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This paper reports detailed mineralogical and geochemical descriptions of the spherulite

occurring in welded tuŠ from Aga town, Niigata Prefecture, Japan, and also discusses its

formation process. Powder X-ray diffraction showed that this spherulite mainly consists of

cristobalite, Narich sanidine, and Narich plagioclase without any secondary minerals such

as clay and zeolite minerals produced by hydrothermal alteration. Both the chemical composi-

tions of plagioclase phenocrysts included in spherulite and groundmass and the chondrite

normalized rare earth elements (REE) patterns of the spherulite and its host rock are similar,

showing that the present spherulite crystallized from the same pyroclastic deposits as the host

rock (strongly welded rhyolite tuŠ). Textural observation using backscattered electron

image and microRaman spectroscopy showed that the present spherulite has three layers

structure: rim (dense texture), mantle (porous texture) and core (fanshaped aggregates of

ˆbrous crystals). The distribution of elements within spherulite was examined using electron

microprobe analyzer with wavedispersive spectrometer (EMPAWDS). The results demon-

strated that both Ca and Na are enriched in both the rim and core of spherulite, suggesting

that plagioclase distributes dominantly in these parts. Detailed observation with secondary

electron microscopy showed that ˆbrous microcrystals (～1 mm in width) of both feldspar

minerals and cristobalite were intergrown to constitute fanshaped aggregates in the core, and

porous aggregates of larger crystals (～5 mm) in the mantle. These chemical and textual evi-

dence suggested that the present spherulite formed in a series of steps as follows: (1) Nuclea-

tion and rapid intergrowth of cristobalite and Narich plagioclase occurred in the core of

spherulite, and these minerals made up into the fanshaped aggregate. (2) From the sur-

rounding glass, ˆbrous crystals of Narich sanidine, and cristobalite were intergrown radially,
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and the incompatible components such as H2O and Ca were expelled into the residual glass,

creating enrichments of those elements along the spherulitehost boundary. (3) Saturation of

H2O in the residual glass resulted in pore generation in the mantle part. (4) On cooling,

cristobalite precipitated on the pore wall due to degassing of volatile components and the

residual glass rich in Ca crystallized into Narich plagioclase in the rim part of spherulite.

Keywords: Spherulite, Welded tuŠ, Volatile component, Devitriˆcation, Crystal morpholo-

gy, Disequilibrium condition, Cristobalite, Hightemperature feldspar

I. は じ め に

放射状もしくは同心薄層状の組織を持ち，球状の外形を

示す多結晶集合体は「球晶(spherulite)」と呼ばれ(須藤・

下坂，1995, 1996)，樹枝状結晶(dendrite)と同様に非平衡

環境で結晶化したことを示す特徴的な形態として，その結

晶成長機構に関する研究が，理論・実験の両面から数多く

行われてきた(Morse et al., 1932; Keith and Padden, 1963,

1964a, 1964b; Lofgren, 1970, 1971a; Goldenfeld, 1987;

Fowler and Roach, 1996; Gr áan áasy et al., 2005; Malo et al.,

2011)。球晶は，あらゆる結晶形態の中で最も普遍的に観

察される結晶形態の一つであり(Shtukenberg et al.,

2012)，造岩鉱物(Davis and Ihinger, 1998; Smith et al.,

2001)・生体鉱物(DáƒazEspi ãneira et al., 1996; AlAtar et

al., 2010)・金属材料(Ryschenkow and Faivre, 1988; Bisault

et al., 1991)・高分子材料(Hosier et al., 2000; Wang et al.,

2009)・無機塩結晶(Ding et al., 2007; Imai and Oaki,

2010)・有機分子結晶(Prasad, 1984; Tamhane et al.,

2010)・液晶(Murray and Neville, 1998; Hutter and

Bechhoefer, 1999)など広い分野で報告されている。

天然で球晶を構成する造岩鉱物としては，アルカリ長石

(Akizuki, 1983; Davis and Ihinger, 1998; Smith et al.,

2001)・斜長石(Lofgren, 1974; Fowler and Roach, 1996)・

シリカ鉱物(Sudo, 1950; Akizuki, 1983; Nagase and

Akizuki, 1997)・輝石(Kirkpatrick, 1974; Lofgren, 1974;

