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は じ め に

我々が地表近 く で見るこ とのできる花尚岩類は, 地下深所で形成され, 長い時間を経て地表付近

に姿を現したものである。 したがって, これら花尚岩類は, 通常長時間にわたる冷却過程に伴 う温

度 ・圧力変化, およびその岩体が経験した断層運動や火成活動の影響を受け, 最終的には地表付近

で風化作用を受けてきている。 このため, 花嵩岩類には多種多様な微小変形構造が認められる (金

折他, 1988) 。 これら微小変形構造を調べることによって, 花尚岩類の受けてきた熱履歴や変形史を

AbStract

Backscattered electron (BSE) imagesof graniticrocksdistributed around thenortheastem region of

the A totsugawa fault in centra1 Japan were observed by scanning electron microscopy. T he BSE

imagesrevealedthatgrainboundary cracking strongly dependsuponmineralogical combinationof two

grains adjacent each other at the boundary. There are siχpossible different mineralogical combina-

tions at the grain boundaries, for the three main constituent minerals of the granitic rocks, quartz,

plagioclase and alkali feldspars. Each grain boundary was qualitatively divided into two types;

partially to perfectly open grain boundary, and almost closed grain boundary. The occurrence of

partially to perfectly open grain boundaries and also thenumber of thedifferent typesof open grain

boundaries in terms of themineral combination at grain boundaries, increase with proχimity to the

fault. Thissuggeststhatgrainboundariesaremorereadily opened intheorder of:(1) quartz/feldspars

(plagiodaseandalkali feldspars)boundaries, (2) quartz/quartzboundaries, (3) plagioclase/plagioclase

boundaries, (4) alkali feldspar/plagioclase, and (5) alkali feldspar/alkali feldspar b.oundaries bound-

aries. T hey may be caused by thermal eχpansion and contraction mainly due to general cooling,

faulting and/or weathering. Therefore, grain boundary cracking revealed in the BSE images is an

important aid in understanding thethermal-ted onicprocesses, and inevaluatingmechanical properties

and permeability.
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解明できる可能性がある 【Tullis and 】

Yund, 1977; Gapais and Barbarian,

1986; Schedl et a1. , 1986; 金折他 , 1988;

Evans, 1988) 。

花尚岩類に存在する天然微小空隙や

微小割れ目については, Braceet a1。

(1972) が走査型電子顕微鏡 ( SEM)

に よって初 め て観 察 し, そ の後,

Sprunt aUd Brace ( 1974) , M ont-

gomery and Brace ( 1975) , Dengler

(1976) などによって, 研究が行われ

た。 特に, 花嵩岩類に認められる微小

割れ目は, 岩石および岩盤の力学的異

52 ・ 石田 毅

方性に関係しているこ とが知られてき

ている (Douglass an(! Voight, 1969;

工藤他, 1986 ; 1987) 。地下数kmから回

収された花尚岩類の岩芯について, S

EMや光学顕微鏡での微小割れ目の研

究が行われてお り(金折, 1987) , これ

ら微小割れ目が岩体の透水性や弾性波

速度に関係しているこ とが分かってき

ている (Kowallis and Wang, 1983;

mons, 1978; Batzle and Simmons,

1976) 。 さ らに, 花尚岩類を試料と して

圧縮応力下で変形させ, SEMを用い

て微小割れ目の進展過程が詳し く調べ

られ (Tapponnier andBrace, 1976; Kranz, 1979ab; Padovani etal., 1982) , 微小割れ目の発生に

よって弾性波異方性が生じることが知られている(CrampinandEvans, 1984 ; 柳谷他, 1987) 。 また,

高温下の圧縮実験でも同様な研究が行われている (Wong, 1982; FredrichandWong, 1986) 。

花尚岩類に認められる微小割れ目は, 主と して, 粒間, 粒内, 粒界割れ目の三種類があるが(Kranz,

1983) , 実験的に高温下に置かれた花尚岩類で, 粒界割れ目の発生が顕著に認められる(Batzleetal.,

1980; H omand-Etienne and T roalem, 1984; Fredrich andW ong, 1986) 。 自然状態 の岩石類 に も ,

