの圧力温度(31-35kbar . 900 -1000 OC)が5相レールゾライトのピーク圧

力温度条件をよく反映すると考えられる。

P-Tpa也 ofthePle郎、riceperidoti飴

Opxe:品に見られる高アルミ高クロム組成に基づけば、プロトリスの条件は領域Aに対して相

対的に低圧高温側に制約することができる。 Opxの離溶相を復元した Ca量が約 0.6wt%である

ことから、 Ca-inOpx温度計 (Breyand Kohler， 1990)により約 10000Cを制約する。つまり、温

度がほぼ一定で低圧のプロトリスが存在したと考えられる。

つぎに 5相レールゾライト共生後の減圧を、ケリファイトにみられる共生から読む。ケリファ

イト化の起きた圧力を約 15kbarと仮定し、ケリファイト中の両輝石ペアを用いて温度を見積も

ると (Bertrandand Mercier， 1985)、約 7000Cという温度見積もりが得られた。この圧力福度で

はNaに富むAmpは安定である (Niidaand Green， 1999)。

Implicati.on of P-T trajec飴ry

本研究では、様々な圧力温度計の適用をした結果、温度圧力見積もりのばらつきは圧力温度計

自身のキャリプレーションに問題があると考えられる。そのため、算出された圧力温度は詳細に

吟味する必要がある。本研究では結果を吟味し、 Grtかんらん岩棺での化学平衡ステージは 31-35

kbar・900-1000 oCの比較的狭い条件に制約できると考えた。

また本研究では、プ口トリスが低圧であり、圧力の増加が 5相レールゾライトを作った主要な

原因だと考えた。しかし、プ口トリスステージの圧力温度については不明確な点が多い。 Cawswell

(1986)ではノルウェーの西部片麻岩地域に産する G抗かんらん岩中に、 Grtかんらん岩で完全に

化学平衡に達しなかったアルミに富む Opx巨品を見出している。彼らはこのアルミに富む Opx

を高温のスピネルかんらん岩フロトリスの証拠だと考えた。しかし、彼らは Grtかんらん岩での

化学平衡以前の情報は非常に不明確であり、プロトリスが低圧高温なのか、それとも高圧高温な

のかを特定するのは図難だと結論している。本研究では、 Opxに見られる Cpx離溶組織を復元し

て求めた Ca量からプ口トリスの温度条件を見積もった。しかし、輝石の Ca化学拡散係数はAl

に比べて 10倍以上速いと考えられるため、離溶組織の形成以前に輝右中の Caが結晶外へ抜け出

した可能性も十分にありうる。このように輝石区品の Ca量が平衡値を表すのかを判断できない

ため、今回示したフロトリス条件は真実の値からずれている可能性がある。
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Fig.1. 
A. Photomicrograph of garnet megacryst with many orthopyroxene inc1usions and embay-

ments in sample PQ 101E. Line analysis is performed along the line from 0 to 1， and is pre-
sented in Fig. 2・B.

B. Photomicrograph of orthopyroxene megacryst with many olivine inc1usions in sample 
PQ 201. Kelyphites occurs along grain boundaries between orthopyroxene and olivine. Line 
analysis is performed along the line from 0 to 1， and is presented in Fig. 2・A.
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Fig.2. 
A. Line profile of orthopyroxene megacryst in sample PQ 101E. Al and Cr shows bell-shaped 

zonlngヲ andFe-Mg-Ca are homogeneous in the inner padofthe grain. 
B.Line profile of orthopyroxene inclusion and host garnet in sample PQ201.Bowl-shaped 

Al and Cr zoning are observed.XFe in garnet increases in the cracks and grain boundaries 

against orthopyroxene inclusion. 
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Fig.3. 
Pressure temperature condition estimated for spinel garnet lherzolite assmblage 
of Plesovice peridotite. P-T conditions are estimated based on three geobarolneters 
(Brey and Kohlerヲ 1990:Grt-Opx barometry ~ Nims and Taylorラ2000:Cr-in Cpx 
barometry ~ O'N eilラ 1981:Cr-in Spl barometry) and four geothermometers (Brey 
and Kohlerヲ 1990:Opx-Cpx thermometry ~ Kroghラ 1988:Grt-Cpx thermometry ~ 
Harleyラ 1984:Grt-Opx thermometry ~ O'Nei1 and Wood 1979 / 80: Grt-Ol thermo圃

metη). P-T line based on Bertrand and Mercier (1985 / 86) is also presented for 
comparlωn. The transition line between garnet lherzolite and spinellherzolite is 
based on the experiment in CaO-MgO-A1203-Si02 system (O'Neilラ 1981).Inter園

section between barometries and thermometries are divided into two regimesヲ

namely region A and region B. 



チェコ共和国 HorniBoryに産する calc.silicateノジュールの変成作用

久島 紘樹(京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻 Ml) 

・調査地域

チェコ共和国東部 Morava地方 HorniBory採石場でグラニュライト岩体の調査とサンプリング

を行った。採石場の主岩相は優黒質グラニュライトであり、若干の優白質グラニュライトを伴う

(図 1・1，1・2)。その走向傾斜は 1段目テラスの東側で N30・35E28-30Wで、 3段目テラスでもおお

よそ一致した。波長の長い聞いた背斜摺曲の翼が 2段目テラスの北東端で見られるが(図 1・3)、採

石場全体としては西落ち単斜である。しかし、よりミクロなスケールで見ると波長が数 cmの摺

曲や、 isoclinalfoldが見られる。グラニュライト中にはダナイト、ハルツパージャイト、単斜輝

石岩といった複数のザクロ石かんらん岩が数 cm"'lm大の塊状で産する。ここでは、 GあhlUnit 

では稀な calc-silica teノジュール(これ以降 CSNと略す)が、数 cm'"数 10cmのレンズ状や

isoclinal foldiongした形で主に優黒質グラニュライト中に産するのが特徴である。

図 1-1.Horni Bory採石場

目的

図 1-2.優黒質グラニュライト 図1-3.採石場の北東端の大摺曲

Horni Boryには上記のように多様な岩石が産するので、多様な全岩化学組成の岩石に生じる

鉱物共生の多様性や変形過程の母岩依存性などを検討し、当該地域のグラニュライトの形成史を

検証することを目的とした。特に、酸性グラニュライトの多くは後退時の再結晶作用を強く受け

高温高圧時の情報が消えていることが多いが、 CSNは酸性グラニュライトより変形に対して強固

であるので、グラニュライトが失った情報を保持していることを期待し、その分析を行った。

Horni Boryの CSNについての記載は佐井 (2003MS)の他には Misaret aI( 1984)がある。

Vrana(1987)はBlanskylesのグラニュライト岩体から garnet-fassaitic pyroxene(Ca-Ts成分に

富む輝石)スカルンを記載し、その鉱物共生や輝石の組成から輝石グラニュライト相で変成してお

り、母岩のグラニュライトと一連のものと考えた。その一方で HorniBoryの CSNについては

Mi sar et al (1984)を引用し、角閃岩相で形成されたとし、テクトニックブロックとして母岩のグ

ラニュライトに取り込まれたと解釈した。しかし、 Vrana(I987)はCSNを角閃岩相のものとした

根拠を示していない。このため本研究では CSNがグラニュライト相を被っているか否かを検証す

ることも目的とした。また、 Gfるhlグラニュライトは Carswell& U'Brien(I993)により 20kbar，

1000
0

Cのピーク条件が見積もられている。そこで、 CSNが母岩のグラニュライトと一連の変成史

を持っていれば、 HPグラニュライト条件における calc-silicaterockの鉱物共生という世界で未

報告の記載ができる。本報告文では CSNの鉱物共生、流体包有物などについて記述する。



• CSNの記載

1. スラブ観察

典型的な CSNは、ザクロ石を主体とする黄土色からピンク色のコア部と、それを取り囲む緑色か

ら淡緑色のマントル部からなる(図 2.1，図 2.2)。このような CSNは、長径数 cmから十数 cmの

伸長したレンズ状であり、優黒質グラニュライト中に産する。さらに、グラニュライトの片理に

調和的である。また、 CSNが斜長石を主体とする優白質レンズを伴う場合もある(図 2.2)。

HB404 
厚片

ozh 
O 

N S: 
図2-1.優黒質グラニュライト中の CSN

(コア部周囲の黒色部は変質部)