Coish and Taylor, 1979; Monecke et al., 2004)・メリライト

(Kirkpatrick, 1974)などが同定されている。造岩鉱物の球

晶は，非平衡環境で結晶化しているため，非平衡条件下で

の元素分配や結晶分化作用，結晶化速度，過冷却度に関す

る情報が潜在する(Lofgren, 1971b; Fowler et al., 2002; Au-

lock et al. 2013; Befus et al. 2015)。そのため，鉱物球晶の

合成実験や天然試料の分析・記載に基づく数多くの先行研

究がなされてきた(Lofgren, 1974; Watanabe and Kitamura,

1992; Smith et al., 2001; Orth and McPhie, 2003; Castro et

al., 2008; Watkins et al., 2009; Rowe et al. 2012; Breitkreuz,

2013; Arzilli et al. 2015)。

日本国内に産する球晶鉱物としては，酸性火山岩類に産

するクリストバライトとアノーソクレースからなる直径数

mm～数 cm の球晶が複数報告されている(Tanida, 1961

佐藤・白幡，1969; Akizuki, 1983三津野ら，2000)。こ

れらの多くは火山ガラスや黒曜岩中に産出しているが，

Tanida(1961)および Akizuki(1983)が報告した球晶は溶結

凝灰岩中に産出する。溶結凝灰岩中に産する球晶の他の例

としては，新第三系北陸層群の月長石流紋岩中に，石英と

カリ長石が連晶した直径数 mm の球晶組織が報告された

(石田ら，1998)。溶結凝灰岩中のアルカリ長石とシリカ鉱

物からなる球晶の研究例としては，Ewart(1971)がニュー

ジランドのタウポ地域に産する球晶の記載や化学組成分析

を行っているが，鉱物組織の詳細な観察や同定を行ってい

ないため，その形成機構は未だ十分に解明されていない。

本研究では，新潟県東蒲原郡阿賀町に産出する流紋岩質溶

結凝灰岩に含まれる球晶に焦点を絞り，その形成機構を解

明することを目的として，鉱物種の同定と化学分析および

鉱物組織の詳細な観察を行った。

II. 試料と実験

1. 分析試料

本研究では，新潟県東蒲原郡阿賀町小出(旧名上川村)

の牧野地区に分布する新第三系下部～中部中新統津川層に

挟在された溶結凝灰岩(最大層厚250 m津川グリーンタ

フ団体研究グループ，1979)を分析試料とした。本試料を

採取した津川層は，下部の砂岩および礫岩を主体にする八

木山砂岩礫岩部層と，上部の酸性火山岩とその砕屑岩を主

体にする福取緑色凝灰岩部層で構成されている(吉村ら，

1984)。津川層中の酸性火山岩類は，これらの部層が堆積

している時期に活動したものと考えられている(阿部・島

津，1974; Shimazu and Takano, 1977)。津川地域の地質，

および津川―会津区にみられる酸性火山岩類の詳細に関し

ては，多くの先行研究が存在するので，それを参照された

い(阿部・島津，1974吉村ら，1984八幡ら，1984)。な

お，球晶が産出する溶結凝灰岩の露頭は限られており，岩

体全体における球晶の分布や冷却ユニットにおける球晶の

産出部位などは正確には分からなかった。しかし，溶結し

た火砕流堆積物の上部で発達する脱ガスチャネル(degass-

ing channel)や下部で発達する強溶結レンズといった組織

が球晶の周囲に観察されなかったことから，本研究で調べ

た球晶は火砕流堆積物の中部付近に産出したものと推察さ

れる。

本研究で対象とした溶結凝灰岩中には，複数の球晶が成

長過程で接触あるいは融合した結果，複雑な形状を示すよ

うになったと推測される球晶集合体や，内部の空隙が石英

で充填されている球晶，球晶と同じような微結晶集合体で
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Fig. 1. (a) Photograph of the rhyolitic welded tuŠ from Aga

town, Niigata prefecture, Japan. (b) Polarized optical micrograph

of spherulite occurring in the welded tuŠ shown in (a). Black arrows

show the thin boundary between spherulite (SP) and groundmass

(GM). White arrows mark the plagioclase phenocrysts included in

both spherulite and groundmass.
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はあるが，同心層状構造を持ち，内部に大きな空隙を有す

るリソフィーゼなど，様々な組織が観察された(Fig.

1a)。本研究では，球晶の形成過程を詳細に検討するた

め，できるだけ他の球晶と融合あるいは接触していない球

晶を選び，後述する分析・観察に使用した。鉱物組織の詳

細な観察および解析には，Figure 1a に示す直径約 4

mm，中心部と外殻部が黒色でマントル部が桃色を呈する

球晶を用いた。また，同じ球晶とその周囲の石基から粉末

X 線回折や蛍光 X 線分析などに使った粉末試料を作成し

た。

球晶の研磨薄片を作成し，偏光顕微鏡による観察を行っ

たところ，中心部から放射状に成長した繊維状結晶の集合

体であることが明らかになった(Fig. 1b)。また，直交ニ

コルで十字型の消光を示すことが確認された(Fig. 1b)。

これは，鉱物球晶や有機高分子球晶に共通する光学的特徴

であり(須藤・下坂，1995)，本試料が球晶としての典型的

な内部組織を有することが明らかになった。また，球晶内

部にも石基部にも粒径200 mm 程度の自形斜長石が斑晶と

して包有されているが(Fig. 1b)，球晶の中心部にはこの

ような異物粒子は観察されなかった。今回観察した研磨断

面に現れないような微細な異物粒子が球晶の成長核となっ

た可能性も否定できないが，本研究ではそのような粒子を

明確に観察することは出来なかった。

2. 分析方法

球晶の構成鉱物の同定は，筑波大学生命環境科学研究科

地球進化科学専攻に付設されたリガク社製 FR552 型粉末

X 線回折装置(CuKa線，グラファイトモノクロメータ使

用，2u step＝0.01°)および Photon Design 社製 Mars 型顕

微ラマン分光測定装置(Ar＋レーザー使用，l＝514.5 nm，

レーザー出力＝100 mW)で行った。また，球晶を構成す

る鉱物の化学組成の定量分析と球晶内部の元素分布は，筑

波大学研究基盤総合センター分析部門所有の日本電子社製

JXA 8621 型電子 プロー ブマイ クロア ナラ イザー

(EPMA加速電圧 20 kv，電流 10 nA，プローブ径 5 mm)