粒界割れ目の存在がしばしば報告されている (Padvanietal, 1982 ; 金折他, 1988) 。 従来, SEM

の2次電子像や光学顕微鏡では, 粒界をはっき り捉えることが困難であったため (Kranz, 1983) ,

粒界付近の割れ目が完全に粒界に沿うものであるか否かはよくわからなかった。 しかしながら, S

EMを用いた反射電子 ( B SE ) 像 (組成像) では, 鉱物結晶の種類の違いをはっき りと捉えるこ

とが可能なため (Hall andLloyd, 1981) , 粒界割れ目を精度良く観察するこ とができる (Durham

et al. , 1985 ; 金 折 , 1987 ; 金 折 ・ 矢 入 , 1987) 。 二

こ こでは, 跡津川断層東北部真川付近に分布する花肖岩類について, SEM反射電子像による微

小割れ目の観察を行い, それらのうち特に粒界割れ目について詳細に記載し, その花肖岩類が受け

てきた熱履歴 ・変形史から粒界割れ目の成因, 形成過程を考察する。

Kowallis et al・, 1987; XVang andSim一 図一 1 跡津川断層周辺の花肖岩類の分布と調査位置 (山田他,

1974を簡略化) 。 二重括弧内が図一 2に示す調査位置であ

る。 1 . 主要 な 断層 。 2 . 白亜紀 後期 ̃ 古第三期花 肖岩 類 。

3. 三畳紀̃ ジュラ紀花肖岩類。 4. 変成岩類もし く は堆

積岩類。
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図一 2試料採取位置。 (b)の図は(a)の図の一部を拡大したものである。 (a)跡津川断層に伴 う破砕帯露頭位置と試料採

取位置。 1. 試料採取位置と試料番号。 2 . 試料採取の基準と したLoc.54-4の位置。 3. 断層破砕帯露頭位置

と露頭番号。 露頭の性状は宮腰他 ( 1982) と金折他 (1988) に示してある。 (b)Loc.54-4北側約100m間の岩石分

布と試料採取位置。 1. 試料の採取位置と試料番号。 MG23以外は, 肉眼ではほとんど破砕が認められない。

2. 小断層もし く はガウジ帯の走向 ・傾斜。 3. 安山岩質岩脈の走向 ・傾斜。 4. 安山岩質岩脈。 5. 断層角

牒帯とガウジ帯。 6. 花肖閃緑岩。 7. 崖錐。 8. 第四系。

跡津川断層の概要

跡津川断層は, 富山県南東部から岐阜県北西部にかけて, 東北東一西南西に延びる, 約60kmの長

さを もつ我が国で最も規模の大きい断層の一つである(図一 1) 。 試料採取を行った地域では, 三畳

紀̃ ジュ ラ紀の船津型花尚岩類 (野沢, 1979) および手取層群からなる基盤岩を 5m̃ 50m以上の

幅で破砕させ, 一部では第四系を変位させている (宮腰他, 1982) 。 基盤岩および断層破砕帯中に

は, 断層の走向にほぼ平行する安山岩質の貫入岩が認められることがある。 松田 (1966) は跡津川

断層に沿って地形的な変位が認められることを明らかにし, その断層変位が1958年の飛越地震を発

生させた可能性があるとしている。 跡津川断層周辺に分布する花尚岩類の微小変形構造については,

光学顕微鏡を用いた Kosaka ( 1980) や金折他 (1988) があ り, S EM カ ソー ドル ミネ ッセソス像

を用いた Kanaori ( 1986 ; 1987 ; 1988) の研究がある。

跡津川断層の露頭は, 断層角磯帯とガウジ帯を含む断層破砕帯として確認することができ, 調査

地域内に 9箇所確認できる(図一 2) 。 このうち, Loc.54-4では, 第四系と船津型花崩岩類とが破砕

帯を介して接している (金折他, 198・2ab ; 竹村 ・藤井, 1983 ; 山田 ・竹内, 1983) 。

試料と観察方法

(1) 試 料

試料採取位置を図一 2に示す。Loc.54-4の断層破砕帯から北側100mの区間では試料を数10m間隔

八

MG2

0 1 2 3km
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で密に採取し, さ らに北側 3kmの区間および南側2. 5kmの区間では, 500m前後の間隔で試料採取し

