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はじめに

　群馬県内には５つの活火山が存在する（気象庁，1991）．
西から浅間山，草津白根山，榛名山，赤城山，日光白根山

である（図１）．浅間山や草津白根山のように現在も噴気が

上がり，活火山であることが誰にもわかる山もあるが，榛

名山や赤城山のように活火山であることが実感できない山

もある．そこで，群馬県立自然史博物館では，郷土の自然

の理解と防災教育という観点から，平成13年度秋期の企画
展として「火の山－マグマのダイナミックな活動－」とい

う群馬県内の活火山をテーマとした企画展を行った．この

展示を構成するにあたり，それぞれの活火山から数点の岩

石を採集した．多くの地域が，国立公園や保安林といった

保護地域に指定され，簡単には採集ができないようになっ

ている．今回，関係各所および地権者に許可を得られ，貴

重な試料を入手できたので，これらについて偏光顕微鏡下

の観察結果と蛍光X線分析による化学組成を報告する．

試　料

　採集した岩石の一覧を表１に示し，それらの概要を以下

にまとめて記す．

図１　群馬県内の５活火山
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浅間山

　AS-01：仏岩火山下部溶岩（荒牧，1993）．長野県北佐久郡
軽井沢町大窪沢の標高1,250m付近の林道脇から採集した
（図２）．上信越高原国立公園内行為許可は環中部許第777
号で，国有林管理者の東信森林管理署から採集許可を得

た．

　AS-02：鬼押出し溶岩（荒牧，1993）．吾妻郡嬬恋村大字藤
原，天然記念物「浅間溶岩樹型」の東方約250mより採集し
た（図２）．上信越高原国立公園内行為許可は環中部許第

836号で，地権者の株式会社コクドから採集許可を得た．
草津白根山

　KS-01：青葉溶岩（宇都ほか，1983）．吾妻郡草津町二軒
屋，県道から赤川の上流へ約800mの地点から採集した（図
３）．国有林管理者の吾妻森林管理署草津事務所から採集

許可を得た．

　KS-02：殺生溶岩（宇都ほか，1983）．吾妻郡草津町大字前
口字谷所，地権者の上越開発株式会社より許可を得，同社

敷地内より採集した（図３）．

榛名山

　HR-01：二ツ岳溶岩円頂丘溶岩（大島，1986）．北群馬郡伊
香保町，二ツ岳（雄岳）山頂の電波塔脇から採集した（図

４）．保安林内作業許可は渋行第2467-16号，県立伊香保森
林公園内行為許可は渋行第2758-4号である．
　HR-02：榛名富士溶岩円頂丘溶岩（大島，1986）．群馬郡榛
名町，榛名富士山頂のロープウェイ山頂駅の北西約100m
から採集した（図４）．国有林管理者の群馬森林管理署から

採集許可を得た．

赤城山

　AK-01：ラシラシ沢溶岩（守屋，1968）．勢多郡赤城村，
沼尾川上流の支流ラシラシ沢（標高950m付近）から採集し
た（図５）．国有林管理者の群馬森林管理署大間々事務所か

ら採集許可を得た．

　AK-02：荒山溶岩（守屋，1968）．勢多郡富士見村三夜沢
赤城神社北東約800m，採掘？権者の千石石材店より許可
を得，同店石切場から採集した（図５）．

　AK-03：小沼溶岩円頂丘溶岩（守屋，1968）．勢多郡黒保
根村，小沼北東の赤なぎ下から採集した．国有林管理者の

群馬森林管理署大間々事務所から採集許可を得た．

日光白根山

　NS-01：奥白根北溶岩（佐々木ほか，1993）．利根郡片品
村，日光白根山山頂，三角点と神社の中間点から採集した

（図６）．日光国立公園内行為許可は環北関許第546号，保
安林内作業許可は沼行第961-24号である．また，地権者の
日本製紙株式会社から採集許可を得た．

　NS-02：座禅溶岩（佐々木ほか，1993）．利根郡片品村，
菅沼湖畔大清水キャンプ場南方の沢で採集した（図６）．日

光国立公園内行為許可は環北関許第546号，保安林内作業
許可は沼行第961-24号である．また，地権者の日本製紙株
式会社から採集許可を得た．

方　法

　採集した岩石から２枚ずつ岩石薄片を作製し，偏光顕微

鏡下で観察記載および写真撮影を行った．その後，ポイン

トカウンターを使用し，モード組成を求めた．

　さらに，館所有の理学電気工業社製蛍光Ｘ線分析装置

RIX2100を使用し，各岩石の元素分析を行った．分析はガ
ラスビードを作製して行い，その方法は角縁ほか（1997）に
従った．定量分析用の検量線は，金澤ほか（2003）で報告し
たようにすでに作成してある．融剤はJohnson-Matthey社製
Spectro flux 100Bを使用し，岩石粉末試料と融剤の希釈率
1:5のガラスビードを作製した．Rh管球を使用し，管電圧
50kv・管電流50mAで測定した．測定元素は，SiO2，TiO2，