を用いて行った。球晶とその母岩の主要元素に対する定量

分析は独立行政法人国際農林水産業研究センター設置の日

本電子社製 JSX3220 型蛍光 X 線分析装置(XRFEDS)を

用いて行い，微視的な鉱物組織の観察は同センターの日本

電子社製 JSM5600LV 型走査型分析電子顕微鏡(SEM)を

用いて行った。球晶とその母岩の微量元素分析は，筑波大

学研究基盤センター分析部門所有の横河アナリティカルシ

ステムズ社製 PMS2000 型誘導結合プラズマ質量分析装置

(ICPMS)を用いて行った。ICPMS 分析における試料調

製方法や実験条件の詳細については，Komuro and Wakita

(2005)に従った。なお，蛍光 X 線分析や ICPMS 分析と

いった全岩化学組成の分析には，組織観察用の薄片を切り

出した岩石試料の一部から作成した粉末試料を用いてい

る。これは，球晶の鉱物学的特徴と形成過程をより詳しく

考察するため，顕微鏡観察した球晶そのものやその周辺の

化学組成を分析したものであり，得られた分析値が岩体全

体を代表するものではないことを付記しておく。顕微ラマ

ン分光分析，EPMA, SEM 用の試料は，溶結凝灰岩から

取り出した球晶を樹脂中に固定した後，スライドガラスに

貼り付け，研磨して薄片にしたものを用いた。EPMA と

SEM 観察および分析に必要な導電性を確保するため，炭

素蒸着を試料表面に施した。

III. 結 果

1. 粉末 X 線回折分析による鉱物相の同定

粉末 X 線回折(XRD)分析を行った結果，球晶・石基と
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Fig. 2. Powder X-ray diffraction patterns of (a) spherulite and (b) groundmass that compose the present welded tuŠ.
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もに 2 u＝2040°の範囲に大きなバックグラウンドの盛り

上がりは観測されておらず，また，黒曜石の粉末 XRD パ

ターンに現れるような 2u＝22°前後を頂点とするブロード

なピーク(Okuno et al. 1996)もみられなかったことから，

火山ガラスなどの非晶質物質はごく少なく，「脱ガラス化

作用(devitriˆcation)」が十分進行していることが分かる

(Fig. 2)。なお，本研究で調べた試料の形成過程において

は，ほとんど流動性を持たない固相としてのガラス状前駆

物質が結晶化した場合と，ガラス転移点より高温で比較的

流動性を持った過冷却メルト状前駆物質が結晶化した場合

が考えられる。本来ならば「脱ガラス化」という用語は前

者の場合にのみ使用されるべきであるが，これらの違いを

本研究で得られたデータから厳密に区別するのは難しく，

また，両者が混在している可能性もあるため，いずれの場

合でも「脱ガラス化」と表記することとする。さらに，粘

土鉱物および沸石類の XRD ピークは観察されなかったこ

とから，本試料は熱水変質作用をほとんど受けていないと

考えられる。球晶および石基の粉末 XRD ピーク位置を

International Centre for DiŠraction Data (ICDD)の発行す

る Powder DiŠraction File (PDF)と比較した結果，前者の

回折ピークはクリストバライト(PDF#710785)，Narich

斜長石(Narich plagioclase，化学組成 Ab62An38: PDF#79

1254)および Narich サニディン(Narich sanidine，化学

組成 Ab52Or48: PDF#770982)とほぼ一致し，後者の回折

ピークはクリストバライト(PDF#710785)，Narich 斜長

石(Narich plagioclase，化学組成 Ab62An38: PDF # 79

1254)およびサニディン( sanidine，化学組成 Ab17Or83:

PDF#860683)とほぼ一致することが判明した(Fig. 2)。

この結果から，球晶と石基の両方が主にクリストバライト，

Narich 斜長石，高温型アルカリ長石で構成されているこ

とが判明し，さらに，アルカリ長石の化学組成には違いが

あることが示唆された。

2. XRFEDS・ICPMS・EPMA による球晶・石基・

斑晶の化学組成分析

蛍光 X 線分析(XRFEDS)で得られた球晶と石基の主要

元素組成を比較すると，両者の全岩組成は SiO2, Al2O3,

CaO で近く，相対値が 19以内で一致する。一方，FeO

と K2O は球晶で乏しく石基の 50程度であり，Na2O は

球晶の方が石基より 40程度高い値を示す(Table 1)。こ

の結果は，球晶がほぼクリストバライトと高温型長石類の

集合体であり，アルカリ長石には組成差があるという粉末

XRD 分析の結果と調和的である。また，球晶と石基が，

ともに同じ火砕流堆積物の脱ガラス化によって生成したも

のか，或いは球晶が異質岩片を起源とするのかを検討する

ため，両者の微量元素を ICPMS を用いて分析した(Ta-

ble 1)。得られた希土類元素(REE)濃度を Evensen et al.

(1978)によるコンドライト中の REE 濃度で規格化した結

果，球晶・石基ともにきわめて類似した REE パターンを

示した(Fig. 3)。この結果は，球晶が捕獲岩ではなく，ホ

ストとなる溶結凝灰岩を生成した火砕流堆積物が地表に堆

積し，脱ガラス化して冷却するまでの一連の過程の中で形

成されたことを示す。REE パターンにおける Eu の負異

常は，流紋岩の形成に伴う斜長石の結晶分化作用に起因す

る特徴と考えられる(Taylor and McLennan, 1988)。
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Table 1. Representative major and trace elements con-

centrations of the spherulites and groundmasses from Aga

town, Niigata Prefecture, Japan

Major and trace elements analyses were carried out with

XRFEDS and ICPMS, respectively.

