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タイト）＜68＞ 

■広島県枝組珪石第二山 

（花崗岩質ペグマタイト）＜69＞ 

■広島県古引（花崗岩質ペグマタイト） 
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（花崗閃緑岩）＜109＞ 

■Chateau de Sirop Quebec Canada 
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(チャーノッカイト)＜110＞ 

＜火山灰＞ 

■深谷市本田の火山灰＜111＞ 
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■青森県大石沢（玄武岩）＜131＞ 
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■新潟県間瀬（玄武岩）＜134＞ 

■新潟県大山採石（玄武岩）＜135＞ 

■新潟県清水倉（玄武岩？）＜136＞  

■新潟県小杉（玄武岩中空隙）＜136＞  

■新潟県谷根（玄武岩）＜137＞ 

■福井県大野群上庄村（粗粒玄武岩岩脈）

＜138＞ 

■石川町恋路（玄武岩）＜139＞  

■栃木県和泉(玄武岩)＜140＞  

■栃木県御沢（玄武岩）＜141＞ 

■埼玉県大蔵鉱山（変質玄武岩）＜142＞ 

■東京都盆堀川(玄武岩) ＜144＞ 

■東京都奥多摩町（杏仁状玄武岩） 

＜144＞ 

■千葉県嶺岡山（玄武岩）＜145＞ 

■神奈川県須雲川（巨晶灰長石玄武岩） 

＜146＞ 
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■山梨県上佐野（閃緑岩岩脈）＜147＞ 

■山梨県宝鉱山（玄武岩）＜148＞ 

■山梨県大月町（変質玄武岩）＜149＞ 

■静岡県大崎海岸（玄武岩）＜150＞ 

■静岡県富戸（玄武岩）＜151＞ 

■静岡県美和鉱山（ピクライト玄武岩） 

＜153＞ 

■静岡県大崩海岸（アルカリ玄武岩） 

＜154＞ 

■京都府高内（玄武岩）＜155＞ 

■岡山県千谷鉱山（玄武岩）＜156＞ 

■岡山県千谷鉱山西側（玄武岩）＜156＞ 

■広島県男鹿山（アルカリ玄武岩） 

＜157＞ 

■広島県要害山（粗粒玄武岩）＜158＞ 

■広島県服部（玄武岩）＜159＞ 

■広島県徳田（粗粒玄武岩）＜159＞ 

■広島県男鹿山（アルカリ玄武岩） 

＜161＞ 

■広島県奥門田（玄武岩）＜161＞ 

■広島県甲山鉱山黒木鉱床（粗粒玄武岩）

＜162＞ 

■鳥取県後谷鉱山（玄武岩）＜164＞ 

■鳥取県後谷鉱山（玄武岩）＜164＞ 

■島根県小馬木鉱山（玄武岩）＜166＞ 

■島根県桂島（アルカリ玄武岩中脈） 

＜166＞ 

■島根県御津（粗粒玄武岩）＜167＞ 

■島根県鵜峠鉱山（玄武岩）＜168＞ 

■香川県白鳥町（玄武岩岩脈）＜169＞  

■福岡県芥屋（玄武岩）＜169＞ 

■佐賀県加久保（玄武岩）＜170＞ 

■佐賀県満越（アルカリ玄武岩）＜171＞ 

■長野県生月島（玄武岩）＜172＞ 

■長崎県女鹿（玄武岩）＜172＞ 

■Nieder ,Germany（玄武岩）＜174＞ 