図2-2.優白質レンズを伴う CSN

HB429 

ヒー土三三ヨ
図2・4.isoclinal foldingした CSN

2. 薄片観察

CSNのコア部の鉱物共生は Grt+ Cpx + Qtz + Ttn土 Ap土 Gr土 Zrnである。鉱物名の略称は

Kretz(1983)に従う。コア部は主にザクロ石、石英、単斜輝石が入り組んだモザイク状の組織を示

し、粒径はザクロ石と石英は 100μm-500μmのものが多いが、単斜輝石は 50μm-200μmのものが

多い(図 2・5)。石英中の包有物として自形で直径 30μmほどのザクロ石が出現することがある。ザ

クロ石の組成は Prpo・2Alm6-sGrs90-92Spso・1であり、単斜輝石は Mg#=0.72・0.75、Alcpx

0.06・0.11(0二6あたりのAlの cation数)の Di-Hd(salite)である。これらは共に均質である。チタ

ン石は細粒(<50μm)である。また、サンプルによっては粒径 30μm程度の石墨が見られる。高温

の変成作用を被った calc-silicaterockには calciteや wollastoniteが出現することが多いが、CSN

からはそのいず、れも見つかっていない。但し、炭酸塩鉱物としては二次的と考えられるシデライ

ト(Sd:FeCOs)が出現することがある。

CSNのマントル部の鉱物組み合わせは Cpx+ Pl + Qtz + Ttn土 Gr土 Sd土 Zo::l:(二次的 Ms)であ



る。二次的と考えられるシデライト(FeCOs)とゾイサイトを除くと、鉱物共生は Cpx+ Pl + Qtz + 

Ttn土 Grになる。マントル部は、主に粒径 50μm-300μmの単斜輝石、斜長石、石英、チタン石

からなるグラノブラスティック組織を示す(図 2・6)。粗粒(>200μm)な単斜輝石は、累帯構造を示

すことがあり、コアの組成は上記の CSNコア部の単斜輝石とほぼ同じで Mg，Alに富むが、リム

の組成は Mg#= 0.33・0.36、Alcpx< 0.04(0=6あたりの Alのcation数)の Di-Hd (ferrosalite)であ

る。コアとリムの境界は若干の漸移的部分も認められるが概ねシャープである。マントル部の細

粒(<200μm)な単斜輝石は粗粒単斜輝石のリムと同様の組成で ferrosaliteである。斜長石の組成は

An80・100Aho・20である。また、 CSNのコアーマントル境界部にはザクロ石が分解したと判断できる

シンプレクタイトが見られる(図 2・7)。このシンプレクタイトは単斜輝石(組成は細粒な単斜輝石

と同様で ferrosalite)とAn99の斜長石からなる。シンプレクタイトには粗粒なものと細粒なもの

がある。 CSNコア部にある単斜輝石と CSNマントル部の単斜輝石のコアが類似の組成の salite

であるのに対し、粗粒な単斜輝石のリム、細粒な単斜輝石、シンフレクタイト中の単斜輝石がほ

ぼ同じ組成の ferrosaliteであることは、単斜輝石に関して 2つの平衡ステージがあったことと、

CSNコア部の共生がマントル部の共生より古いことを示唆する。

サンプルによってはマントル部の外側に、角関石の出現で特徴付けられるリム部を伴うことが

ある(図 2・8)。また粗粒(50μm-500μm)な燐灰石を伴う黒雲母レイヤーが見られることがある。

図2・5.コア部の顕微鏡写真(クロスニコル) 図 2・6.マントル部顕微鏡写真(オープンニコル)

図2・7.コア部とマントル部の境界(クロスニコル)図 2・8.リム部の顕微鏡写真(オープンニコル)



著しく変形した CSNの中には、 isoclinalfoldingしたり、引き伸ばされたりしたものがある。

この様な CSNはマントル部と同じ鉱物共生の緑色部を持つものが多い(図 2.3，図 2.4)。この緑色

部がどのようにグラニュライトに繋がっていくのかはスラブからは確認できないが、鉱物共生が

同じことからこれもマントル部として扱う。

図 2-9.HB325の顕微鏡写真(クロスニコル) 図2-10.タルク濃集部の顕微鏡写真(オープンニコル)

HB325，HB326，HB431の3個のサンブワレでは柱石が見つかった。柱石とは 3An+CaC03の組成

を持つ meionite(Me)と3Ab+NaClを組成とする marialite(Ma)を端成分とする固溶体鉱物である。

ボヘミア山塊での柱石の報告例は VariedUnitからはいくつかあるものの (e.g.，Houzar & 

Novak，2002 )、 GfohlUnitからは Vrana(1987)が報告している他は報告例は少ない。

Vrana(1987)は柱石が出現することの意義や累帯構造の有無についてほとんど述べられておらず、

Gfohl Unitからの柱石の産状を記載する価値がある。 HB325，HB326はHB429(図2・4)と類似の

サンプルであり、コア部のすぐ外側に柱石が出現している。柱石は単斜輝石や石英と共にグラノ

プラスティック組織を示す(図 2-9)が、斜長石と接していることは稀である。柱石は、分解中の

Grtの周囲に出現していたり、シデライト(FeC03)を伴うこともあり、二次的なものと思われる。

柱石は組成累帯構造を示し、 Cl を若干含み EqAn[=(Al・3)/3] = 56・58%、

XMe[二 Ca/(Na+K+Ca)]=60・65%のコアから、 Clをほとんど含まずEqAn= 71・75%、XMe=78・83%

のリムへと変化する。

半数近くの CSNには、コア部に沿って黄色から茶色に変質したタルクの濃集部が見られるが、

HB430のサンプルでは淡青色の新鮮なタルク濃集部が得られた(図2・3)。しかし HB430を切断後、

半日置くか加熱すると淡青色部は茶色に変色した。この変色の原因のーっとして、酸化が考えら

れる。通常、岩石薄片を作成する際には加熱乾燥が必要になるが、この変色の影響を除くために、

水を使わずに作業し試料を加熱せずに薄片を作成した。タルク濃集部ではザクロ石

(Prpo・1Alm6-8Grs91・94SpSO・1)や単斜輝石(定性的には Di-Hd)は粒径 30μm-400μmで、粒径 200μm

ほどのタルクの中に点々と存在する。タルクはグラノブラスティック組織を示す(図 2-10)。タル

ク濃集部では石英はタルク中にのみ見られる。今のところタルク形成反応は謎である



複数の CSNについてコア部の石英から三種類の流体包有物を見出した。

① 負結晶で黒色の包有物(図 2・11)。

気相の流体包有物は黒色であることが多く、

これらは初生的で気相の流体(特に N2，C02)

の可能性が高い。

② 孤立した気液二相の流体包有物(図 2・12)。

均質化温度 382.80C、凝固点(融点)温度 -4.30C

のデータから H20が主成分であると推定される。

③ 細粒で配列した気液二相の流体包有物

(図 2-13)。クラック沿いに形成した

2次的包有物の可能性が高い。

図 2・11

20μm 

これらの流体包有物は顕微ラマン装置を用いて分析する予定である 0

. 考察

20μm 

図 2-12
20μm 

図 2・13

グラニュライトと CSNの関係を考える。 CSNがグラニュライトの片理に調和的に産すること

と、 Bt-Silからなる片理は後退変成作用により角閃岩相あたりで生じる Grt+Kfs+ H20 

=Bt+Sil+Qtzの反応により形成されたと考えられるので、 CSNは少なくとも角閃岩相より前、つ

まり LPグラニュライト時には母岩のグラニュライトと一連のものになっていたことになる。こ

の考えが正しいと、 CSNは角閃岩相で形成されものだから、 CSNがグラニュライトにテクトニ

ックブロックとして取り込まれたとする Vrana(987)の説は根拠を失う。 CSNがHPグラニュラ

イト相相当の変成を被った証拠は見つかっていないものの、 CSNをグラニュライトと一連のもの

とみなす方が、取り込まれる仕組みが必要なテクトニックブロックを考えるよりは自然である。

そのため以下では、グラニュライトと CSNを一連のものとみなし、個々に得られている情報を相

互に利用して P-T条件を考える。

CSNのコア部(Grt+ Cpx + Qtz)、マントル部(Cpx+ An + Qtz)の鉱物共生に対して

THERMOCALC(Powell & Holland， 1988) ver3.2の熱力学的データセットと、コンビュータープ

ログラム PET(Dachs，1998)を用いて petrogeneticgridの解析を行った(図 3)0CSN中の共生に

対し可能な反応を検討してみたが、系の自由度が高いため CSN中の共生を限られた温度圧力範囲

には限定できなかった。そのため petrogeneticgridは鉱物共生の安定領域を求めるために利用し

た。まず、反応曲線①と①'は calc-silica teグラニュライトやスカルンでよく見られる

Cal+Qtz=Wo+C02の反応なので、 CSNには CalもWoも出現しないが参考までに描いてある。

①は Xco2=1で①'は Xco2=O.05の場合での反応曲線である。②と②'は Grs+Qtz= An+2Woの反

応であり、②'は CSN中コア部の Grtの実際の組成を用いて Grs90として計算している。これか

らCSNコア部の共生は②'曲線より高圧側で生じたと判断できる。さらに、 GrtとQtzの聞には

AnもWoもまったく生じていないことから、 CSNは減圧過程においても②'より低圧側を経験し
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図 3.CSN中の共生に対する petrogeneticgridsと、 Carswell&O'Brien(1993)による