Note that all Fe are reported as FeO.

Fig. 3. Chondritenormalized rareearthelements patterns of the

spherulite and groundmass composing the present welded tuŠ. The

composition of C1 chondrite is taken from Evensen et al. (1978).
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偏光顕微鏡による観察で確認された球晶内部・石基部の

双方に包有される斜長石の自形結晶(斑晶)を EPMA で定

量分析した結果，球晶中の斜長石は Ab65Or3An32 の組成を

持ち，石基中の斜長石斑晶は Ab68Or2An30 の組成を示した

(Table 2)。これらの化学組成の類似性から，球晶および

石基に含まれる自形斜長石は同じマグマから斑晶として晶

出した後に，それぞれの組織中に包有されたと考えられ

る。以上の球晶・石基・斑晶の化学的特徴は，球晶が異質

岩片としてマグマや火砕流中に取り込まれたものではな

く，石基部を形成した流紋岩質の火砕流堆積物と同じ起源

を持つことを裏付けている。

3. EPMA・顕微ラマン分光分析による球晶内部の鉱物

分布状態の解明

球晶内部およびその周辺の石基部分における Si, Al, Ca,

Na, K の分布を EPMA の元素マッピングによって調べた

ところ，Si や Al の分布は球晶内部と石基部分で大きな差

は見られなかったが，Ca, Na, K においては明確な違いが

観察された(Fig. 4)。この違いは，球晶内部と石基部分に

おける長石類の存在比に起因するものと思われる。さらに，

Ca の分布においては，球晶内部と石基部分の境界領域(幅

0.1 mm 程度)に Ca が濃集していることが判明した(Fig.

4)。この境界部には Ca に加えて Na も濃集しているが，

K の濃度が非常に低いことから(Fig. 4)，アルカリ長石で

はなく斜長石が存在している可能性が高い。球晶内部と石

基部分に点在する Ca 濃度の高い領域は斑晶として存在す

る斜長石であるが，元素マッピングにおける両元素の X

線カウント数を球晶と石基の境界領域と比較すると，この

境界領域における Ca および Na 濃度はこれらの斑晶斜長

石と同程度と思われる(Fig. 4)。すなわち，球晶と石基の

境界部には，Ab70An30 から Ab60An40 程度の比較的 Na に

富む斜長石(以下，Narich 斜長石と略記する)が結晶化し

ていると考えられる。また，球晶の中心部付近にも扇状に

Ca と Na が濃集し，K に乏しい領域が認められる。この

領域にも斑晶の斜長石と化学組成が近い斜長石の微細結晶

が存在すると考えられ，粉末 X 線回折(Fig. 2)でみられた

Narich 斜長石の回折ピークは，中心部で結晶化した Na

rich 斜長石に由来するものと思われる。一方，K の分布に

ついては，石基部分と球晶内部で X 線カウント数が大き

く異なり，石基部分に K が多く，球晶内部に K が少ない

傾向が元素マッピングから見て取れるが，空隙の多いマン

トル部には局所的に K に富む領域も散見される。Na の分

布は K とほぼ逆相関の関係を示しており，蛍光 X 線分析

による化学分析結果(Table 1)および粉末 X 線回折パター

ン(Fig. 2)から示唆されたアルカリ長石の化学組成の違い

と整合的な元素分布となっている。

続いて，球晶内部と石基を構成するアルカリ長石の化学

組成を EPMA を用いて定量分析し，上述の元素マッピン

グで示唆されたアルカリ元素分布の違いを確認した。後述

するように，球晶の中心部を構成する長石類は幅 1 mm 程

度の繊維状結晶であるため，EPMA による化学分析には

不適当であった。そのため，Table 2 に示す球晶内アルカ

リ長石の分析はマントル部に産出する比較的幅の広い繊維
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Fig. 4. Secondary electron image (SEI) and elemental mapping (Si, Al, Ca, Na, and K) of the present spherulite obtained using electron

microprobe analyzer with wavedispersive spectrometer (EMPAWDS).
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Table 2. Averaged chemical compositions of the plagioclase phenocrysts (Pl) and ˆbrous alkalifeldspars (Afs)

included in the spherulite and groundmass determined by EPMAWDS

Note that all Fe are reported as FeO and standard deviations are described in parentheses.
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状結晶に対して行い，石基のアルカリ長石に関しては球晶