■Thunder bay coldwall Canada（玄武岩）

＜175＞ 

■Ballantrae Scotland （玄武岩） 

＜175＞ 

■Margin Ballantrae Scotrand 

（玄武岩・枕状溶岩）＜176＞ 

■South Vancoover Island Canada 

（玄武岩）＜177＞ 

■South Vancoover Island Canada 

（粗粒玄武岩）＜178＞ 

■Presell Hill（玄武岩）＜179＞ 

■Yellow knife earne Lake Canada 

（粗粒玄武岩脈）＜179＞ 

■北海道小別沢鉱山（変質安山岩） 

＜180＞ 

■北海道小別沢鉱山（変質安山岩） 

＜182＞ 

■北海道小別沢鉱山（変質安山岩） 
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＜183＞ 

■北海道小別沢鉱山（変質安山岩） 

＜185＞ 

■北海道小別沢鉱山（変質安山岩） 

＜187＞ 

■北海道小別沢鉱山（変質安山岩） 

＜189＞ 

■北海道小別沢鉱山ズリ場（変質安山岩）

＜191＞ 

■北海道小別沢鉱山（変質安山岩） 

＜193＞ 

■福島県石川町（角閃石安山岩）＜196＞ 

■長野県霧ヶ峰（複輝石安山岩）＜198＞ 

■長野県諏訪市唐沢山（安山岩）＜198＞ 

■東京都新島村石山（無人岩）＜200＞ 

■神奈川県吉濱(安山岩)＜201＞ 

■神奈川県谷峨（安山岩）＜202＞ 

■神奈川県谷峨（安山岩）＜203＞ 

■神奈川県谷峨（安山岩）＜204＞ 

■山梨県扇山（安山岩）＜205＞ 

■山梨県上佐野（安山岩）＜206＞ 

■山梨県久保（変質安山岩）＜207＞ 

■山梨県千足（粗面安山岩）＜208＞ 

■岡山県天神峡（変質安山岩）＜209＞ 

■鳥取県大山（安山岩）＜210＞ 

■香川県五色台（頑火輝石安山岩いわゆ

るサヌカイト）＜211＞  

■長崎県雲仙岳（角閃石安山岩）＜212＞ 

■山梨県千足（安山岩）＜213＞ 

■岩手県猿沢鉱山（変質安山岩）＜214＞ 

■静岡県清越鉱山（変質安山岩Ａ） 

＜215＞ 

■静岡県清越鉱山（変質安山岩Ｂ） 

＜215＞ 

■静岡県清越鉱山（変質安山岩Ｄ） 

＜216＞ 

■福井県大宮（角閃石ひん岩）＜217＞ 

■山梨県桂川（輝石安山岩）＜218＞ 

■愛媛県槇の川(変質安山岩)＜219＞ 

■岡山県新成羽（変質安山岩・硬質） 

＜220＞ 

■岡山県新成羽ダム（変質安山岩・軟質）

＜221＞ 

■山梨県月見橋(変質安山岩)＜222＞ 

■秋田県男鹿(変質粗面安山岩)＜223＞ 

■岡山県小田川（安山岩）＜224＞ 

■山梨県新倉（変質安山岩）＜225＞ 

■兵庫県明延鉱山（変質安山岩母岩） 

＜226＞ 

■長野県信濃堺（安山岩）＜227＞ 

■茨城県山ノ荘（安山岩）＜228＞  

■山梨県金山（安山岩）＜229＞ 

■静岡県下徳倉（変質安山岩）＜230＞ 

■静岡県大洞林道（安山岩）＜231＞  
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■岐阜県乗鞍岳（安山岩）＜232＞  