グラニュライトの P-T条件(灰色の領域)と P-Tパス(太い点線)

制ω

ていないことになる。 CSN母岩のグラニュライトには Ky→Sil転移が生じているので、グラニュ

ライトと CSNの retrograde時のパスは②'より高圧側の Sil安定領域(図 3)を経たことになる。

Blansky lesのグラニュライト岩体のシュードタキライトを作る強せん断帯から Andが出現する

こと(虞井ほか， 2003)を考慮すると、グラニュライトの retrogradeパスは②'より高圧側で Silか

らAndへと転移したことになる。③は CSNに二次的に出現する Sd(siderite :FeC03)が石英と共

存するときの最大安定領域を示している。③では Xco2=1で、③'では Xco2=0.05である。 HPグ

ラニュライト時の平衡条件では Sd+Qtzの共生は準安定であるので、 Sdの形成を retrograde時

とする考えは妥当であり、上記で制約した CSNとグラニュライトの retrogradeパスから、 Sdの

形成は<7kbar、<6500Cの P-T条件と考えられる。④は Grs+Qtz+H20=Wo+meltの反応で

Boettcher (1970)の実験による。これは CSNコア部の共生に H20を加えると 800
0

C以上で Wo

とメルトを生じることを示す。 CSN中に Woが見られないことから CSNコア部形成後、温度が

8000C以下になるまでは dryな環境であったか、 800
0

Cを超えることはなかったかのいずれかであ

る。⑤、⑥では CSNマントル部の Cpx+Pl共生を、実際の組成から CpxはDi35Hd65、PlはAn99

の組成として考える。⑤は Grs+2Ky+Qtz= 3Anのいわゆる GASP圧力計であり、 Pl以外の組成

は端成分としてKoziol(I989)のcalibrationに代入し計算した。⑥はGrt+Qtz=Cpx+Anの反応に、

Grtの組成を Prp12Alm22Grs66として Eckertet al(I99I)の calibrationに適用し計算した。⑤、

⑥の反応曲線を Cpx+Plの安定領域を決めるのに利用すると、 CSNマントル部の共生は⑤、⑥よ



り低圧側で形成されたことになる。⑦は柱石(Scp)を生じる一般的な反応:3An+Cal=Meである。

⑦'は、 Baker&Newton (1995)の 7kbar、7500C>、Cal過剰条件下での Scp+Plに関する相平衡実

験の結果(図 4)をもとに、 EqAn=73%の Scpは 7000C以上で安定であると推定し、反応境界を高

圧側に外挿して描いた。その際、 Baker&Newton(1995)の Scpアクティビティモデルから

aMe=0.30、共存する斜長石の組成は An95として描いた。 750
0

C以上で行われた実験結果ではある
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図 4.Baker&Newton(995)の7kbar、7500C>、

Cal過剰条件下での Scp+Pl相平衡実験の結果

が、目安として Scpの形成は 7000C以上と推定した。 Scpの組織と⑦'の反応の P-T条件から、 Scp

が形成されたのはグラニュライトの retrogradeステージの可能性が高い。また、 Scpは Clを含

むので、 Scpの生成は Clを含む H20の関与が必要となる。 Grt-Qtzの共生から 800
0

C以上では

dryであったと判断したため、 retrograde時に H20流体の浸潤が起きたと推定した。⑧は

2Tlc二3En+2Qtz+2H20の反応であり、タルクが 700・8000C以下で形成されたことがわかる。⑨は

Tlc+2Di二Trの反応で、タルク濃集部に見られる Cpxがタルクと平衡であればその共生は 20kbar

以上という UHP条件であることを示す。しかし、タルクは組織観察から 2次的と考えられるの

で UHPの可能性は低い。 CSNは、 >8000Cでは dryで、 <700・7500Cで H20の浸潤を受けた。2

次的と見られる流体包有物はこの時期、もしくはそれ以降に生じた可能性が高い。

CSNのマントル部の形成過程について考える。マントル部はコア部の歪シャドウをなしている

ことが多い。これはコア部の形成後、岩体内で変形が卓越した時期に、マントル部が形成された

ことを意味する。 CSNのコア部とマントル部の鉱物共生を ACF図(図 5)で見ると、鉱物共生から

推定される全岩化学組成が両者の間で異なることがわかる。この違いが原岩に由来するものとは

考えにくい。 CSNの母岩の優黒質グラニュライトの全岩化学組成は Ca-poorで、 CSNとはまっ

たく異なっている(図 5)。そのため、 CSNと母岩が強く変形した時に、両者の境界で化学組成が

機械的混合をしたと考えられる。マントル部の共生から示される組成は、コア部と酸性グラニュ

ライトの中間に位置し、機械的混合説を支持する。また、コア部とマントル部の境界部で、ザク



ロ石が斜長石と単斜輝石からなるシンプレクタイトに分解している組織が見られる(図 2・7)。こ

のようなザクロ石の分解は通常は減圧過程における以下の反応で説明される。 Grt(2Grs+ Prp---

Alm) + Qtz = Di---Hd + An (いわゆる GADS、GAHS圧力計)

しかし、 CSNのザクロ石の組成はほぼグロシュラーであるため、この closedsystemの反応では

ザクロ石のシンフレクタイト化を説明できない。また、 CSNのコア部と優黒質グラニュライトと

の機械的混合を考えれば、優黒質グラニュライトから Fe，Mgが供給されるとすることで、マント

ル部のザクロ石のシンプレクタイト化は説明できる。

柱石が一部の CSNにしか出現しないことは局所的に C02の流入があったことを示唆する。再

結晶した柱石に見られる累帯構造(国 2-9)は結晶形成後に流体との反応があったことを示す。柱石

は流体組成を反映するセンサー，あるいは揮発性成分のリザーパーとしての可能性が指摘されて

いる(Moecher& Essene， 1990;Seto et a1.，2004など)ため、微量元素や同位体の分析など地球化学

的手法で分析することにより柱石を形成した、あるいは柱石と反応した流体の起源を知ることが

できるだろう。
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チェコ共和国ポヘミア山塊 Gfoehlグラニュライトに産する Mohelno高温かんらん

岩の再結晶作用と温度圧力履歴

亀井陽、小畑正明、平島崇男

京都大学大学院理学研究科地質学鉱物学教室

Mohe1noかんらん岩体は、ボヘミア山塊Gおehlunit東部の酸性グラニュライト中に

産する、この種の岩体の中では比較的サイズの大きな (4kmX300m)岩体である。こ

の岩体は、同一岩体にザクロ石かんらん岩とスヒ。ネルかんらん岩という圧力タイプの異

なる岩石が産すること、 Gおehlunit中のザクロ石かんらん岩の中では最も高温のステ

ージを凍結保存していること(Med紅白 etal.， 1990)、といった特徴を有し、リソスフェ

アーマントノレと大陸地殻下部岩石の相互作用、混合過程を研究する上で重要な位置を占

める。ザクロ石かんらん岩のザクロ石中にスピネノレがみられることから Medariset al. 