に近い位置に存在するアルカリ長石を分析した。分析の結

果，球晶中のアルカリ長石が Ab53Or41An5 で表される組成

を持ち，石基中のアルカリ長石は Ab35Or63An2 で表される

組成を持つことが明らかになった(Table 2)。火砕流堆積

物の脱ガラス化過程においては，周囲よりも早く結晶化し

た部分に Na や Ca が濃集し，残されたガラス部分に K が

濃集するという局所的な結晶分別作用が起きることが確認

されている(Ewart, 1971)。本研究で調べた溶結凝灰岩に

おいても，球晶は周囲よりも早く結晶化した領域に相当

し，石基部分は球晶の形成後に脱ガラス化した可能性が高

い。

さらに，球晶内部における構成鉱物の分布を調べるた

め，その内部組織を EPMA による反射電子像(BackScat-

ter Electron Image: BSE 像)で観察した結果，緻密な外殻

部(rim)と中心部(core)，多孔質なマントル部(mantle)で

構成される三層構造からなることが判明した(Fig. 5a)。

各層における構成鉱物の分布状態を BSE 像上で検討した

が，後述するように球晶組織を形成する鉱物結晶が極めて

微小(～1 mm)であったため，構成鉱物の共生関係を明ら

かにすることは出来なかった。そこで，中心部から外殻部

にかけて S1S6 の各微小領域(直径 5 mm 以下Fig. 5a)で

顕微ラマン分光分析を行い，各領域で優位に存在する鉱物

相を調べた。各領域におけるラマン散乱スペクトルは基本

的によく似ており，主に 240, 290, 420, 480, 510 cm－1 前後

に現れる 5 つのピークが観察された(Fig. 5b)。しかし，

上述の BSE 像上で分類された中心部(S1S2)，マントル部

(S3S5)，外殻部(S6)でそれぞれのピークの相対強度に違

いがみられ，球晶内部の各領域の違いは構成鉱物の存在比

の違いに起因していることを示唆している。

各領域で得られたラマン散乱ピークの帰属を行うため，

天然サニディン(化学組成 Ab40Or60; Freeman et al.,

2008)，天然高温型アンデシン(化学組成 Ab56Or2An42;

Freeman et al., 2008)，天然クリストバライト(RRUFF

database: http://rruŠ.info/X050046)から得られたラマン

散乱スペクトルとの比較を行った。その結果，290, 480,

510 cm－1 付近のピークは高温型長石類に帰属し，240 お

よび 420 cm－1 付近のピークはクリストバライトに帰属さ

れることが判明した(Fig. 5b)。しかし，本研究で調べた

ような化学組成を持つ高温型アルカリ長石と高温型斜長石

では，それぞれの顕微ラマン散乱スペクトルが非常に類似

しており，それぞれの鉱物相をラマン散乱スペクトルのみ

から明確に区別することは出来なかった(Fig. 5b)。

ラマン散乱ピークの相対強度に着目すると，外殻部

(S6)は 510 cm－1 付近のピークが大きいことから長石類が

卓越し，マントル部(S3S5)では 420 cm－1 付近のピーク

が大きいことからクリストバライトが優位に存在すると考

えられる(Fig. 5b)。また，中心部(S1S2)ではこれらの中

間的なスペクトルが得られている。この結果は，EPMA

による元素マッピング結果(Fig. 4)と整合的である。さら

http://rruff.info/X050046
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Fig. 5. (a) Back scattered electron image of the present spherulite

showing its internal structure that consists of the following three

parts: core, mantle, and rim. Groundmass (GM) is also shown. (b)

MicroRaman spectra of the six positions from S1 to S6 shown in

(a). The observed Raman peaks are identiˆed as cristobalite (Crs)

and hightemperature feldspars (Fsp) including Narich sanidine

and Narich plagioclase.
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に球晶の構成鉱物の分布に関するより詳細な議論は，後述

する SEM を用いた高倍率による観察の結果に基づいて行

う。

4. SEM による微細組織の観察

EPMA の BSE 像では解析できなかった微細な鉱物組織

(～1 mm)を観察するため，SEM による高倍率での観察を

行った。その結果，球晶の内部組織は暗灰色を呈する部分

と明灰色を呈する部分に大別され(Fig. 6)，それぞれの部

分を EDS で定性分析し，既述のラマン分光分析の結果と

比較したところ，前者がクリストバライトに相当し，後者

が高温型長石類に相当することが判明した。Narich サニ

ディンと Narich 斜長石の 2 相間における平均原子番号の

差が小さいため，SEM 像上ではこの 2 相間を正確に区別

することは難しいが，クリストバライトとは明確に区別す

ることが可能である。そのため，SEM 像上で明るく見え

る部分を Narich サニディンあるいは Narich 斜長石と

し，暗く見える部分をクリストバライトとして以下の組織

観察を行った。

結晶中心部からマントル部にかけて，繊維状あるいは針

状結晶で放射状組織が構成されているが，その結晶幅に明

確な変化が観察された(Fig. 6)。球晶中心部に近い P1P3

では，繊維状結晶の幅が 12 mm 前後であるのに対し，中

心部からマントル部へ遷移する P4 では 5 mm 程度になっ

ていた。一方，マントル部の P5 では，繊維状組織という

よりむしろパッチ状に近い鉱物組織を示し，空隙率も比較

的高いことがわかる。さらに，他の領域にあまりみられな

い亀裂が多く観察されたのもマントル部の特徴である。外

殻部の P6 および石基部の P7 では，極めて微細な結晶が

インターグロースしている中に，13 mm 程度の斑点状の

クリストバライトと思われる暗灰色相が含まれていた

(Fig. 6)。また，マントル部において特に孔質化が著しい

部位を観察したところ，クリストバライトの平板状結晶が

多数確認された(Fig. 7)。この結果は，EPMA による元素

マッピングおよび顕微ラマン分光分析結果とも整合的であ

り，球晶内の元素分布と鉱物組織が対応していることが確

認された。

IV. 議 論

本稿で研究対象とした球晶の形成について，(1)球晶が

形成された場(2)球晶の形成機構の 2 点を議論する。特

に，(1)の形成場に関しては，球晶とその母岩が起源を同

じくするか否かを論点とし，(2)の形成機構については，

後述する形成機構のうち，どれに相当するかを論点とする。

1. 球晶の形成場

球晶の内部に包有されている斜長石の自形結晶が，球晶

周辺の石基中に存在する斜長石斑晶と類似した Ab65An35

前後の Narich 斜長石であることから(Table 2)，地表に

噴出する前のマグマ中で斜長石斑晶が結晶化した後に，そ

の斜長石斑晶を含む火砕流が地表に噴出および堆積した
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Fig. 6. Secondary electron micrographs of the seven positions from P1 to P7 shown in the upper left image at low magniˆcation (a white