た。 採取した試料のうち, MG-23は風化の著しい花尚岩類であるため, 研磨薄片作成では, 前処理

として市販のシアノ アク リレート系接着剤で固化した。 その他の試料はほぼ新鮮な岩石である。

(2) 観 察 方 法

通常の方法で研磨薄片を作成し, その表面を金 (Au) でスパッタ リング蒸着した。 一部の試料で

は, 蒸着物質の違いによる微小割れ目への影響やその見え方の違い (Kranz, 1983) を検討するた

め, も う 1枚研磨薄片を作成し, 表面を炭素( C) を真空蒸着した。いずれも蒸着膜の厚さを20̃ 40nm

と し た。

観察には, サソユー電子㈱製S-BSE型反射電子検出器を装着した㈱日立製S-450形走査型電子

顕微鏡を用い, 観察時の加速電圧は, 20Kev もし く は25KeV とした。

粒 界 割 れ 目

SEMで得られるBSE像の特徴は, 鉱物種の違いが明暗で明瞭に表現されることである (Ha11

and Lloyd, 1981) 。 観察 さ れた花肖岩類 を構成す る主要鉱物 は, 石英 , 斜長石 , アル カ リ長石 , 黒

雲母である。 B S. E像では, 石英が最も暗 く , この順序に結晶粒が明る く見え, 異種鉱物が接触し

ている粒界が鮮明に写し出される。 粒界の位置が正確に示されることから, 粒界に存在する微小割

れ目をはっぎり と確認することができ, かつ, 開口幅などを精度良く計測することが可能である。

同一試料から作成した 2枚の研磨薄片について, それぞれ金と炭素で表面蒸着し, 粒界に認めら

れる微小割れ目の見え方の違いを検討した結果では, 両者に本質的な違いは認められなかった。 試

料作成時に起きる試料表面の損傷を完全に除去するために, イオンエ ッチング法が一般に用いられ

てきている (Tapponnier andBrace, 1976) 。 粒界割れ目は, 薄片表面付近の現象ではな く , また,

試料作成時に形成された表面付近の損傷と異なるため, ここではこの方法を用いていない。

調査対象とした花嵩岩類には光学顕微鏡を用いると, 粒間, 粒内, 粒界などの種々の変形構造が

観察される。 これら鏡下の変形構造は, 金折他 (1988) に詳し く報告されているよ うに, 大部分は

癒合しているか, または鉱物で充填されているこ とによって特徴づけられる。 このうち癒合割れ目

は, SEMを用いたカ ソー ドル ミネ ッセソス像で明瞭に観察されている (Kanaori, 1986 ; 1987 ;

1988)。粒界変形構造のうち粒界割れ目および粒界に関連した割れ目は, 光学顕微鏡やSEMカソー

ドルミネッセソス像では明瞭にと らえることが困難であったため, 従来の方法ではその性状はあまり

解明されていない。 B SE像ではごれらを鮮明に観察することを可能にした。 以下に粒界割れ目お

よび粒界に関連した割れ目の性状や種類について述べる。

(1) 性 状

花崩岩類を構成する主要鉱物である石英と長石類 ( アルカ リ長石, 斜長石) に注目し, 隣 り合う

鉱物種の組み合わせを考えると, 次の6通 りの粒界がある。 すなわち, 同種鉱物同士の組み合わせ

の粒界として, 石英一石英, 斜長石一斜長石, アルカ リ長石- アルカ リ長石の三種類があり, 異種

鉱物同士の粒界として, 石英一斜長石, 石英一アルカ リ長石, 斜長石- アルカ リ長石の三種類であ

る。

BSE観察結果, それぞれの粒界での接触関係は, 定性的に, (a)隣り合 う結晶粒がほぼ完全に密

着しているか, (b)一部もし く は完全に開口しているかの2つに大別可能である。 開口しているか密

着しているかは, 上記鉱物組み合わせの違いに依存する。・写真一 1は, 周囲をアルカ リ長石に囲ま

れた石英粒の例である。 石英外縁に開口割れ目が認められる。 粒界に一部一致しない部分もあるが,

大部分が粒界に一致している。 写真一 2は同様にアルカ リ長石に囲まれた石英粒の例であるが, こ

の例では, 粒界の割れ目がアルカ リ長石の中まで連続している。 写真一 3では石英一 斜長石粒界
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写真一 1 花尚岩類のBSE写