(199ωは、 Mohelnoかんらん岩体は高混のスヒ。ネノレかんらん岩を起源とし、岩体上昇

時に岩体屑縁部が選択的に再結品してザクロ石かんらん岩に転移したと考えた。

我々は2002年、 2003年、 2004年の 3年にわたって行った現地諦査と採取

したサンプルの中から、検鏡の結果、ザクロ石かんらん岩とスヒ。ネノレかんらん岩の代表

的サンプノレ一つずつを選び、偏光顕微鏡と SEMにより組織観察を行いながらマイクロ

ブ。ロープによる詳細な鉱物組成分析を行った。

ザクロ石かんらん岩とスヒ。ネノレかんらん岩は、それぞれ変形の程度によって、強変

形タイプと弱変形タイプに分けることができる。岩石はすべてポーフロクラスティック

組織を示すが、強変形タイプの方が粒径は小さくなり、ポ}ブイロクラストの塑性変形

は著しく、明瞭な変形面構造が発達する。ザクロ石は多かれ少なかれーケリファイト化を

受けているが、その程度は強変形タイプの方が著しい。ケリファイトは斜方輝石、単斜
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輝石、スヒ。ネノレからなり、放射状に発遣する繊維状の鉱物集合体で、あるo このケリファ

イトを取り囲むようにケリファイトと同じ鉱物組み合わせからなる粒状鉱物集合体の

薄い殻(O.2mm-O.5mm)が発達する。この集合体(以後集合体を意味する aggregate

の最初の 3文字をとってAGGと略す)はケリファイトと異なり、粗粒等粒状で、放射

状構造を持たない。強変形タイプでは、ザクロ石結晶とケリファイト部は面構造の方向

にやや延びた扇平な楕円形を示すo AGG部はさらに顕著に伸長し、テイ/レを引いて岩

石に顕著な線構造を与えている(図1)。このかんらん岩の線構造が、 Mohelno岩体周

囲のグラニュライトの線構造と調和的であることはかんらん岩とグラニュライトとの

合体と変成作用の時期の前後関係に強い制約を与える重要な観察事実である (Urban，

1992)。

マイクロプロープによる鉱物組成分析の結果、 (1)ザクロ石かんらん岩とスピネノレ

かんらん岩それぞれの基質については、ポーブイロクラストとネオプラス関に大きな組

成上の違いはないこと、 (2) ざくろ石かんらん岩の輝石の方がスヒ。ネルかんらん岩の

輝石より NaとTiに富むこと、 (3)ザクロ石かんらん岩では、ザクロ石中の斜方輝石

と単斜輝石の包有物は基質中の斜方輝石、単斜輝石よりもAl、 Crに富み、単斜輝石包

有物は Naにも富むこと、 (4)ケリファイトと AGG中の輝石はAlに富み Crに乏し

く、ケリファイト中ではザクロ石に近づくほど Al含有量、ことに単斜輝石については

Na量が増大することが判明した(図.2)0 

岩石組織の観察と、鉱物組成の対応から、ザ、クロ石かんらん岩の組織発達と再結晶作

用のステージは以下のように考えることができる。

1.ザクロ石かんらん岩の形成、

2. ザ、クロ石かんらん岩安定領域でザクロ石結晶の塑性変形、

~3. 岩石の塑性変形の継続中に、ざくろ石の不安定化による反応縁、 AGG の発達と

伸張(変形同時の反応)、
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4. 変形時期が終わった後でのぎくろ石のケリファイト化(変形終了時の反応)。

ザクロ石とその包有物である斜方輝石、単斜輝石の組み合わせのコアの組成に、輝石

温度計 (Bertrandand Mercier， 1985)、ザクロ石一斜方輝石温度計 (Nickeland Green， 

1985)、ザクロ石一単斜輝石温度計 (Powell，1985)とザクロ石一斜方輝石圧力計

(Harley， 1984b) を適用したところ、その形成温度圧力条件として 11820C 、 25kb~

1330
0

C、位協を得た(“coreぺ 図2)。斜方輝石、単斜輝石、ザクロ石が互いに接する

リム部の組成を用いたところ、 930
0

C、14kb"'-'12150C、24kbという温度圧力条件が得

られた(“r出f 図 2)。これにより、かんらん岩は約 100kmの深さから、高温状態を保

ったまま上昇したことが考えられる。ザクロ石及びAGG鉱物集合体がかんらん岩の面

構造と平行に伸長していることから、かんらん岩はザクロ石かんらん岩棺からスヒ。ネノレ

かんらん岩相にかけて強い変形を被りながら再結晶が進行していたことが考えられる。

かんらん岩体周囲のグラニュライトもかんらん岩と同時期に変形を受けていることを

考えると、グラニュライトもかんらんに伴って高温で上昇したのであろう o Medaris et 

al. (1990)は、スヒ。ネノレかんらん岩の冷却によってザクロ石かんらん岩が安定化した、

という考えから、等圧冷却型の温度圧力経路を想定したが(図.3)、本研究の結果はそ

れを支持しない。また、我々はザ、クロ石かんらん岩が元はスピネノレかんらん岩で、あった

という確かな証拠を見つけることはできなかった。

ケリファイト、 AGGは基本的にはざくろ石かんらん岩が減圧時にザ、クロ石+かんら

ん石→斜方輝石+単斜輝石十スヒ。ネノレという反応で形成されたものであるが、単斜輝石

中の Naは周辺にある輝石に含まれていた Na量ではまかなえない。 AGGに少量なが

らしばしば含まれる金雲母、角関石の存在を考慮して、ぎくろ石分解反応時に、系外か

ら、 K，Na， Tiが導入されたこと、またその移動媒体はある種の流体で、あったことが考

えられる。
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Origin.of eclogite and gamet pyroxenite合olnthe Moldanubian Zone of the 

Bohemian massif， Czech Republic and its implication to other lnafic layers 

embedded in orogenic peridotites in the wor1d 

Masaaki Obata 

Depar回lentof Geology and Minera1ogy， 

FaculザofScience， Kyoto Universi句T，Kyoto， Japan 

Introduction and Background 

This is a preliminary repo抗 ofthe whole rock chemica1 ana1yses of a peculiar rock type of 

ec10gites (kyanite帽 quartzec1ogite)， which were sampled from the Nove Dvory gamet peridotite mass 

during a field trip in summer 2003， and more importantly， of a new discovery of a simple method of 

identi命ingthe primary， igneous origin of ec10gites and other related mafic rocks with variable 

metamorphic assemblages. 

The analyzed samples areラ unlikeother typical ec10gites from the Bohemian terraneラ grayish

colored in hand specimen， containing pa1e-pinkish crysta1s of gamet， indicating fair1y magnesian 

character in chemistry. These samples reminded the author of the light回 colored，enigmatic gamet 

pyroxenites (Group B of Suen and Frey， 1987) in 'the Ronda peridotiteラ Spain，which were 

encountered during the thesis work of the authors (Obataラ1977).This rock was geochemically well 

characterized by Suen (1978). The peculiar chemical characteristic did dot fit the hypothesis of high 

pressure fractional crysta1lization hypothesis that successfully explained most of other句Tpesof mafic 

layers in Ronda peridotite. One of this p訂tic叫訂 Rondasample 侭705A)was characterized with 

distinctive positive Eu anoma1y， which is incompatible with the proposed hypothesis of high 

pressure fractionation crysta1lization of basic magmas in the upper mant1e (Obata， et a1.， 1980~ Suen 

and Frey， 1987). In later days， it was shown that some of this type of gamet pyroxenites of the 

Ronda massif contain corundum and sapphirine (Morishita et a1.， 2001). Corundum bearing ganlet 

pyroxenite with whole-rock positive Eu anoma1y had been found from the Beni Bousera peridotiteラ

Morocco (Komprobst et al.ヲ 1990)，and it has been interpreted as metamorphosed ano抗hite帽rich

gabbros by the same authors. Morishita firstly found corundum from ηpe II mafic layers in the 

Horoman lherzolite massif (Morishita and Kodera， 1998~ Morishita and Ar出， 2001) and proposed 

that the句TpeII mafic rocks of the Horoman peridotite are a1so metamorphosed gabbros that have 

origina11y crysta1lized at sha110wer levels and had subducted deep in the mantle， metamorphosed in 

the gamet stabili匂Tfield. The rocks are now recrysta1lized back to low pressure， gabbroic minera10gy 

in the case of the Horoman massif. These discoveries of ec10gitic rocks as metamorphosed gabbro in 

many occurrences in the wor1d and from 
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pressure oceanic crust， subducted deep in the mant1e and back to the Earths surface (Komprobst et 

al.， 1990~ Morishita et al.， 2003 and 2004). Such abackground of recent research development 

made the author to pay special attention to these sample企omthis area. The result is interesting 

and may bear significant implications to the origin of other types of eclogites from the Bohemian 

massif and other orogenic peridotites. 