rectangle in this image marks the area described in Fig. 7). Each portion (P1P7) of the spherulite has an intimate granophyric intergrowth of

feldspar minerals (pale gray) and cristobalite (dark gray). Note that all images were taken in the same direction.
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Fig. 7. (a) Secondary electron micrograph of the porous mantle

part of the spherulite showing the platelike form of cristobalite.

This photo was taken of the porous part within the white rectangle in

the upper left image of Figure 6. (b) MicroRaman spectrum ob-

tained from the white circular area in (a). This spectrum shows that

the platy crystals are cristobalite.
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後，脱ガラス化した球晶や石基の包有物として斜長石斑晶

が固定された可能性が高い。すなわち，球晶は捕獲岩のよ

うな異地性のものではなく，石基と起源を同じくする現地

性と考えられる。また，ICPMS による REE パターン

(Fig. 3)が球晶と石基で類似していることも，球晶と石基

の起源が共通することを支持する。

本研究で調べた球晶やリソフィーゼのような空隙率の高

い組織は，火砕流堆積物の中でも大気と接する上部や地表

面と接する下部には産出せず，比較的冷却速度の低い中部

付近に多く産出する(Breitkreuz, 2013)。これは，上部お

よび下部は冷却速度が高いために比較的早く硬化するが，

冷却速度の低い中部付近に堆積した火山ガラスは気泡の発

達が可能な程度に低い粘性を維持し，また，脱ガスも起こ

りにくいためと考えられている(Orth and McPhie, 2003)。

また，Ross(1941)は著しく空隙の多い球晶を研究し，火

砕流堆積物中でクリストバライトや長石などの無水鉱物が

結晶化することによって火山ガラスに含まれていた揮発性

成分が放出され，その脱ガスの圧力と脱ガラス化に伴う体

積収縮によって空隙率の高い組織が形成されたと結論づけ

た。これらの先行研究と本研究で得られた結果は，火砕流

堆積物の中でも冷却速度の低い中部付近において，比較的

低い粘性が維持されながら，脱ガスしにくいために揮発性

成分が残りやすい領域が存在していたことを示唆する。

2. 球晶の形成機構

球晶の形成機構としては，結晶が一点を中心として等方

的に外向成長した結果，球状の外形を持った緻密な結晶組

織体が形成される場合が多い(須藤・下坂，1996; Gr áan áasy

et al., 2005)。小さな微結晶集合体が麦束状形(wheat

shape form)に成長し，亜鈴状形(dumbbell form)を経て球

状外形，あるいはピーナツ状形(peanuts form)の外形を持

つ例も広く知られている(須藤・下坂，1996; Gr áan áasy et

al., 2005)。球晶中心部に成長核となる異物粒子がある例

としては，ケイ酸成分に富む温泉水中に形成されるシリカ

鉱物の球状集合体(魚卵状珪石)が知られているが(赤羽，

1993)，そのような異物粒子が確認できない球晶も多い。

後者の場合には，融体あるいは溶液から析出した結晶微粒

子のクラスターや母液中の不均一部分などが球晶前駆体に

なると考えられている(須藤・下坂，1996; Gr áan áasy et al.,

2005)。一方，非晶質物質が何らかの要因で球状外形を持

ち，その後，内部の結晶化(脱ガラス化)が進行し，球状の

外形を持った多結晶集合体が形成される例も存在する

(Rains, 1964; Maleev, 1972)。すなわち，球晶をはじめと

する曲面外形を持つ物質粒子集合体の成因は，微結晶集合

体が成長して曲面外形が形成される場合(外向成長)と，曲

面外形が形成された後に内部組織として微結晶集合体が発

達する場合(内向成長)に大別されることになる(須藤，

1996)。さらに，これらの生成機構が複合的に働いてひと

つの球晶を形成する可能性も考えられる。以下の議論で

は，球晶内部の化学組成および鉱物組織の変化に基づき，

その形成機構を考察する。

球晶の粉末 XRD 分析，EPMA による元素マッピン

グ，球晶中心部の顕微ラマン分光分析および SEM 観察の

結果から，中心部は極めて微細(～1 mm)なクリストバラ

イト・Narich サニディン・Narich 斜長石の繊維状結晶

が放射状連晶を構成していることが判明した(Figs. 2, 4, 5,

and 6)。また，その放射状連晶の外形は扇形に近い(Fig.