■岡山県小泉鉱山（球状安山岩）＜233＞  

■山口県彦島塩浜（安山岩岩脈）＜234＞  

■香川県雨滝山（安山岩）＜234＞ 

■佐賀県切木村（安山岩）＜236＞ 

■大分県城島高原（安山岩）＜237＞  

■鹿児島県二子島（変質安山岩）＜237＞ 

＜苦鉄質深成岩＞ 

■兵庫県加保（曹長岩：アルビタイト） 

＜238＞ 

■北海道様似（橄欖石斑れい岩）＜239＞ 

■岩手県正法寺（変斑れい岩）＜241＞ 

■福島県移ケ岳（斑れい岩ノーライト） 

＜242＞ 

■茨城県長谷鉱山(変斑れい岩)＜243＞ 

■千葉県貝渚（斑れい岩中脈）＜244＞ 

■千葉県下佐久間（変斑れい岩）＜245＞  

■千葉県八岡海岸（変斑れい岩）＜246＞ 

■神奈川県十文字橋（斑れい岩）＜247＞ 

■神奈川県谷峨（変斑れい岩）＜248＞ 

■神奈川県黒沢（斑れい岩）＜249＞ 

■静岡県高草山（テシェン岩：方沸石閃長

斑れい岩）＜251＞ 

■静岡県坂本（テシェン岩：方沸石閃長斑

れい岩）＜252＞ 

■群馬県青倉川（斑れい岩）＜253＞ 

■岐阜県船手町（斑れい岩）＜254＞ 

■兵庫県鹿谷（斑れい岩）＜255＞ 

■岡山県天神峡（変斑れい岩）＜256＞ 

■岡山県天神山池（斑れい岩）＜257＞ 

■岡山県高瀬鉱山（変斑れい岩）＜258＞ 

■岡山県高瀬鉱山（斑れい岩中脈） 

＜259＞ 

■岡山県神島（普通輝石斑れい岩） 

＜261＞ 

■岡山県内田（変斑れい岩）＜262＞ 

■岡山県新見鉱山（斑れい岩）＜263＞ 

■広島県父石（斑れい岩）＜264＞ 

■広島県父石（変斑れい岩）＜265＞ 

■広島県父石（変斑れい岩・緑簾石を含む）

＜266＞ 

■山口県河山鉱山（苦土普通角閃石斑れ

い岩）＜267＞ 

■山口県高山（斑れい岩）＜268＞ 

■山口県須佐町富山 

（角閃石両輝石斑れい岩）＜269＞ 

■South Vancouver Island, Canada 

（灰長石貫入岩）＜270＞ 

■Småland Sweden（斑れい岩？） 

＜272＞ 

＜超苦鉄質岩＞ 

■静岡県大沢（ロディン岩）＜273＞ 

■静岡県上落合（ロディン岩）＜274＞ 

■岡山県高瀬鉱山（ロディン岩）＜275＞ 
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■岡山県天神峡（ロディン岩）＜276＞ 

■北海道石綿鉱山（蛇紋岩）＜277＞ 

■北海道野沢鉱山（蛇紋岩）＜278＞ 

■福島県愛宕石材（蛇紋岩）＜278＞ 

■群馬県多野（蛇紋岩）＜280＞ 

■埼玉県二宮(蛇紋岩)＜280＞ 

■埼玉県西ノ入（蛇紋岩）＜281＞ 

■埼玉県本郷の超塩基性岩（蛇紋岩） 

＜283＞ 

■千葉県荒川（蛇紋岩）＜284＞  

■千葉県平久里（蛇紋岩）＜284＞ 

■神奈川県小矢部（蛇紋岩）＜285＞ 

■千葉県下佐久間（蛇紋岩）＜286＞ 

■静岡県落合（蛇紋岩）＜287＞ 

■愛知県新城市（蛇紋岩）＜287＞ 

■三重県菅島（蛇紋岩）＜289＞ 

■長野県五百倉沢（蛇紋岩）＜290＞ 

■長野県大日鉱山（蛇紋岩）＜291＞ 

■三重県白木（蛇紋岩中脈）＜292＞ 

■兵庫県夏梅鉱山（蛇紋岩中脈）＜293＞ 

■岡山県高瀬鉱山（頑火輝石蛇紋岩） 

＜294＞ 

■岡山県高瀬鉱山（蛇紋岩）＜295＞ 

■岡山県高瀬鉱山（プロト直閃石蛇紋岩）

＜296＞ 

■山口県錦町出合（蛇紋岩）＜297＞ 

■高知県円行寺(蛇紋岩)＜298＞ 

■愛媛県頃時鼻（蛇紋岩中脈）＜299＞ 

■福岡県古屋敷（蛇紋岩中脈）＜300＞ 

■Cyon Lako deposit,Canada 

（グリーナライト）＜301＞ 

■BALLANTRAE SCOTLAND  

（蛇紋岩）＜302＞ 

■Saxony Germany（蛇紋岩）＜303＞ 

■岩手県岳川(橄欖岩) 