真 (試料番号 : MG3) 。 石英 (暗

い結晶) - アルカ リ長石 (明る

い結晶) 粒界の開口割れ目。 写

真左の最も明るい結晶は鉄鉱物

である。 右下の数字のうち, 最

初の数字が観察時の加速電圧で,

右がスケールを示すバーとその

長さを示す(nm単位) 。この写真

の場合, 53×103= 53,000nm で

ある。 以下の写真も同様である。

が顕著に開口しているのが認められ, そのほかの粒界はごく一部が開口しているにすぎず, ほとん

ど密着している。 写真一 4は, 同種粒界である斜長石一斜長石粒界は開口しているが, 異種粒界の

斜長石- アルカ リ長石粒界が密着している例である。

写真一 5 と 6には, 鋸歯状粒界の例を示す。 この粒界では, 斜長石とアルカ リ長石の境界に斜長

石よりやや暗いゾーンとして現れている曹長石化したゾーンが認められる。 写真一 5では鋸歯状粒

写真一 2 花剛岩類のBSE写

真(MG7)。石英一アルカ リ長石

粒界の割れ目がアルカ リ長石の

中に連続している。 暗い結晶が

石英, 明るい結晶がアルカ リ長

石で, 中間が斜長石である。 以

下の写真で特にこ とわらない限

り, 明暗と鉱物種の関係はこの

写真と同じである。
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写真- 3 花剛岩類のBSE写

真 (MG16)。 石英一アルカ リ長

石粒界は開口しているが, アノレ

カ リ長石一斜長石粒界は開口し

て いない。

界が一部開口しているが, 写真̃ 6では完全に開口している。 以上述べたよ うに, それぞれの試料

で, 粒界に割れ目が存在するかと うかは, 粒界で接する鉱物種に関係している。

(2) 粒界での鉱物組み合わせと粒界割れ目

粒界での接触関係を, (a)ほぼ完全に密着しているか, も し く は(b)一部以上開口しているかのいず

れかに分けるとすれば, 上記 6種類の鉱物組み合わせては26= 64通 りの組み合わせが考えられるこ

写真- 4 佗圈岩類のB SE写

真 (MG14)。 斜長石一斜長石の

同種粒界に認められる粒界割れ

目。 斜長石- アルカ リ長石の異

種粒界が密着しているこ とに注

意。
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写真一5 花剛岩類のBSE写

真 (MG14) 。 一部開口したのこ

歯状粒界。 アルカ リ長石と斜長

石結晶の粒界部のやや暗いゾー

ンは, 曹長石化した部分である。

とになる。 試料とした花南岩類を観察した限りでは, すべての可能な鉱物組み合わせについて, 粒

界での開口が認められるのではな く , 開口の認められる粒界での鉱物組み合わせには規則性がある。

一つの試料内に存在する全粒界について, 接触関係を調べると, すべての種類の粒界が密着してい

る試料はな く , 1種類の粒界だけが開口し残りは密着している試料も認められず, 普遍的に2種類

以上の粒界が開口している。 粒界での開口が一部もし く は全体に観察される粒界鉱物種の組み合わ

写真一 6 花肖岩類のBSE写

真(MG9)。写真一 5 と比較する

とよ くわかるよ うに, 完全に開

口したのこ歯状粒界。 斜長石に

はへき開割れ目が認められ (写

真右下) , アルカ リ長石には連続

性が乏しい粒内割れ目が存在す

る。
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粒界の種類
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表- 1 粒界の種類と粒界割れ目