Bohemian EcIogites 

Samples: Analyzed samples are勾ranite-quartzeclogites ND141， ND142 and ND143， all taken from 

one locali句Ton a relatively f1at land of the northem-most terrane of the Nove Dvory garnet peridotite 

mass， which is eclosed in migmatitic gneisses of the Gfoehl unit of the Bohemian massif (Medaris et 

al.， 1990). Because these samples are taken from f1oats， exact relationship of these samples are not 

known but are considered to represent di:fferent portions of a single thick layer embedded in the 

ganlet peridotite. All these samples are grayish in hand specimen and medium grained. The 

textures of these eclogites are fine to medium grained， inequigranu1ar (gamet typically coarser than 

clinopyroxene) and massive to slight1y foliated. The rocks primarily consists of garnetラ omphacite，

kyanite and quartz， but are heavi1y retrograded~ that isラ thegamet are partly or completely 

kelyphitized; the omphacie is p訂t1ysymplectitized and so is the匂ranite. Quartz typically shows 

undulose extinction and subgrain structures and in places form ribbons elongated parallel to the 

foliation of rocks. 

A significanl句rhigh temperature and high pressure equilibration has been demonstrated for 

the hosting Nove Dvory gamet peridotite (1100・1250C，5・6GPa)by Medaris et al (1990) and a 

compatible physical condition deduced for a simi1ar匂ranite倒 quarzeclogite from the same body by 

Nakamura et al (2004). 

Al1alytical results: Whole rock compositions were determined for major elements by XRF at Kyoto 

U niverity. Rocks were sliced in slabs and crushed and powderd by tungsten carbide mill and glass 

beads were made using fusion f1ux. The results are shown in Table 1 with CIPW norm calculations 

and are compared with the literature data of the grayish gamet pyroxenites of the Ronda peridotite 

(R705A) that has distictive positive Eu anomaly (Suen and Frey ， 1987). In the norm calculation， Fe 

is tentatively assumed to be all Fe2+. (Allowance of some Fe3+ will results in relevai1t amounts of 

magnetite and some reduction of faya1ite component.) The similari句rbetween the Czech samples 

(particularly ND141， 142) and the Ronda sample (R705A) is striking despite of their mineralogical 

di笠erences侭ondaR 705A is corundum bearing; whi1e the Czech samples are kyanite-quartz 

bearing.) As expected from their mineralogy， they are quite aluminous， calcic and magnesian. 

Another Ronda garnet pyroxelute R705B is from a darker color parallel baild of 1cm thickness 

within the light colored host， R705A. R705B is lower in Al and Ca， less magnesian than R705A. It 
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contain more REE than R705A and does not have Eu anomaly (Suen and Frey， 1987). It should be 

noted that， in terms of CIPW norm， predominating components of these samples are albite， anorthite， 

oi1vine and diopside and therefore， supporting the idea of gabbroic origin of a11 these samples. 

Ot!ter Bo!temiall eclogitic rocks from literature: There is a large data base of the Bohemian 

eclogites and garnet pyroxenites and the present new analyses are compared with the pub1ished data 

in variation diagrams as in Figs. 1a and lb. The new results are in the middle of the compositional 

variation spectrmn of the Bohemian samples. There is a broad compositional trend for the Bohemian 

samples and considerable scatter has already been pointed out by Medaris et al (1995)， who紅 gued，

on the basis of the compositional scatter， for the cumulus origin of these eclogites and garnet 

pyroxenites， and not a me1t origin. Medaris distingished eclogites from gamet pyroxenites on the 

basis of mineralogy and whole rock composition. The eclogite group is characterized by omphacite 

of Jd content greater than 25mol %， whole rock composition Mg number lower than 80ラ lowerCr 

and Ni and higher Ti contents~ whereas the garnet pyroxenite group is characterized by less 

omphasitic and more chromiferous cpx， and by whole rock Mg number greater than 80， higher Cr 

出ldNi， and lower Na and Ti contents. Apparent absence of samples between Mg number 62 and 70 

has already been pointed out by Medaris et al.(1995) but this gap has been ascribed to sampling bias 

by the s担問 authors.In fact， the Bohemian eclogites， in the strict sense， straddle on both sides of the 

apparent Mg number gap. Our new analyses alllie on the magnesian side. 

For the same data set， a different picture emerges if oxide ratios were used instead of just 

oxide weight percent. 1 normalized all the oxide wt% values with MgO content and plot these ratios 

against Si02IMgO as in Fig. 2a. Broad positive correlation trends emerge for Al203/MgOラ

CaO/MgO and Na20IMgO against Si021MgO. Particularly， good linear trends are striking for 

CaO/MgO and Na201MgO. On the other hand FeOlMgO tend is poor; it is rather constant up to 

Si02IMgO value around 5， beyond which， it suddenly rises to higher levels， above uni匂r.The 

CaOlMgO trend defines a good straight line up to Si02IMgO value of 4.5. . For Si02IMgO>4.5， 

many CaOlMgO points plot 0宜 andbelow the straight line defined by samples of Si02/MgO < 4.5. 

Notice that tlrree new analyses all1ie on this straight 1ine even at Si02瓜匂0>4.5.Moreoverラ kyanite

bearing samples are indicated by dotted circles for CaOlMgO. This single trend strongly suggests 

that these mafic layers belong to a family of rocks of a common petrogenesis. Notice that勾ranite

appears in samples of Si02IMgO 
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tentatively deleted， from the plot of Figure 1(a)， those group of samples whose FeO/MgO value is 

greater than unity and re-plotted on1y the magnesian group as in Fig.2b. As seen in the fi伊rre，the 

colinearity of the CaO/MgO has been much improved. Notice that the iron rich group a11lie on the 

less magnesian side of the Mg number gap in Fig.1b. 1 concluded from these observation that the 

observed gap in Mg# is significant， not just sampling bias as suggested by Medaris et a1. (1995)， and 

that these iron rich group of samples must be treated separately in petrogenetic consideration. The 

least square fitting for the CaO/MgO trend was， therefore， made for these magnesiangroup of 

samples on1y as in Fig. 2b， and the fitted line is imposed on Fig. 2a as a reference line. It shou1d be 

emphasized that the magnesian group contains both eclogite and gamet pyroxenite according to the 

criteria of Medaris et a1. (1995). In this plot for the magnesian group， therefore， 1 do not see any 

reason to distinguish the two groups as suggested by Medaris et a1. (1995). It is interesting to note 

that the two Ronda gamet pyroxenite， R705A and R705B， both plot right on the linear CaO/MgO 

trend defined by the Czech samples as demonstrated below. 

The success of this presentation made me to further extend this approach to other mafic 

rocks of simi1ar occurrences in the wor1d. 

Applications to other areas. 

官邸 newmethod of oxide ratio plot was applied to groups of mafic rocks (gamet pyroxenitesラ spinel

pyroxenites， oli可linegabbros) from other wel1 characterized orogenic lherzolite massifs such as the 

Ronda and the旺oromanperidotites and the results are shown in Figs. 3 and 4， respectively. For the 

Ronda samples， on1y the magnesian group of gamet pyroxenites， that contain comndum， and other 

comndum-free， magnesian gamet pyroxenite that are closely associated with the comndum bearing 

layers and，長Ithermore，two other mafic rocks of gabbroic mineralogy (Group F) were plotted (Suen 

and Frey， 1987~ Morishita et a1. 2001). The comndum bearing samples are indicated with dots in 

the circles. A straight linear trend is again striking for CaO/MgO， even better defined than the Czech 

samples. These mafic rocks are interpreted by Morishita et al. (2001) to correspond to the Type II 

mafic rocks defined in Beni Bousera by Komprobst et al (1990). Notice that the comndum幽bearing

pyroxenites and the comndum-free pyroxenites a11 lie on a single straight line. It is interesting to 

note that two magnesian mafic rocks with gabbroic minera10gy taken from theplagioclase peridotite 

zone of the Ronda massif (Group F samples -R322 and R120 ， Suen and Frey， 1987) a1so lie on this 

straight line (the very left， two points of low Si02/MgO in Fig. 3). In other word， a single straight 

line fit a11 the data despite .of their minera1ogica1 differences and di民 rentmetamorphic conditions. 

Conmdum appears at Si02/MgO>3.5. It is interesting to note that the Si02/MgO level of the 

a1umina saturation is just coincidental to the Bohemian va1ue， despite of the difference of a1uminous 

phase， i.e，勾ranitefor Bohemian case~ while comndum for the Ronda case. It is surprising that the 

straight line defined by the Ronda rocks is nearly identica1 to the line defined by the Bohemian rocks. 
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This coincidence of the linear trends between the two occurrences may imply a common origin for 

these mafic rocks despite of the differences in metanlOrphic mineralogy and tectonic settings. As in 

the case of the Bohemian rocks， the FeO/MgO values are nearly constant for the Ronda rocks over a 

wide range of Si02/MgO. Although not shown here， other句rpesof Ronda mafic rocks σか andTi 

rich garnet pyroxenite， spinel pyroxenite and olivine gabbros) plot off this trend and do not show 

such a well defined linear trend， although a broad positive correlation may be seen for the same set 

of parameters. Unlike the Type II rocks， these other groups of mafic rocks show general increase 

of FeO/MgO values with increasing Si02/MgO. 