Al2O3，Fe2O3，MnO，MgO，CaO，Na2O，K2O，P2O5（以上

wt%），Ba，Co，Cr，Cu，Nb，Ni，Rb，Sr，V，Y，Zn，
Zr（以上ppm）の22元素について定量分析を行った．

偏光顕微鏡観察

浅間山

　AS-01仏岩火山下部溶岩：単斜輝石角閃石含有斜方輝石
流紋岩．

　斑晶として単斜輝石，斜方輝石，角閃石，斜長石およびチ

タン磁鉄鉱が含まれる．斑晶単斜輝石は0.2～0.9mm大の
半自形結晶で斜長石と集斑状を成すこともある．斑晶斜方

輝石は最大1mm大の長柱状結晶で，弱い多色性を有する．
角閃石は最大0.4mmほどの微斑晶で，黄褐色～茶褐色の顕

表１　採集岩石試料一覧

登録番号資料番号岩　　石

浅間山

ＥＲ0000730ＡＳ-01　仏岩火山下部溶岩

ＥＲ0000733ＡＳ-02　鬼押出し溶岩

草津白根山

ＥＲ0000735ＫＳ-01　青葉溶岩

ＥＲ0000736ＫＳ-02　殺生溶岩

榛名山

ＥＲ0000727ＨＲ-01　二ツ岳溶岩円頂丘溶岩

ＥＲ0000726ＨＲ-02　榛名富士溶岩円頂丘溶岩

赤城山

ＥＲ0000720ＡＫ-01　ラシラシ沢溶岩

ＥＲ0000722ＡＫ-02　荒山溶岩

ＥＲ0000723ＡＫ-02　小沼溶岩円頂丘溶岩

日光白根山

ＥＲ0000737ＮＳ-01　奥白根北溶岩

ＥＲ0000738ＮＳ-02　座禅溶岩
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図２　浅間山試料採集位置図　国土地理院発行５万分の１「軽井沢」を使用した
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図３　草津白根山試料採集位置図　国土地理院発行５万分の１「草津」を使用した

図４　榛名山試料採集位置図　国土地理院発行５万分の１「榛名山」を使用した
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図５　赤城山試料採集位置図　国土地理院発行５万分の１「沼田」・「前橋」を使用した
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著な多色性を有する．チタン磁鉄鉱は最大0.3mmほどの大
きさである．

　石基はハイアロピリティック組織を示し，石基火山ガラ

ス中の斜長石マイクロライトが一方向に並び流理を成す．

石基にはそのほか角閃石，磁鉄鉱が含まれ，ところどころ

に0.3mm大程の褐色ガラスからなるスフェルライトが含ま
れている．岩石薄片の顕微鏡写真（オープンポーラ）を写真

１に示す．

　モード組成は，単斜輝石0.0％，斜方輝石0.6％，角閃石
0.0％，チタン磁鉄鉱0.3％，斜長石7.9％，石基90.8％である.
　AS-02鬼押出し溶岩：単斜輝石斜方輝石デイサイト．斑
晶として単斜輝石，斜方輝石，斜長石およびチタン磁鉄鉱

が含まれる．斑晶単斜輝石は0.1～0.8mm大の短柱状自形
結晶で，累帯構造を有するものもある．斑晶斜方輝石は0.3
～1mm大の自形～半自形結晶である．極弱い多色性を呈
する．単斜輝石の反応縁を有することもある．斑晶斜長石