Q : 石英, P : 斜長石, A : アルカ リ長石

異 種 粒 界・

A/P Q/P Q/A

屁勿 勿皿 皿 Ell

同 種 粒 界

Q/Q P/P A/A

6種 : 開口

せを表- 1 に示す。 このように, 粒界割れ目が存在する粒界種の組み合わせは, 次の5通 りしかな

い 。

(a) 2種類の粒界に開口が認められるものでは, 石英一斜長石と石英一アルカ リ長石粒界に開口

が限られ, その他の種類の粒界は密着している (写真一 7)。

(b) 3種類の粒界に開口が認められるものでは, ㈲に加えて石英一石英粒界の開口が認められる

(写真一 8)。

(c) 4種類の粒界に開口が認められるものでは, (b)に加えて斜長石一斜長石粒界である (写真

一 9) 。

(d) 5種類の粒界に開口が認められるものでは, (c)に加えてアルカ リ長石- アルカ リ長石粒界が

開口してお り, アルカ リ長石一斜長石粒界だけが密着している (写真一10)。

(e) 6種類 (全種) の粒界に開口が認められるものである (写真一11と12)。 この場合, 開口の幅

は試料によって異なる。

粒界割れ目と断層位置

粒界割れ目が認められる粒界で接触する鉱物種の組み合わせと断層位置の関係を図一3 に示す。

断層の北側70mと南側150mの範囲内では, その外側に比べて, 粒界割れ目が粒界での鉱物種の多く

の組み合わせに認められる。 すわなも, この範囲内では4 ̃ 5種の粒界に開口割れ目が認められる

粒界に関連 した微小変形構造

次に, B SE像によって明瞭に観察される粒界に関連している微小変形構造の実例をいくつか示

す。

(a) 写真一13に石英との粒界からアルカ リ長石内に放射状に延びている割れ目の実例を示す。 こ

の場合, 微小割れ目は石英の外周の湾曲している点で始まっている。 一部の割れ目は, 絹雲母で充

填された り, 癒合した りしている。

(b) 粒界割れ目と粒界割れ目を連結するように存在する開口割れ目を認められる (写真一14)。

(c) 黒雲母では石英との粒界に沿ってキングバン ドが認められること(写真一15) , 黒雲母のへき

開に沿って, 中央部の膨 らんだ開口割れ目や平行な開口割れ目が認められるこ とがある (写真

一16) 。

4種 : 開口 四 回皿 乙 勿

皿 皿 皿

皿 皿 皿

5種 : 開口
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写真一 7 花南岩類のBS E写

真(MG7)。 2種類の粒界が開口

している例。 石英一斜長石粒界

の大部分と一部の石英一アルカ

リ長石粒界に割れ目が認められ

る。 石英に認められる粒間割れ

目 (写真中央) が斜長石- アル

カ リ長石粒界にも連続している

八 これは非常に稀なものであ

る。

のが一般的で, 断層のごく近傍ではすべての粒界に開口割れ目が存在すること もある。 この外側で

は, 粒界割れ目の出現頻度が低 く , 例外的に 4種類の粒界に開口割れ目が認められることもあるが,

一般に, 3種類もし く は2種類の粒界に開口割れ目が認められる。

以上述のよ うに, 粒界割れ目の発生している粒界の鉱物組み合わせ種類数と出現頻度は, 定性的

ではあるが, 断層からの距離に関係している様である。

写真一 8 花嵩岩類のBSE写

真(MG3)。 3種類の粒界が開口

している例。 石英一斜長石, 石

英一アルカ リ長石, 石英一石英

粒界が開口している。 斜長石。

アルカ リ長石, 石英内には連続

性の乏しい粒内割れ目が認めら

れる。
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写真一 9 花肖岩類のB SE写

真 (MG18)。 4種類の粒界が開

口し て い る例。 アル カ リ長石

- アルカ リ長石, アルカ リ長石

一斜長石粒界は, ほぼ密着して

いるが, 残 りの粒界は開口して

い る 。

考 察

以上述べてきた粒界割れ目は, 粒界を構成している隣 り合 う鉱物種に密接に関係してお り, 石英

一長石粒界に多く存在し, アルカ リ長石一斜長石粒界にはあまり存在していない。 また, 断層近傍

では粒界割れ目の発生頻度が高く , 開口が認められる粒界の種類も多い。 これらの事実に基づいて,

写真一10 花崩岩類のB SE写

真 (MG23)。 5種類の粒界が開

口し て い る例。 アル カ リ長石

- アルカ リ長石粒界が密着して

いる他は, 粒界が開口している。
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写真一11 花崩岩類のB SE写

真 (MG15)。 全粒界 ( 6種類)