As for the Horoman peridotite， again only the Type II mafic rocks， whose mineralogy is 

nowall gabbroic and not garnet bearing (Takazawa， 1999~ Morishita and Arai， 2001)， were plotted in 

Fig. 4. The straight line for CaO/MgO is again striking， nearly peIfect for a wide range of 

Si02/MgO. The corundum bearing samples are also indicated with dots in circ1es. The Si02/MgO 

level of the corundum appearence in the rock is again the same as the Bohemian and the Ronda cases， 

i.e.ラ Si02/MgO>3.5. The FeO/MgO is nearly constant or even slight1y decreases at higher 

Si02/MgO values. Distinction of Type 1 and Type II mafic rocks for the Horoman case is simi1ar 

as in the Beni Bousera case (Kornprobst et et al， 1990): Type 1 is more Fe richラ moreTi rich~ whi1e 

the Type II is more magnesians and more Cr rich. In terms of trace element geochemistry， the 

Type 1 rocks are characterized by positively steep REE patterns without Eu anomaly~ while the Type 

II by f1at and lower REE pattern (i.e. lower heavy REE) with positive Eu anomalies and by positive 

Sr anomalies (Takazawa et alラ 1999).Presence of spinel pyroxene symplectite in some Type II mafic 

rocks (Morishita and Arai， 1997) indicates that these samples once contained garnet at high pressures 

before recrystallized into low pressure mineral assemblages in the plagioc1ase lherzolite stability 

fieldラ probablyupon the ascent of the hosting peridotite body. Takazawa et al (1999) argued， using 

Nd-Sm whole rock isotopic data， that the Type II is significantly older ('" 830Ma) in origin than the 

Type 1 mafic rocks ("'80Ma) and that the Type II layers were originated as plagioclase gabbros at 

shallower level in ancient ages~ while the Type 1 rocks were generated at much younger ages as 

ori 

case. 

Interpretation and Discussion 

Fig. 5 summarizes and compares the CaO/MgO lines defined by the Bohemian， Ronda and 
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Horoman samples. The Bohemia and Ronda trends are virtually identical and， therefore， are 

represented with a single line for the two in the figure. The fact that collinearity does not hold for 

a11 the other oxide ratios such as Al203/MgO and FeO/MgO indicate that the liner trend is not a 

simple mixing trend of two componentsラ nora trend of liquid line of descent during magmatic 

fractionation. It is likely that these points of rock composition may lie on a straight plane on a 

compositional space and that the observed linear trend only emerged in certain projection of such 

plane. This compositional plane may be found easily as follows. The straight relationship may be 

expressed as， 

[CaO]/[MgO]=a[Si02]/[MgO] + b (1) 

，where [i] is the concentration of oxide component i and a and b are constants. 

Mu1tiplying [MgO] on both side of the equation， we obtain， 

[CaO]=a[Si02] + b[MgO] (2). 

This is the equation of a straight plane in a CaO酬MgO・Si02compositional orthogonal space. Values 

a and b were obtained by least square fitting to the Bohemian， Ronda and Horoman data sets， 

respectively， and are listed in Table 2. (Only the magnesian group was used for the least squ紅 e

fi仕ingof the Bohemian samples.) Next step is to find end components lying on the plane and this 

C3n be done as follows. Looking at the CIPW norm calculations (Table 1)， t面白 endmembers are 

inferred to be olivine (forsterite+fayalite)， plagiocalse (anorthite+albite) and clinopyroxene (i.e.ラ

diopside+hedenbergite+-enstatite， ferrosilite). Composition of the hypothetical olivine may be easily 

obtained by the intercept of the straight line on the Si02/MgO axis at [CaO]=O， because olivine is 

free of CaO. The forsterite content of the hypothetical olivine thus obtained for the Bohemian， 

Ronda and Horoman data are determined to be 74.6， 78.8 and 68.8 (mole%)， respectively (Table 2). 

These value are close to the CIPW normative values of each group. Composition of the other two 

end components， i. e.， plagioclase and Cpx， cannot be uniquely determined however， so a simple 

mixing lines of F080 on one side and two plagioclase compositions， An90 and An100， on the other 

side were calculated and drawn in Fig 5 as reference lines. The steeper slope of the Horoman line 

may be ascribed to more calcic nature of the hypothetical plagioclase for the Horoman rocks than the 

Ronda and Bohemian rocks. However this interpresation must be bome in mind with a care because 
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gabbroic stage， during the fractionation processes that have created the observed rock compositiona1 

variations. The constancy of the rock FeOlMgO va1ue supports this inference.. This conc1usion is 

important because it implies that the whole rock compositiona1 variation was not likely to have 

resu1ted from the fractional ctystallization， but from some other mechanical processes， such as 

ctysta1 sorting in a magma chamber (Irvine， 1979). 

Summary and Concluding Remarks 

It was found out that the observed straight linear relationship between CaOlMgO and Si02IMgO is a 

degenerated projection of a compositiona1 co-planar relationship among CaO， Si02 and MgO 

contents. The di宜erenceof the position of the lines may be interpreted in tenns of compositiona1 

variabili句Tof the end component minera1s. Although the composition of the end components have 

not been uniquely detennined except olivine， present method provided us with a simple and 

powerful tool of identi巧ringthe gabbroic origin of mafic rocks and their original mineralogical 

characteristics. 

The observed straight linear relationship for CaOlMgO suggests that the mineral 

compositions were constant during igneous di宜erentiationpro白ssesat their primaty gabbroic stages. 

It was conc1uded， therefore， that ctysta1 sorting was more likely the process responsible to the 

observed variation of rock compositions than the fractiona1 ctysta1lization. 

An important conc1usion obtained for the Bohemian rocks is that the magnesian group of 

ec10gites担ldgamet pyroxenite σeOlMgO< 1. 0 ， or Mg# <65， see Fig. 1) embedded in mant1e 

derived peridotites were a11 cumulus gabbros that were origina11y precipitated from basa1tic magmas 

at low pressures. The iron rich groups (FeOlMgO> 1.0)， however， may have to be treated separately 

and they may be the products of high pressure cumulates as Medaris， et a1， (1995) considered. It 

fol1ows， therefore， that at least two groups of ec10gite and garnet pyroxenites of di首erentmagmatic 

origins occur mixed together in the high pressure mant1e peridotites in the Gfoeh1 unit， Czech 

Bohemian terrane. The magnesian group of ec10gite and garnet pyroxenite may correspond to the 

Type II defined in the Beni Bousera and the Horoman peridotites. Whether other less magnesian 

group of rocks a11 belong to the Type 1 (as defined for the Beni Bousera and Horoman rocks) or not 

is not conc1usive at this moment， for which a more careful examination of these rocks will be 

needed. 

The magnesian group of the Bohemian ec10gite and garnet pyroxenites are nearly identical 

in geochemical charactors， in tenns of the oxide ratio trend， to the Type II Ronda mafic rocks， 

despite of their mineralogica1 di宜erencesbetween the two. The Horoman Type II mafic rocks a1so 

show a similar linear trend. in the same plot but with a steeper slope than the RondかB0 hemia line. 

This difference may be interpreted in tenns of different compositions of origina1 constituent mineral 

components， i.e， olivine， plagioclase and c1inopyroxene. 
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The alumina saturation level at high pressures is found to be Si02/MgO =3.5 throughout 

all the studied cases， i.e.， Bohemiaラ Rondaand Horoman. Note that this alumina saturation is 

varied only at high pressures and that none of these rocks are saturated with alumina in CIPW nonnラ

i.e.， at low pressures as noted by Komprobst et al.(l990). 

It is important to note that the whole rock compositions of these magnesian mafic rocks 

(Type II) seem to have been preserved from their original igneous stages despite of their later high 

pressure metanlorphisms and ductile deformations deep in the mant1e. Whereas， the Fe幽richgroup or 

the Type 1 mafic rocks must have had more chances of compositional modification from their 

original compositions， through probable partial melting events in the mantle， because the latter 

rocks have generally lower solidus than the magnesianラTypeII rocks (Morishita et al， 2003). 

The present work was most1y concerned with major element chemist:ty. There is now a 

large data base in literature of trace elements (including REE) and isotopes (both stable and 

radiogenic) as well and they need to be re-examined in the framework of the presented hypothesis. 