は0.1～2mm大の長柱状結晶で，自形～他形を示す．いず
れもアルバイト双晶を有し，顕著な累帯構造を有するもの

が多く，また斑晶斜長石内部に褐色の火山ガラスを有した

蜂ノ巣状構造を持つものが多く認められる．単斜輝石・斜

方輝石と集斑状を成すこともある．斑晶チタン磁鉄鉱は最

大0.2mm大である．
　石基はハイアロオフィティック組織を示し，単斜輝石，

斜方輝石，斜長石，チタン磁鉄鉱，火山ガラスおよびシリ

カ鉱物を含む．岩石薄片の顕微鏡写真（オープンポーラ）を

写真２に示す．

　モード組成は，単斜輝石4.5％，斜方輝石70％，チタン磁
鉄鉱0.2％，斜長石20.6％，石基67.3％である．写真1～12中の略号

　Ol:カンラン石，Hb:角閃石，Cpx:単斜輝石，Opx:斜方輝石
   Pl: 斜長石，Q:石英，Mt:鉄鉱物

写真１　AS-01

図６　日光白根山試料採集位置図　国土地理院発行５万分の１「男体山」を使用した
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草津白根山

　KS-01青葉溶岩：角閃石含有単斜輝石斜方輝石デイサイ
ト．

　斑晶として角閃石，単斜輝石，斜方輝石，斜長石，石英

およびチタン磁鉄鉱が含まれる．斑晶角閃石は0.5mmほど
の大きさで，淡緑色～黄褐色の多色性を示し，ごくまれに

含まれている．いずれの角閃石も周縁部はオパサイト化し

ている．斑晶単斜輝石は0.2～0.8mm大の自形～半自形結
晶である．斜方輝石と単斜輝石が平行連晶をなすものも認

められる．斑晶斜方輝石は弱い多色性を有し，大きさは0.3
～2mmの自形～半自形結晶である．斜方輝石の内部に斜
長石やチタン磁鉄鉱，まれにアパタイトやジルコンをポイ

キリティックに含んだものも認められる．斜方輝石・単斜

輝石・斜長石からなる集斑状を成したものも所々に存在す

る．斑晶斜長石は0.3～2.5mm大の長柱状結晶で，自形～半
自形である．アルバイト双晶を有し，著しい累帯構造を持

つものもある．周縁部に塵状包有物を持つものや，内部に

単斜輝石やジルコンをポイキリティックに含むものもあ

る．斑晶石英は0.2mmから最大2.5mm大で，周縁が円く
なった外形を示す．

　石基はインターサータル組織を示す部分とハイアロオ

フィティック組織の部分とがまだらに存在し，不均質と

なっている．おそらく不均質なマグマ混合により，苦鉄質

なマグマの部分がインターサータル組織を示し，珪長質な

マグマの部分がハイアロオフィティック組織を示している

と考えられる．石基鉱物は，単斜輝石，斜方輝石，斜長石，

チタン磁鉄鉱，火山ガラスおよびクリストバライトからな

る．珪長質石基の部分は火山ガラスが真珠状構造を示し，

デンドライトやクリスタライトが生じている．また所々に

スフェルライトも認められる．岩石薄片の顕微鏡写真

（オープンポーラ）を写真３に示す．

　モード組成は，単斜輝石2.0％，斜方輝石3.3％，角閃石
0.0％，チタン磁鉄鉱0.6％，斜長石23.1％，石英1.5％，石基
69.2％である．
　KS-02殺生溶岩：カンラン石含有単斜輝石斜方輝石安山
岩．

　斑晶として，カンラン石，単斜輝石，斜方輝石，斜長石，

石英およびチタン磁鉄鉱が含まれる．斑晶カンラン石は

0.2～0.8mm大の半自形～他形結晶で，いずれのカンラン石
も周縁に輝石の反応緑を有している．カンラン石の中には

結晶のほとんどが溶融し，骸晶状を成すものも認められ

る．斑晶単斜輝石は0.2mm程度から最大2mmの大きさの短
柱状・自形結晶である．斑晶斜方輝石は0.2mmから最大
3mm大の長柱状結晶で自形のものが多く，弱い多色性を呈
する．斜方輝石と単斜輝石が平行連晶を成すものや，斜方