が開口している例。

粒界割れ目の成因および形成過程について考察する。

剛 粒界割れ 目の成因

図一 4に示すよ うに, 花肖岩類を構成している主要鉱物である石英, 長石 ( アルカ リ長石, 斜長

石) は, 膨張係数が異なる (Heard, 1980; Heuze, 1983) 。 特に, 石英と長石類では, 温度によって

多少の違いはあるが, 石英の方が長石に比べて 3- 7倍も体積膨張係数が大きい。 ここで, 花嵩岩

写真一12 花尚岩類のBSE写

真 (MG9)。 全粒界 ( 6種類) が

開口している例。 写真一11に比

べてやや割れ目の幅が広 く , す

べての粒界がほぼ完全に開いて

いるこ とに注意。
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写真一13 花圈岩類のBSE写

真 (MG16)。 石英結晶からアル

カ リ長石に放射状に延びる割れ

目。 ほとんどが癒合している。

中央から右に延びる割れ目には

絹雲母が認められる (最も明る

い部分) 。中央から下へは割れ目

が空洞の連続と して続いている。

類を構成している単一鉱物結晶粒は, 力学的には一つの連続体として挙動すると考えると, 高温実

験で示されているよ うに (Homand-EtienneandTroalem, 1984; FredrichandWong, 1986) , 粒

界割れ目は温度変化によって形成されている。 これらの高温実験では, 高温にした後, 観察時には,

当然, 常温まで下げて観察するわけである。 したがって, 発生した粒界割れ目が温度上昇の過程で

発生したものか, 温度下降の過程で発生したものか明らかでない。

写真一14 花剛岩類のBSE写

真(MG3)。粒界割れ目と粒界割

れ目を連結する開口割れ目。 右

の写真は左の写真の白枠内を拡

犬した ものである。
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写真一15 花尚岩類のB SE写

真 (MG15) 。 石英結晶との境界

部に認められる黒雲母のキング

バン ドとへき開に沿 う開口。 右

の写真は左の写真の白枠内を拡

大した ものである。

断層近傍の花南岩類に粒界割れ目が数多く認められるこ とは, これらの温度変化に加えて, 断層

活動に伴 う間隙水圧の増加 (Sibson, 1987; Sibsoneta1., 1975; MawerandWimams, 1985) 乱 粒

界割れ目の形成を促進する要因であることを示す。 こ こでは, まず最初に, 温度上昇と温度下降に

よる粒界割れ目発生について考え, 次に, 温度変化を起こす原因および断層活動との関係を考察す

る。

写真一16 花剛岩類のBSE写

真 (MG15) 。 石英結晶 (左) と

斜長石結晶 (右) に挟まれた黒

雲母に認められるへき開に沿 う

中央部が膨 らんだ開口割れ目。

同時に, へき開にそって平行に

開口が認められる。
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心・O

A. 温度上昇

まず, 温度が上昇する場合では, 石英の膨張係数が周辺の長石類よりも大きいため, 相対的に石

英の膨張量が大きい。 このため, 石英が周辺の長石類を圧迫し, 石英結晶の外縁が凸に屈曲した先

端の長石類内部に応力集中を起こし, そこから放射状に微小な引張り割れ目が発生すると考えられ

る。 この時に発生したものが, 石英結晶から放射状に発生した微小割れ目 (写真一13) であると思

われる。 同様に, 石英が膨張した時に, 石英結晶に挟まれた黒雲母は圧迫され, その結晶に沿って

キングした り (写真一15) , へき開に沿って開いた りする(写真- 16) こ とが予想される。 Bauerand

Handin (1983) によって行われた Charcoal 花嵩岩を試料とした熱膨張試験結果から判断すると,

400°̃ 500℃で体積膨張の増加率が最も大きい。この時に放射状割れ目や黒雲母の変形が起きている

可能性がある。 また, この温度以上の温度を被った花圈岩類では, すべての粒界が開いていること

が実験によって確認されている (Homand-Etienneand Troalem, 1984; Fredrich and Wong,

1986) 。

B. 温度下降

