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学位論文内容の要旨 

The Paleoproterozoic metavolcanics (basalts/basaltic andesites, andesites), ultramafic-mafic rocks and 
granitoids from the southern Ashanti greenstone belt of Ghana have been studied for their petrological and 
mineralogical characteristics, chemical and Sr–Nd isotopic compositions.  

The metavolcanics show LREE-depleted and -enriched patterns and exhibit intra-oceanic-island arc–back-arc 

basin geochemical signatures.  They show high positive Nd (εNd(2.1 Ga) = –1.15 to +7.21), and have Nd model 

ages of 1.83–2.58 Ga.  The I-type Prince’s Town granitoids intruding the area display geochemical features 

characteristic of subduction-related granitoids as found worldwide in intra-oceanic arcs. Their initial εNd(2.1 Ga) 

values range from –1.01 to + 2.92 and have TDM2  of 2.17–2.51 Ga. The analyzed gabbros show slightly 

LREE-depleted and -enriched patterns, enrichment in LILE relative to HFSE and in LREE relative to HREE. The 

gabbros have εNd(2.1 Ga) values ranging –1.23 to +4.07 and TDM2 values from 2.08–2.57 Ga. The pyroxenites 

within the Ahama ultramafic-mafic body show LREE enrichment patterns, LILE relative to HFSE and in LREE 

relative to HREE and show negative initial εNd(2.1 Ga) values (–0.58 to –5.68) with TDM2 values of 2.52 to 2.75 

Ga. The Aketakyi ultramafic-mafic rocks display LREE-depleted to flat, chondrite-normalized REE patterns with 

minor positive Eu anomalies and with total REE contents ranging from 1.71 to 22.3 ppm. The ultramafics show 

high positive initial εNd(2.1 Ga) values from +4.38 to +4.93, and TDM2 values of 1.99 to 2.04 Ga. Thus, the rocks 

demonstrate evolution of magmas from depleted MORB-like to arc-like compositions. In conclusion, the 

petrology, trace element and isotopic signatures as well as the field relations of the studied metavolcanic rocks and 

associated granitoids and mafic-ultramafic rocks show that the rocks were not plume-generated but were derived 

through supra-subduction-related magmatism during the Paleoproterozoic. This is consistent with the island arc 

complex model that the Paleoproterozoic terranes of West Africa evolved through subduction – accretion 

processes. 



 

論文審査結果の要旨 

 

西アフリカ・クラトンにはおよそ21億年前の古原生代火成活動（ブリミアン火成活動）が広範に認め

られる。この活動は，北米，ヨーロッパなどが静穏な休止期にあったとされる時代に起こっており，大

陸の成長発展過程の解明と関連して関心を引いている。しかし，火成活動のテクトニックな環境につい

てはこれまで異なった見解が示され，一致をみていない。本研究はこの問題の解明を目的としてガーナ，

アシャンティ緑色岩帯南部に分布する古原生代変火山岩類(玄武岩，玄武岩質安山岩，安山岩)，塩基性

ないし超塩基性岩体，グラニトイドに着目し，その岩石学的･鉱物学的特徴，主成分･微量成分化学組成，

Sr-Nd同位体組成を検討した。特筆される研究成果は以下の通りである。 

コンドライトで規格化した変火山岩類の希土類元素(REE)パターンは，海洋性島弧および背弧海盆の

火山岩の特徴を示し，親マグマは枯渇マントルの部分溶融(17～30％)により形成された。グラニトイド

は，沈み込み帯に関連した海洋性島弧に一般に認められるグラニトイドの微量元素パターンを示し，そ

れらの初生εNdは－1.01～＋2.92であり，TDM2は2.17～2.51Gaである。斑れい岩は軽い希土類元素に僅か

に乏しいREEパターンを示し，負のNb，Zr-Hf，Ti異常を示す。斑れい岩のεNdは－1.23～＋4.07，TDM2

は2.08～2.57Gaである。アカタチ超塩基性～塩基性岩類は軽い希土類元素に乏しいREEパターンあるい

は平坦なREEパターンを示し，正のEu異常が認められる。超塩基性岩類は高い正の初生εNd値（＋4.38

～＋4.93）と1.99～2.04GaのTDM2値を示す。また，単斜輝石のTi含有量は極めて低く(0.01～0.14wt%)，初

生角閃石を含むことから，これらの岩石はスプラサブダクション帯における含水マントルの部分溶融に

より生成した。これらの結果は，アシャンティ緑色岩帯南部はサブダクション－付加プロセスにより生

成したとする島弧コンプレックスモデルと一致し，このモデルの妥当性を支持する。 

以上のように本論文の成果は，ブリミアン火成活動のテクトニックな環境について確定的な結論を導

いたものであり，博士の学位に相応しい独創性を有しているものと判断される。