輝石・単斜輝石・斜長石が集斑状を成すものも認められる．

斑晶斜長石は最大3mm大の長柱状・自形結晶で，アルバイ
ト双晶を一般にする．累帯構造は顕著である．斜長石内部

が蜂ノ巣状構造を示すものや，集縁部に汚濁体を有する斜

長石もまれに含まれる．斑晶石英は0.2～0.6mmほどの大
きさで，楕円体であるものが多い．

　石基はハイアロオフィティック組織を示し，単斜輝石，

斜方輝石，斜長石，チタン磁鉄鉱，火山ガラスとわずかに

カンラン石が含まれる．岩石薄片の顕微鏡写真（オープン

ポーラ）を写真４に示す．

　モード組成は，カンラン石0.4％，単斜輝石2.6％，斜方輝
石3.8％，チタン磁鉄鉱0.6％，斜長石24.8％，石英0.1％，石
基67.6％である．

写真２　AS-02 写真３　KS-01

写真４　KS-02
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榛名山

　HR-01二ツ岳溶岩円頂丘溶岩：両輝石角閃石安山岩．
　斑晶として単斜輝石，斜方輝石，角閃石，斜長石および

チタン磁鉄鉱が含まれる．斑晶単斜輝石は0.2～0.5mm大
で，自形～半自形を示す．砂時計構造を示すものも認めら

れる．斑晶斜方輝石は0.3～2.5mm大の自形～半自形結晶
で，弱い多色性を有する．比較的大きな斑晶斜方輝石は，

内部にチタン磁鉄鉱や斜長石をポイキリティックに含む．

斑晶角閃石は0.5mmから最大5mmの半自形～他形結晶で，
黄褐色～赤褐色への顕著な多色性を示す．周縁部および割

れ目からオパサイト化が進み，微細な不透明鉱物と輝石を

生じている．また，輝石の反応縁で取り囲まれた角閃石斑

晶も認められる．比較的大きな角閃石斑晶内部には斜長

石，単斜輝石，斜方輝石をポイキリティックに含んでいる．

斑晶斜長石は最大4mmの長柱状結晶で，アルバイト双晶を
一般に有し，カールスバド双晶も認められ，顕著な累帯構

造を有する．蜂ノ巣状構造や汚濁帯を持つ斜長石斑晶も存

在する．斑晶チタン磁鉄鉱は最大0.5mm大で，その断面は
正方形に近い形を示す．

　石基はハイアロオフィティック組織を示し，単斜輝石，

斜方輝石，斜長石，チタン磁鉄鉱およびそれらの間を埋め

るシリカ鉱物からなる．岩石薄片の顕微鏡写真（オープン

ポーラ）を写真５に示す．

　モード組成は，単斜輝石1.3％，斜方輝石1.9％，角閃石
5.3％，チタン磁鉄鉱1.1％，斜長石31.2％，石基57.4％であ
る．

　HR-02榛名富士溶岩円頂丘溶岩：斜方輝石角閃石デイサ
イト．

　斑晶として斜方輝石，角閃石，斜長石，石英およびチタ

ン磁鉄鉱が含まれる．斑晶斜方輝石は0.2～0.9mm大で，自
形～半自形の長柱状結晶であり，弱い多色性を有する．斑

晶角閃石は最大2mm大の自形～他形結晶で，黄褐色～赤褐
色の顕著な多色性を示す．ほとんどの斑晶角閃石は周縁部

にはオパサイト縁を有する．内部に斜長石や斜方輝石をポ

イキリティックに含むものも認められる．斑晶斜長石は最

大6mになる自形～半自形結晶で，アルバイト双晶と顕著

な累帝構造を示す．内部が蜂ノ巣状構造をなす斜長石や，

斜方輝石や角閃石をポイキリティックに含むものも認めら

れる．斑晶石英は0.7mmはどの大きさで，円形に近い形が
多い．斑晶チタン磁鉄鉱は0.2～0.7mm大である．
　石基はハイアロオフィティック組織を示し，単斜輝石，

斜方輝石，角閃石，斜長石，チタン磁鉄鉱とそれらの間を

埋めるシリカ鉱物からなる．岩石薄片の顕微鏡写真（オー

プンポーラ）を写真６に示す．

　モード組成は，斜方輝石2.8％，角閃石8.1％，チタン磁鉄
鉱1.1％，斜長石28.7％，石英0.1％，石基58.9％である．

赤城山

　AK-01ラシラシ沢溶岩：単斜輝石含有斜方輝石カンラン
石玄武岩．

　斑晶として単斜輝石，斜方輝石，カンラン石，斜長石お

よびチタン磁鉄鉱が含まれる．斑晶単斜輝石は0.2～
0.5mm大の自形の短柱状結晶である．斑晶斜方輝石は0.3
～lmm大の自形結晶で，弱い多色性を呈する．斜方輝石の
内部にイディングス石化したカンラン石を含むことがあ

る．斑晶カンラン石は0.5～4mm大で，内部はイディング
ス石化したものが大半である．いずれのカンラン石も斜方

輝石とチタン磁鉄鉱の反応縁を有する．斑晶斜長石は

0.5mmから最大4mmほどの自形結晶で，いくつかの斜長石
が集斑状を成すものもある．斑晶チタン磁鉄鉱は0.2～
1mm大の自形結晶である．
　石基はインターグラニュラー組織を示し斜方輝石，単斜