5)。珪酸塩融体からの結晶成長実験(Lofgren, 1974)によ

ると，扇形の微結晶集合体は融体の過冷却度(DTリキダ

ス温度との差)が極めて大きい場合(245＜DT＜350°C)に形

成される特徴的な組織であり，前述の麦束状形あるいは亜

鈴状形結晶集合体へと至る途中の形態とも解釈されている。

Lofgren(1974)による実験結果は，微結晶集合体が融体(液

相)から直接成長する状況を前提としており，本研究で調

べたような脱ガラス化組織の解釈にそのまま適用すること

は難しい。しかし，扇形外形をなす繊維状結晶の幅が，

Figure 6 の P1, P2, P3 で観察された約 1 mm から P4 の約
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Fig. 8. Schematic illustration of formation processes of the present

spherulite occurring in welded tuŠ. (a) Nucleation and rapid inter-

growth of Narich plagioclase (Pl) and cristobalite (Crs) occurred

to generate the Carich core of spherulite. (b) Formation of fan

shaped aggregate of ˆbrous ˆne crystals of Narich plagioclase (Pl),

Narich sanidine (Sa) and cristobalite (Crs) from the Carich core

due to the large driving force for crystal growth. (c) Growth of the

radiating crystals of both Narich sanidine (Sa) and cristobalite

(Crs) from the core to rim and devitriˆcation of the volatilerich

residue leading to generation of porous texture due to the volume

shrinking and saturation of volatile components in devitriˆcation

front. (d) Devitriˆcation of residual Carich glass resulting in the

rim formation and crystallization of platy cristobalite (Crs) on pore

wall of the mantle part of spherulite.
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5 mm へと大きくなっていることからも，球晶内部では中

心部から結晶化が始まったことが推察される。

球晶内部で最も多孔質な組織を持つマントル部において

は，平板状クリストバライトが空隙の内壁に成長している

のが大きな特徴である(Fig. 7)。珪長質溶岩ドームにおい

て，このような平板状のクリストバライトが気相から析出

したことが確認されているため(Horwell et al., 2013)，マ

ントル部の空隙に成長した平板状クリストバライトは，脱

ガラス化による結晶成長ではなく，揮発性成分に富む自由

空間で流体相から析出・成長したことが予想される。

球晶の構成鉱物であるシリカ鉱物と長石類には，水など

の揮発性成分はほとんど固溶されない。そのため，中心部

から脱ガラス化が進行すると，周囲のガラスに含まれる揮

発性成分の濃度が上昇し，最終的に気泡として析出した可

能性が高い。今回マントル部で観察された平板状クリスト

バライトは，そのような気泡中で晶出・成長したものと考

えられ，球晶中心から外側に向かって空隙が増えていくと

いう観察結果(Fig. 6)とも整合的である。また，マントル

部には斜長石の自形結晶が包有されているが，石基部にも

同様の斜長石自形結晶が斑晶として観察されることから，

斑晶の斜長石が球晶の生成核となったとは考えにくい。偏

光顕微鏡による観察で認められないような微細な異物粒子

が生成核となった可能性は否定できないものの，本研究で

調べた試料については，高温の火砕流堆積物中において周

囲よりも比較的揮発性成分が多く残った部分が先に脱ガラ

ス化し，球晶として成長した可能性が高い。

球晶組織の形成後に石基が結晶化したとする考察と，不

適合元素である REE の濃度が球晶内部において高くなる

分析結果(Table 1, Fig. 3)は矛盾しているようにみえる。

しかし，同一岩石試料内の球晶部と石基部の REE 濃度を

比較した先行研究(Fowler et al., 1987)においても球晶の方

が高い REE 濃度を示す例が報告されており，この場合

は，球晶内部で急速に成長した繊維状結晶の粒間にメルト

もしくはガラスがトラップされたと解釈されている。本研

究で調べた試料においても，球晶を構成する繊維状の高温

型長石類およびクリストバライト結晶の粒間に REE など

の不適合元素に富む微小なメルトもしくはガラスがトラッ

プされたために，球晶部の REE 濃度が石基部よりも高く

なった可能性がある。EPMA による元素マッピング結果

において，空隙の多いマントル部に K の濃度が高い領域

が存在することは(Fig. 4)，K と同じく LIL 元素(Large

Ion Lithophile Elements)である REE がこのような領域に

濃集していることを示しているのかも知れない。

V. ま と め

新潟県阿賀町産溶結凝灰岩に含まれる球晶は，クリスト

バライト・Narich サニディン・Narich 斜長石で構成さ

れており，鉱物の組み合わせ・共生組織・主要元素組成・

微量元素組成から推察される形成過程を Figure 8 に模式

的に示す。前述したように，球晶のような空隙率の高い組

織は，火砕流堆積物中の脱ガスが起こりにくく，揮発性成

分が残りやすい領域で形成されることが多い。また，H2O

などの揮発性成分は流紋岩質ガラスの結晶化速度を著しく

上昇させることが実験的に確認されていることから(Lof-

gren, 1970)，揮発性成分が残りやすい領域では，周囲よ

りも早く脱ガラス化が開始・進行すると予想される。本研

究で調べた球晶においては，斑晶の斜長石が球晶の生成核

となったとは考えにくいことから，揮発性成分が周囲より

も比較的多く残った部分から脱ガラス化が開始したと思わ

れる。そのような領域において，Narich 斜長石とクリス

トバライトの繊維状微結晶が析出し，周辺領域よりも比較

的 Ca に富む中心部の形成が始まる(Fig. 8a)。最初に析出

した Narich 斜長石およびクリストバライト微結晶の表面

から，高温型長石類とクリストバライトからなる扇形の繊

維状結晶集合体が成長し，中心部が形成される(Fig.