ある温度まで上昇しその後現在の温度まで下降した場合に, 膨張係数の違いの最も大きい石英と

長石類の粒界に引張応力が発生し, 開口割れ目が発生することが予想される。 長石類を見てみると,

アルカ リ長石と斜長石では若干膨張係数が異なる。 同種の長石であっても組成の微妙な違いによっ

て膨張係数が異なることを検討しなければならないが, 大局的には, アルカ リ長石と斜長石では,

図一 4に示した関係が成り立つとすれば, アルカ リ長石と斜長石の膨張係数曲線が交わる温度 (図

から読み取ると約230℃) 以上の温度上昇を した花尚岩類ではすべに述べたよ うに, 膨張係数の大き

く異なる石英一斜長石の粒界からまず開口割れ目が発生し, 次いで石英一アルカ リ長石粒界で開口

割れ目が発生することが予想される。 逆に, この温度以下の場合では, まず, 石英- アルカ リ長石

粒界に開口割れ目が発生し, 次いで石英一斜長石粒界に開口割れ目が発生することになる。

DISTANCE FROM THE FAULT

図一 3 断層からの距離 と開口した粒界での鉱物組み合わせの種類。 それぞれの粒界での鉱物組み合わせにおいて粒

界割れ目が存在するか否かを示す。 点線 : 一部以上開口している粒界がその鉱物組み合わせ粒界の一部に認め

られるもの。 実線 : 一部以上開口している粒界がその鉱物組合わせ粒界の大部分に認められるもの。 空白 : ほ

ぼ密着している粒界がその鉱物組み合わせ粒界の大部分に認められるもの。
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図一 4 温度 と体積膨張係数の関係 (Heard, 1980) 。 石英 と長石類のデータ はSkinner ( 1966) を引用。

従って, 石英結晶の周囲に発生する開口割れ目は, 石英結晶を取 り巻 く 様に発生する (写真

一 1)。一方, ある方向から圧縮応力が加わっていた場合には, その応力に呼応する方向の粒界が開

口し, さ らに, 開口で発生した粒界割れ目の先端から開口割れ目が成長する (写真一 2 と14) と考

え られる。

石英一長石類の粒界で最も開口割れ目が発生しやすいが, アルカ リ長石一斜長石粒界にも膨張係

数に若干の違いがあるため, 開口割れ目が発生する可能性がある。 また, 温度下降による結晶粒単

位での収縮により, 石英一石英, アルカ リ長石- アルカ リ長石, 斜長石一斜長石等り同種粒界に引

張り応力が発生し, 開口割れ目ができるこ とが考えられる。 この同種粒界の場合には, 膨張係数の

異方性に関係していると思われるが, これについては今後の課題となる。

C. 温度変化を起こした原因および断層活動

調査対象と した船津型花尚岩類は, 190- 170M a に定置した (柴田 ・野沢, 1984) 。 その後, こ

の岩体が被った と予想される温度変化はまず, 花尚岩の冷却過程である。 その後, もし く はその最

中に濃飛流紋岩の主活動期の熱水活動 (歌田 ・恒石, 1980 ; 竹内, 1983) , 安山岩質岩の貫入 (野

沢, 1978) √複数回の断層活動による剪断熱 (金折, 1982ab, Kanaori et al., 1985) などを受け,

岩体は複数の温度変化を受けている(金折他, 1988) 。 さ らに, 現在の地表付近に位置するまでには

深さ方向の温度の違い (地温勾配) による温度変化, 地表近く に出現したのち, 地表風化作用に伴

う温度変化を被っている。 Pye(1986) は地表風化作用によって, 粒界が開口することをBSE像に

よって明らかにしている。 このように, 複雑な熱履歴や変形史を被っているため, 各々の粒界割れ

目の形成を特定の温度変化を起こした出来事に関連させることは困難であるが, これら温度変化が

粒界割れ目を形成した原因の一つであると考えている。 ヽ

以上は, 温度変化による粒界割れ目形成の可能性について考察してきた。 しかしながら, 断層近

傍で粒界割れ目が他の場所に比較して, 多 く認められることは, 次の3つの可能性を示唆する。 (a)

200
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Fredrich andW ong ( 1986) の実験 に よ る粒界割れ 目の発生温度 を 参考 にす る と , 断層活動 に よ っ