The presence of high-pressure mafic rocks of low-pressure cumulus gabbro origin may be 

more extensive and pervasive in orogenic peridotites than previously thought， which undoubtedly 

will have significant implications to geodynamic processes of a large scale crust欄mantleinteractions 

and the evolution of the Earth mant1e (Allegre and Turcotte， 1986~ McKenzie， 1986). 

Acknow ledgements 

1 am grateful to T. Hirajima， a Japanese leader of the Japan-Czech collaboration project on the 

Bohemian rocksラ whotook me to the field in 2003~ to Martin Svojtka and Petr Jakes for their伊 iding

us in the field~ to T. Hoshide and T. Kobayashi for their assistance with the XR.F analyses~ to Atsushi 

Yamaji (Kyoto University) for his discussion on the mathematical aspects ofthe oxide ratio plot， and 

to all the members of the petrology group of Kyoto Universi句Tfor their lively discussions in the 

seminar. This work is financially supported by a Grant-in圃Aidfぬm the Japan Minist:ty of 

Education， Culture， Sports， Science and Technology (No. xxxxxx to Hirajima). 



Origiti of eclogite and gamet pyroxenite from Bohemian massif 9 

REFERENCES 

Alleg悶ラ C.J. and Turcotte， D. L. (1986) Impications of a twか componentmarble-cake mantle. 
Nature 323ラ 123-127.

Beard， B. L.， Medaris， L. G. Jr.， Johnson， C. M.， Brueckner， H. K. and Misar， Z. (1992) Petrogenesis 
of Variscan high幽 temperatureGroup A eclogites from the Moldanubian Zone of the Bohemian 
MassiえCzechoslovakia. Contrib. Mineral. Petrol.， 111，468-483. 

Beard， B. L.， Medaris， JR.， L. G. ， Johnson， C. M. (1995) Geochrology and geochemistIy of eclogites 
from the Marlanskelazne complex， Czech Repblic-implications for Variscan Oro genesis 

Geol. Rundsch.， 84(3)， 552-567. 
Irvine， T. N. (1979) Rocks whose composition is determined by crystal accumulation and so抗ing.

In (Yoder， H. S. Ed.) The Evolution ofthe 19neous Rocks， Princeton University Press， Princeton， 
243幽 306.

Jakes， P.， Jelinek， E.， Fiala， J.， Taylor， R. S. (1994) M弓jorand trace elements in "eclogites" and 
their host gamet peridotites， data from the Bohemian massif. Bucha， V. & Blizkovs勾"M (eds): 
Crustal structure of the Bohemian massif and the West Carpatians. p.257-269 publ in co-edit 
Academia Pralla and Springer Verlag. 

KOTIlprobst， J. (1990) Corundum嗣.bearinggamet clinopyroxenites at Beni Bouchera (Morocco): 
original plagioclase剛richgabbros recrystallized at depth within the mantle?): Etude des 
peridotites de haute temperature et de haute pression， et des pyroxenolitesラ agrenat ou sans 
grenat，弓yuileur sont associees. J. Petrol. 31， 717剛 745.

McKenzie， D. P. (1986) The mantle mixing still a mystery. Nature 323， 297. 
Medaris幽 L-GJr.， Beard幽B-J，Johnson蜘 C幽 M，Valley-J醐.W， Spicuzza圃 M-J.， Jelinek占.， Misar幽 Z(1994) 

Geochemistry of peridotites， pyroxenites， and eclogites in the Gfoh1 Nappe; constraints on 
Variscan evolution of lithosphere and asthenosphere in the Bohemian Massif. In (Vrana-
Stanislav Ed.) Evolution of Variscan (Hercynian) and comparable Palaeozoic orogenic beltsラ

Joumal ofthe Czech Geological Socie句人
Medaris，L.G.， Wang，HF.， Mis民 Z.& Jelinek，E.， (1990) Thermobarometry， diffusion modeling and 

cooling rates of crustal gamet peridotites: two examples from the Moldanubian zone of the 
Bohemian Massif. Lithos， 25， 189-202. 

Medaris， JR.， L. G. ， Beard， B. L.， Johnson， C. M.， Valley， J. W.， Spicuzza， M. J.， Jelinek， E. and 
Misar， Z. (1995) Gamet pyroxenite and eclogite in the Bohemian Massif: geochemical evidence 
for Variscan recycling of subducted lithosphere. Geol. Rundsch.ラ 84，489幽 505.

Morishita， T. and Arai， S. (1997) Di 



Origin of eclogite and gamet pyroxenite from Bohemian massif 10 

eclogite associated with the Moldanubian Zone gamet peeridotite (Nove Dvo:ry， Czech 
Republic). J. Metamorphic Geol.， 2004ラ 22，593欄 603.

Obata， M. (1977) Petrology and petrogen岱 isof the Ronda peridotite， southern Spain. Ph.D. Thesis， 
M.LT.， Cambridge， Mass. pp. 

Obata， M.， Suen， C. 1. and Dickey， J. S. (1980) The origin of mafic layers in the Ronda high-
temperature peridotite intrusion， S. Spain -an evidence of partial白sionand fractional 
c:rystallization in the upper mantle. Colloques Intemat. C. N. R. S. no. 272， 257闘 268.

Shiotani， Y. and Niida， K. (1997) Origin of mafic layers in the Horoman peridotite complex. (in 
Japanese with English abst.) ， Mem. Geol. Soc. JapanラNo.47，123・137.

Sobolev， N. V.， Kuznetsova， 1. L K. and Zyuzin， N. L (1968) The petrology of grospydite xenoliths 
from the Zagadochnaya kimberlite pipe in Yakutia.， J. Petrology.， 9， 253帽 280.

Sobolov， N. V.， Yerfimova， E. S.， Channer， D. M. D.， AndersonラP.F. N.ラB紅ron，K. M. (1998) 
Unusual upper mant1e beneath Guani創no，Guyana shield， Venezuela: evidence from diamond 
inclusions. Geology， 26， 971蝿 974.

Suen， C. 1. (1978) Geochemistry of peridotites and associated mafic rosks， Ronda ultranafic 
complexラSpain.Doctoral Thesis， M.LT.， Cambridge， Massラ319pp.

Suen， C. J. and Frey， F. A. (1987) Origin of the mafic and ultramafic rocks in the Ronda peridotite. 
Earth and Planet. Sci. Lett.， 85， 183剖 2.

TakazawaラE.， Frey， F. A.， ShimizuラN.，Saal. A. amd Obata， M. (1999) Polybaric petrogenesis of 
mafic layers in the Horoman peridotite complex， Japan.， J. Petrol. 40， No. 12ラ1827-1851.



Origin of eclogite and garnet pyroxenite from Bohemian massif 

Table 1. Whole rock major element composition of Bohemian ec1ogites， 

compared with Ronda garnet pyroxenites. 

RefNo. 2 3 4 5 

Rock Typ巴 KE KE KE GP GP 

Location Nov Dvory Nov Dvory Nov Dvory Ronda Ronda 

Sample No. ND141 ND142 ND143 R705A R705B 

Si02 (wt.%) 48.75 48.22 48.83 48.34 45.98 
Ti02 0.30 0.20 0.37 0.15 0.96 
Alz03 18.83 18.08 15.82 19.6 15.93 
FeO* 5.33 4.76 5.18 3.37 8.17 
MnO 0.10 0.09 0.10 0.07 0.16 
MgO 9.52 11.65 11.25 10.12 13.9 
CaO 14.36 14.81 15.65 15.81 12.48 

Na20 2.01 1.59 1.81 1.61 1.25 
K20 0.06 0.04 0.01 0.02 0.01 

P20s 0.04 0.03 0.04 0.02 0.04 

Total 99.30 99.47 99.06 99.11 98.88 

~ 76.10 81.34 79.45 84.25 75.19 

CIPW norm (wt%) 

or 0.35 0.24 0.06 0.10 0.10 

ab 17.00 13.45 15.31 13.60 10.60 
。n 42.20 42.10 35.00 46.00 37.80 

d 23.10 24.80 33.90 25.40 19.10 

hy 0.35 0.00 0.00 0.00 4.40 

0/ 15.50 18.30 14.90 13.60 24.80 

0.58 0.58 0.58 0.60 0.60 

ap 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

total 99.18 99.57 99.85 99.40 97.50 

An# 70.1 74.7 68.3 76.1 77.1 

Fo# 77.0 81.9 80.5 84.8 77.2 

oxide wt % ratio 

F巴O*/MgO 0.56 0.41 0.46 0.33 0.59 
Si02/MgO 5.12 4.14 4.34 4.78 3.31 

CaO/MgO 1.51 1.27 1.39 1.56 0.90 
Al203/MgO 1.98 1.55 1.41 1.94 1.15' 

Na20/MgO 0.21 0.14 0.16 0.16 0.09 

Ti02爪~ 0.03 0.02 0.03 0.01 0.07 
Rock typ巴:KE， kyanit巴eclogite;GP， garnet pyroxenite. 
1，2， and 3: new analyses; 4， 5: Ronda garnet pyroxenit巴s(Suen and Frey， 198η 
Total Fe as FeO*. An# and Fo# are the anothite阻 dforsterit巴contents(in mol %) based on the CIPW norm. 