輝石，チタン磁鉄鉱およびシリカ鉱物からなる．岩石薄片

の顕微鏡写真（オープンポーラ）を写真７に示す．

　モード組成は，カンラン石1.8％，単斜輝石0.2％，斜方輝
石1.5％，チタン磁鉄鉱0.8％，斜長石27.4％，石基67.9％で
ある

　AK-02荒山溶岩：単斜輝石斜方輝石安山岩．
斑晶として単斜輝石，斜方輝石，斜長石およびチタン磁鉄

鉱が含まれる．斑晶単斜輝石は0.2～2mm大の自形～半自
形結晶である．内部にチタン磁鉄鉱や斜長石を包有するも

のが多い．斑晶斜方輝石は0.2～1.2mm大の長柱状自形結
晶で，弱い多色性を有する．斜長石と集斑状を成すことも

写真６　HR-02

写真５　HR-01
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ある．斑晶斜長石は0.2～1.5mm大で，アルバイト双晶を一
般に有し，顕著な累帯構造を持つものも認められる．チタ

ン磁鉄鉱は0.1～0.4mm大である．
　石基はインターサータル組織を示し，単斜輝石，斜方輝

石，斜長石，チタン磁鉄鉱およびそれらの間をうめるシリ

カ鉱物からなる．石基の空隙にはトリディマイトや黒雲母

が埋めている．岩石薄片の顕微鏡写真（オープンポーラ）を

写真８に示す．

　モード組成は，単斜輝石1.7％，斜方輝石8.6％，チタン磁
鉄鉱1.5％，斜長石28.8％，石基58.9％である．

　AK-03小沼溶岩円頂丘溶岩：単斜輝石含有斜方輝石角閃
石安山岩．

　斑晶として単斜輝石，斜方輝石，角閃石，斜長石および

チタン磁鉄鉱とアパタイトが含まれる．斑晶単斜輝石は

0.3mmほどの大きさの自形～半自形の短柱状結晶である．
斑晶斜方輝石は，最大0.5mmほどの短柱状で，単斜輝石，
チタン磁鉄鉱，斜長石と集斑状を成す．輝石の内部にアパ

タイトを包有することもある．斑晶角閃石は淡黄色～黄緑

色の著しい多色性を呈し，最大1.5mm大である．角閃石の
周縁部はオパサイト化している．斜長石と集斑状を成すこ

ともある．最大0.2mm大の長柱状のアバタイト微斑晶がま
れに含まれる．

　石基はハイアロオフィティック組織を示し，斜長石，チ

タン磁鉄鉱，斜方輝石，アルカリ長石からなる．岩石薄片

の顕微鏡写真（オープンポーラ）を写真９に示す．

　モード組成は，単斜輝石0.2％，斜方輝石0.6％，角閃石
2.3％，チタン磁鉄鉱0.5％，アパタイト0.0％，斜長石
12.5％，石基83.3％である．

日光白根山

　NS-01奥白根北溶岩：カンラン石両輝石角閃石デイサイ
ト．

　斑晶として，カンラン石，斜方輝石，単斜輝石，角閃石，

斜長石，石英，チタン磁鉄鉱が含まれる．斑晶カンラン石

は自形～半自形の清澄な結晶で，大きさは0.3～1.5mmであ
る．いずれの斑晶カンラン石の縁にも，輝石の反応縁が生

じている．斑晶角閃石は0.5～2mm大で，周縁は溶融し円
くなった形態を呈する．内部ははとんどオパサイト化が進

んでおり，針状の斜方輝石・単斜輝石と微細なチタン磁鉄

鉱を生じている．一部の斑晶では，中心部に多色性が顕著

な褐色角閃石を残すものも認められる．斑晶斜方輝石は

0.4～1mm大の自形の長柱状結晶で弱い多色性を有する．
　周縁部の約0.02mm幅が著しい累帯構造を示すものや，
単斜輝石と平行連晶をなすものも認められる．斑晶単斜輝

石は0.3～0.5mm大の短柱状の自形結晶であり，弱い累帯構
造を有する．斑晶斜長石は0.3～4mm大の自形～半自形の
長柱状結晶で，アルバイト式双晶を一般に有する．内部に