8b)。その後，クリストバライトが Narich サニディンや

Narich 斜長石の繊維状結晶の間を充填するように晶出す

ることにより，中心部から外殻部に向かって，高温型長石

類とクリストバライトからなる放射状連晶が形成される

(外向成長)。このとき，球晶中心部から外側に脱ガラス化
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が進行するのに伴い，放射状連晶を形成する繊維状結晶の

幅は広くなる(Fig. 8c)。マントル部が外向成長するに伴

い，脱ガラス化した部分とガラス部分の境界領域

(devitriˆcation front)において，シリカ鉱物や長石類に固

溶されなかった揮発性成分が飽和し，気泡として析出する

(Fig. 8c)。その後もマントル部の外向成長は進行し，残余

ガラスはシリカ鉱物やアルカリ長石に固溶されなかった

Ca に富むようになる。こうして Ca に富むガラスから，

中心部と同程度の Ca を含有する Narich 斜長石およびク

リストバライトが晶出し，外殻部が形成される(Fig.

8d)。脱ガラス化が全体的に進行すると，体積収縮によっ

てマントル部に空隙および亀裂が発生する(Fig. 8c)。この

とき発生した空隙や亀裂を通じて球晶内部の揮発性成分が

離脱すると同時に，平板状クリストバライトが空隙の内壁

に析出する(Fig. 8d)。このように，火砕流堆積物の冷却

過程における局所的な揮発性成分の移動や化学組成の変化

に伴い，様々な様式での結晶成長が複合的に働いた結果，

新潟県阿賀町の流紋岩質溶結凝灰岩に産する球晶が形成さ

れたと結論付けた。
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spherulites from Oregon. Amer. Mineral., 26, 727732.

Rowe, M.C., Ellis, B.S., Lindeberg, A. (2012): Quantifying crystal-

lization and devitriˆcation of rhyolites by means of X-ray dif-

fraction and electron microprobe analysis. Amer. Mineral., 97,

16851699.

Ryschenkow, G. and Faivre, G. (1988): Bulk crystallization of liq-

uid selenium primary nucleation, growth kinetics and modes of

crystallization. J. Cryst. Grow., 87, 221235.

佐藤文男，白幡浩志(1969)北海道産玻璃質岩の研究(II)北見

国紋別郡白滝地域の玻璃質岩 岩鉱，62,

Shimazu, M. and Takano, M. (1977): CaFerich pyroxenes in

miocene perlites from the Tsugawa and Tadami areas, North-

east Japan. J. Japan. Assoc. Miner. Petrol. Econ. Geol., 72,

419427.

Shtukenberg, A.G., Punin, Y.O., Gunn, E. and Kahr, B. (2012):

Spherulites. Chem. Rev., 112, 18051838.

Smith, J.V. (1972): Critical review of synthesis and occurrence of

plagioclase feldspars and a possible phase diagram. J. Geol.,

80, 505525.

Smith, R.K., Tremallo, R.L. and Lofgren, G.E. (2001): Growth of

megaspherulites in a rhyolitic vitrophyre. Amer. Mineral., 86,

589600.

Sudo, T. (1950): Mineralogical notes on some opal and cristobalite

of Japan. J. Geol. Soc. Japan, 56, 137142.

須藤俊男(1996)結晶およびその集合体の外形(回想記)．地学研

究，44, 147156.

須藤俊男，下坂康哉(1995)球晶および関連問題の研究史(I)序

論，産状．粘土科学，35, 7184.

須藤俊男，下坂康哉(1996)球晶および関連問題の研究史(II)

通性，成因．粘土科学，35, 192207.

Tamhane, K., Zhang, X., Zou, J. and Fang, J. (2010): Assembly

and disassembly of tubular spherulites. Soft Matter, 6, 1224

1228.

Tanida, K. (1961): A study on salic eŠusive rocks. Sci. Rep. To-

hoku Univ. 3rd Ser., 7, 47100.

Taylor, S.R. and Mclennan, S.M. (1988): The signiˆcance of the

rare earths in geochemistry and cosmochemistry. Handbook on

the physics and chemistry of rare earths, 11, 485578.

津川グリーンタフ団体研究グループ(1979)新潟県三川―津川地

域におけるグリーンタフ盆地発生期の造構運動．地質学論集，

16, 122.

von Aulock, F.W., Nichols, A.R.L., Kennedy, B.M., Oze, C.

(2013): Timescales of texture development in a cooling lava

dome. Geochim. Cosmochim. Acta, 114, 7280.

Wang, X., Liu, R., Wu, M., Wang, Z. and Huang, Y. (2009):

EŠect of chain disentanglement on melt crystallization behavior

of isotactic polypropylene. Polymer, 50, 58245827.

Watanabe, K. and Kitamura, M. (1992): Growth mechanisms of

plagioclase in a basaltic melt. Miner. J., 16, 201214.

Watkins, J., Manga, M., Huber, C. and Martin, M. (2009): DiŠu-

sioncontrolled spherulite growth in obsidian inferred from

H2O concentration proˆles. Contrib. Mineral. Petrol., 157,

163172.

八幡正弘，深沢 光，雁沢好博，吉村尚久(1984)東日本南部に

おける中期中新世の酸性火山岩類．地質学論集，24, 131

144.

吉村尚久，深沢 光，八幡正弘(1984)津川地域の中新世酸性火

山岩．地質学論集，24, 145156.