Table 2. Parameters for the oxide ratio plot， obtained by a least square fitting to 

the data sets of the Bohemia， the Ronda and the Horman Type II mafic rocks. 

α b SiO!MgO(CaO=O) Fo# (mol %) 

Bohemia 0.389 制 0.389 1.00 74.6 

Ronda 0.402 幽 0.380 0.95 78.8 

Horoman 0.510 -0.552 1.08 68.8 

11 
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Figure Captions 

Figs. 1a and b. Whole rock compositions of the Bohemian ec10gites and gamet pyroxenites. 

Data sources are Jakes， et a1. (1994)， Beard et a1 (1992)， Medaris et a1 (1995) plus three new 

analyses of this study. Mg# =100Mg/(Mg+Fe) in mole. All Fe is assumed to be Fe2十 inthe 

calculations. 

Figs. 2a and b. Oxide ratio plot using MgO wt % as denominator for the same set of data used in 

Figure 1. Notice good positive correlatiol1S between CaO/MgO， Na20/MgO and Si02/MgO. 

(a) a11 samples; (b) on1y magnesian samples whose FeO/MgO va1ue less than 1.0. CaO/MgO 

points of the newly analysed samples ND141， ND142， ND143 are indicated by arrows. 

Kyanite bearing s紅nplesare indicated by dotted circ1es for CaO/MgO points. Least square 

fitting to the CaO/MgO va1ues made on1y to the magnesian group of samples in Fig. 2b.“Hor" 

are CaO/MgO trend lines defined by the the Horoman mafic rocks. Refer to Figure 4 and the 

text. 

Fig. 3. Oxide ratio plot for the Ronda Type II mafic rocks. Data from Suen and Frey (1987) 

and Morisluta et a1. (2001). a， b， c， d， eラ f， original sample numbers of Morishita et al. 

(2001) ; R120， R322 belong to Group F of Suen and Frey (1987). Corundum bearing ganlet 

pyroxenites are indicated by dots in circles for CaO/MgO. 

Fig. 4. The same oxide ratio diagram for the Horoman Type II mafic rocks. Corundum bearing 

rocks (olivine gabbros and pyroxenites) are indicated by dots in circle for CaO/MgO. The 

CaO/MgO trend that is broardly defined by a set of Type I mafic rocks of the Horoman massif 

is a1so drawn for comparison. Data from Takazawa et a1. (1999) and Morishita and Arai 

(2001). 

Fig. 5. A comparison of the CaO/MgO ratio lines defined by the series of mafic rocks from the 

Ronda， Bohemia and Horoman peridotites. Two hypothetica1 mixing 1ines of olivine (F080) 

and plagioc1ases (An100 and An90) are drawn as reference lines.“Di" is a reference point of 

pure diopside composition CaMgSi206. Note that the plagioca1se points are at infI1uty since 

the MgO content is zero. Compositional points of Fo100， F080 and F060 are also indicated 

on the Si02/MgO axis. 
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大塚和彦・久島紘樹

流体包有物とl;t.・・「鉱物中に保存された流体j

→地下深部の流体の直接の証拠

@ 涜錐包査担栓皇担金盃ζと
流体の成分・密度

流体と岩石の相互作用

@ 遺体包有物の局所分析方法

非破壊分析 チェコ共和国ホルニボリの

加熱冷却台 石灰珪質ノジュール中の流体包有物

分光分析装置(顕微ラマン分光法・顕微フーリエ変換型赤外分光法)

・ 主要成分の定量分析

• NaCI換算塩分濃度(流体がH20の場合)

『 破壊分析

しA・ICP-MS，SIMS怠ど
. 主要成分・微量成分・同位体の定量分析

。 日本の沈み込み帯深部の岩石についての研究例は数例に限られている



@ 遺体包有物をさがす

日本三波川変成帯別子石英工クロジャイ卜(BQE)

チェコ共和国ホルニボリの石灰珪質ノジ'ュール(HBC)

数は限られているが測定できる試料を見つけた.

• •• ••• 

。 話担金nt…縦横2・3mm，厚さ30-2001-lmの試料の作成

;品 試料が作成で'きるようになった.

。 銀銭箆蜜

ホスト鉱物の種類

;流体包有物の形状・配列

A 流体包有物形成時期を特定するのは難しい.

。遡星
加熱冷却台…均質化温度・融点を測定する.

A 特に融点の測定は難しい

加熱冷却台(LinkamLK600PS) 

••• •• • 
@ 形成時期の指標

ホスト鉱物の種類…流体を包有する鉱物が安定お温度圧力条件は?

流体包有物の形状…負結晶かどうか?

負結晶←流体とホス卜鉱物は安定に存在

A gas inclusion in Qtz. (Goldstein， 2003) 

流体包有物の配列…孤立しているか，面状に配列しているか?

孤立 or結晶成長面に沿って配列 ←成長時の流体を保持

クラッワ面に沿って配列 ←2次的に流体を取り込んだ



流体相の性質を調べるために，加熱冷却台を用いて相変化を直接観測する.

→相変化を精度よく観測するには工夫が必要である.

• •• ••• 
@ 均質化温度…気液2相から液体もしくは気体1相におる温度ヱ

→過冷却現象を利用すれば精度よく求められる.

Temperature 
ζ) Metastab I e Overcoo I i ng 

Nuc I eat i on of a Vapor 

T .. 

Time 

Schematic P-T-V m relations 
of the H20 system 

。 融点 …国相が融解する温度.

固相の融解を直接観測する.

→微小お包有物の場合，固相が確認でき怠いため測定が難しい.

Phase behavior of an H20・NaCIfluid inclusion 

with a salinity of 10 wt. 
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① 三波川変成帯の高変成度の地殻起源変成岩から

はじめて流体包有物を報告した

P(GPa) 侵7適正豆軍部u;

3.0・

2.5-

2.0宍

1. 5" 

200 400 600 800 T (OC)I 

Takasu (1989)， Takasu et al.，(1994) 

。Mglこ富むざくろ石に包有された石英中にも流体包有物が存在することから，

この流体包有物はエワロジャイト相かそれ以前に形成したと考えた

(大塚・平島， 2004) 

@ 流体包有物の産状

ホスト鉱物の種類

マトリクスの石英

ざくろ石に包有された石英

オンファス輝石に包有された石英

工ピドートに包有された石英

流体包有物の形状

負結晶では芯い.大きさ数ミクロン

流体包有物の配列

配列・孤立共に存在する.

@ ざくろ石に包有された石英中の流体包有物形成時期

について考察を加えた

三2己旦 } 
、4攻も瓜F



。 流体包有物の配列はざくろ石のつラッワと連続している.

。 ざくろ石形成以前に流体包有物が存在したとまではいえない…

• •• ••• 

チェコ共和国ポヘミアゲラニュライト中に産する石灰珪質ノジュール

(変成を受けた石灰質泥岩)中の石英から流体包有物を発見した

••• •• • 

岩石成因論的ゲリッド

。 流体相を含む反応曲線の温度圧力変化!こH20，C02濃度は大き怠影響を与える.

5 
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@ ホスト鉱物盟護運

r ザワ口石や単斜輝石と

混在する石英

@ 流体包有物の産状

負結晶で黒色の包有物

(C0
2流体?→ラマン予定)

孤立した二相包有物 ← 

均質化温度 382.8
0
C

凝固点降下 4.3
0
C

配列した丸い二相包有物

• •• ••• 
@遼億箆査物i;:"'J~玄基本飽盈貴重析ができるようにおった.

; ~ 試料の作成

n~ 加熱冷却台

。 盗体包有物五三虚瞳彊査担定するのは難L位L

f;lホスト鉱物の種類

I，j流体包有物の形状・配列

。 加熱冷却台をもちいた温度測定のうち，融点の測定は微小怠包有物に対しては難し

。 今後は分光装置怠どを用いた定量的怠解析も試してみたい.

6 
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