顕著な累帯構造を有するものが多く認められ，結晶の周囲

が溶融して円くなったものや，斜長石内部が蜂ノ巣状構造

を示すものや汚濁帯を持つ斜長石も含まれる．石英は

0.5mmほどの大きさで，いずれの結晶も周囲が円く溶融し
ている．斑晶チタン磁鉄鉱は最大0.4mmである．
　石基はハイアロオフィティック組織を示し，斜方輝石，

単斜輝石，斜長石，チタン磁鉄鉱，火山ガラスからなる．

岩石薄片の顕微鏡写真（オープンポーラ）を写真10に示す．
　モード組成は，カンラン石0.3％，単斜輝石0.5％，斜方輝
石0.8％，角閃石1.0％，斜長石15.7％，チタン磁鉄鉱0.7％，
石英0.1％，石基80.6％である．
　NS-02座禅溶岩：カンラン石両輝石角閃石デイサイト．
斑晶としてカンラン石，斜方輝石，単斜輝石，角閃石，斜

長石，石英，チタン磁鉄鉱が含まれる．斑晶カンラン石は

写真７　AK-01

写真８　AK-02

写真９　AK-03
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0.2～1.2mm大で，周りに輝石の反応縁を有する．微細な不
透明鉱物で周りを取り囲まれたものや，反応が進み骸晶状

をなすカンラン石も認められる．斑晶単斜輝石は0.2mmほ
どの大きさで自形～半自形結晶である．斑晶斜方輝石は

0.2～1mm大の長柱状結晶で，自形～半自形をなす．単斜
輝石と平行連晶をなすものも認められる．斑晶角閃石は最

大1.5mm大で，内部は全てオパサイト化しており，角閃石
の外形を残すのみである．斑晶斜長石は0.3～3.5mm大の
自形～他形結晶で，アルバイト双晶を一般に有し，カール

スバド双晶も認められる．結晶サイズの小さなものの内部

は清澄であるが，結晶サイズの大きなものは周縁部が丸く

溶融し著しい累帯構造を持ち，また周縁部に汚濁帯を有す

るものや，蜂の巣状構造を示すものも認められる．石英は

0.4～0.7mmほどの大きさの楕円体もしくは不規則なア
メーバ状形体で，周縁部に輝石のコロナを有するものも認

められる．チタン磁鉄鉱は最大0.4mm大で，その断面は正
方形に近い形を有している．

　石基はハイアロオフィティツク組織を示し，斜長石，単

斜輝石，斜方輝石，チタン磁鉄鉱，カンラン石，火山ガラ

ス，およびまれにアパタイトが含まれている．石基カンラ

ン石にも輝石の反応縁が認められる．岩石薄片の顕微鏡写

真（オープンポーラ）を写真11に示す．
　その他，本岩石にはマフィック包有物が含まれている．

マフィック包有物はディクティタキシティック組織を示

し，針状に伸びた斜方輝石・単斜輝石と長柱状の斜長石が

つくる網状の構造の間を，清澄なガラスが埋めている．最

大１mm大のカンラン石が含まれるが，内部は樹枝状の不
透明鉱物を生じている．その他，汚濁帯を有する斜長石，

輝石のコロナを有する石英も所々に含まれている．顕微鏡

写真（オープンポーラ）を写真12に示す．
　モード組成は，カンラン石0.5％，単斜輝石0.1％，斜方輝
石0.5％，角閃石1.5％，チタン磁鉄鉱0.3％，斜長石12.3％，
石英0.4％，石基84.0％である．

化学組成

　分析結果を表２に示す．マフィック包有物を含むNS-02
試料は，包有物のみを分離し，NS-02iとして別に分析を
行った．1火山の分析試料数が少なく詳細な議論ができな
いため，簡単に記す．

　偏光顕微鏡観察でAS-01は流紋岩，AS-02・KS-01・KS-
02・HR-02・AK-03・NS-01・NS-02はデイサイト，HR-01・
AK-02は安山岩，AK-01は玄武岩としたが，SiO２wt%による
分類（Le Bas et al,1986）ではAS-01・AK-03は流紋岩，NS-01
はデイサイト，AS-02・KS-01・KS-02・HR-02・HR-01・
NS-02は安山岩，AK-02・NS-02iは玄武岩質安山岩，AK-01
は玄武岩となった（図７）．

SiO２(wt%)に対するK２O(wt%)を図７に示した．HR-02・HR-
01・AK-01の３試料を除くと，Peccerillo and Taylor (1976) の
medium-K領域にプロットされる．
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図７　SiO2-K2O図
　　　SiO2wt%による分類はLe Bas et al (1986)に，high-K，medium-K，low-Kの境界はPeccerillo and Tylor (1976)に従った．

表２　蛍光X線分析結果
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