て400℃以上の剪断熱が発生した。 (b)断層を通路とする地下水や熱水によって, 変質・風化作用を受

けた。 (c)断層運動に伴って間隙水圧が上昇した (Sibson, 1987; Sibson et al., 1975; Mawer and

Williams, 1985) 。いずれにしても, 断層近傍100m以内での粒界割れ目多産の原因は断層運動に関連

している可能性がある。

(2) 粒界割れ目の形成順序

ここで観察した花尚岩類には, 粒界で隣り合 う鉱物種の組み合わせに注目すると, 2種類の粒界

に開口がみられるものから, すべての種類の粒界が開口しているものまでが認められた。 温度変化

(上昇と下降) に伴って, 粒界の開口しやすい種類のものから順に開いていき, 開口した粒界の種

類が増えて行き, 最後にすべての種類の粒界が開く と考える。 表- 1 に基づ く と, 次の順序で粒界

割れ目が形成されていく と考えられる。 すなわち, 1) 石英一長石類 (アルカ リ長石, 斜長石) 粒

界, 2) 石英一石英粒界, 3) 斜長石一斜長石粒界, 4) アルカ リ長石一斜長石粒界, 5) アルカ

リ長石- アルカ リ長石粒界, の順である。 この順序は上記の温度変化による粒界での開口しやすさ

にも矛盾しない。Westerly花嵩岩を用いた高温試験において, 温度を上げて行 く過程では, 石英一長

石類粒界のほうが微斜長石一斜長石粒界よりも開きやすく , 500℃以上ではすべての種類の粒界が開

ぐこ とがB SE観察結果からわかっている (FredrichandWong, 1986) 。 これらのこ とを考えあわ

せると, 上記の順序は花南岩冷却後の被った温度が低温から高温への順であるとも考えられる。 ま

た, 石英と長石類を多く含む岩石の方が少ない岩石よりも粒界が開きやすいこと (Padavanieta1.,

1982) にも整合する。

(3) 粒界割れ目の重要性

以上述べてきたように, 粒界割れ目は花肖岩類に頻繁に認められる。 したがって, 粒間割れ目や

粒内割れ目と同様に, 粒界割れ目の存在およびその密度は, それらを含む岩体や岩石の物性値, 例

えば弾性波速度, 一軸圧縮強度などに影響を与える(DouglassandVoight, 1969; Homand-Etienne

and Troalem, 1984; K owallisandW ang, 1983; W arren andT ieman, 1981) 。 さ ら に, こ れ ら の割

れ目は開口しているため岩石の透水性に関与している (KowallisandWang, 1983) 。 こ こで, 仮に

結晶が球状であ り, その粒界が完全に開口していると考えた場合, その粒界割れ目の面積は4πΓ2であ

る。 一方, この結晶粒がその直径を通る平面で真っ二つに破壊されたとしても, この平面の面積は

πΓ2であり, 粒界割れ目の面積の1/4に過ぎない。結晶が球状でなく粒界に凸凹がある場合では両者の

差はさ らに大き く なるから, 透水性に限ってもこの粒界割れ目の寄与が大きいことになる。

ここでは, 粒界が開口しているか密着しているかを定性的に検討したが, どの鉱物組み合わせの

粒界が何% 開いているかを定量的に検討すれば, 一軸圧縮強度や透水係数などとの関係を精度良く

調べるこ とが可能となるであろ う。 また, 地下から採取されたボーリングコアなどでは, コア採取

時の急激な応力変化で発生した粒内, 粒間および粒界割れ目を含む (Wang and Simmons, 1978;

Kowallis and W ang, 1983) こ と が予想 さ れ るた め, こ の よ う な試料で は応力解放 で発生す る粒界

割れ目も考慮する必要がある。 また, WilkinsandPalkas (1978) は花肖岩類の動的再結晶化の進

行に伴って, 結晶内部に存在していた流体包有物が粒界に再配列することを示している6 このこと

も粒界割れ目形成の一因を担っていると考えられる。 Paquet and Francois (1980) や Paquet et

alべ:1981) は花尚岩質岩などを試料として, 600-900℃で約250MPaで実験した結果, 粒界が部分溶

融のサイ ト となることを示した。 このことも粒界が上述の物性値や透水性を考える上で重要である

ことを示唆する。 また, 断層近傍で粒界割れ目が特に多く認められることから, 粒界割れ目現象は,

断層運動に関係している可能性が強く , 断層運動を調べる上でも重要となるであろ う。

このよ うに粒界割れ目は, 今後, 花肖岩類の熱履歴を明らかにするだけでな く , 岩体や岩石の物
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性値および透水性を評価する上で, 重要な指標となろ う。

お わ り に

以上に, 跡津川断層北東部周辺に分布する花肖岩類に認められる粒界割れ目現象についT( , SE

MによるBSE像で観察した結果を述べてきた。 このよ うな粒界割れ目現象は, (a)今回報告した断

層周辺地域だけに認められる特殊な現象であるか否か, (b)他地域の花尚岩類にも普遍的に認められ

ている現象であるか否か, などを実証するため√今後他の地域に分布する花尚岩類について同様な

研究を行って行く予定である。 これら粒界割れ目現象は, 花尚岩体が経験してきた熱一変形史を調

べるだけでな く , 花尚岩体や花崩岩試料の物性値や透水性状を調べる上で, 重要な指標となると考

える。
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