■岩手県天狗岩（直閃石橄欖岩）＜304＞ 

■岩手県岳川(橄欖岩)＜305＞ 

■岩手県天狗岩（直閃石橄欖岩）＜305＞ 

■福島県高山（変質橄欖岩）＜306＞ 

■福島県埋平（変質橄欖岩）＜307＞ 

■茨城県町屋（透閃石橄欖岩）＜308＞ 

■茨城県長谷（角閃石橄欖岩）＜309＞ 

■愛媛県五良津山（ズン橄欖岩）＜310＞ 

■BALLANTRAE SCOTLAND 

（レルゾライト橄欖岩）＜311＞ 

■Ile（アイル,Bizard,Quebec,Canada. 

（キンバーライト）＜312＞ 

■Nye Stillwater Co. Montana USA 

（ハルツバージャイト橄欖岩）＜314＞ 

■おくづけ＜316＞
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■岩石鉱物のおもちゃ箱  

 薄片制作は根気の要る作業である。採集して帰った標本を、外側だけ見るだけならル

ーペや実体双眼顕微鏡で用は足りる。しかし、その鉱物の内部や、母岩の組織、また鉱

物同定の証拠となるものを提示しようと思うと、偏光顕微鏡は私たちの心強い味方とな

る。たとえ、専門的な光学の知識がなかったとしても、微細な色変化や形の妙、組織の

複雑さなどを眺めているだけで、今までとは違った世界に踏み込んだ気持ちが味わえる。

一見何の変哲もない岩石も、スライスしてみると鉱物たちが織り成す細かな組織は、私

たちを未知の世界に連れて行ってくれる。 

 私は岩石カッターを使わずに、「ながら薄片」を作っているが、標本のどこを欠いた

ら良いか考える時、研摩汁の色に変化が見られた時、断面の組織が見えてきた時、薄片

が光を通すようになって来た時、思ってもいなかったような組織が現れた時、それぞれ

に感動が味わえる。このような過程を通して、それぞれの石の特徴が記憶に残り、記載

する情報も増えてくるという訳である。そして、さらに本という形態にする過程で、情

報は脳内により深く刻み込まれる。残念ながら容量が少ないので、すぐに忘れてしまう。 

 ここでは、それぞれの鉱物の性質や、岩石の成因などには踏み込んでおらず、簡単な、

肉眼でわかる石の特徴や、作業で得られた情報のみ記してある。この本をまとめるにあ

たって意識したのは、薄片に含まれている鉱物種の同定というよりは、それぞれの鉱物
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の粒の大きさや形状、集合組織である。こうして地球上の一般的な岩石を大まかな岩石

名で集めてみると、たとえ一つ一つの鉱物種はわからなくても、手持ちの岩石で名前が

つけられないものと、似ている組織が見つかるはずである。 今回は、ページの関係で、

苦鉄質火山岩、苦鉄質深成岩、広域変成岩、接触変成岩、超塩基性岩を多く取り上げた

が、これらは比較的柔らかい岩石から取り組んだので薄片の制作がやりやすかった。も

し次回があれば、他の岩石についてもご紹介させて頂きたい。 

 私は訓練を積んだ技師ではないので、全ての薄片を完全に新聞紙の３分の１の厚さの

0.01ｍｍまでに整えることはできない。そのため、全体的にやや像が甘くなっているし、

クロスニコルで組織がはっきりしないものも多数含まれている。しかし、ただの愛好家

が、暇つぶしに作った薄片を、遠い田舎の私の家に来て頂いて、一枚一枚薄片を観察し

て頂くよりは、時間的にも労力的にも節約できるだろう、と思いながら本書に纏めた。

手元に同じ産地の標本がある方は、手が痛くなったり、爪の間に泥が詰まったりする苦

労無しで、偏光顕微鏡を覗いたような気分になれるはずである。この本を見てもさっぱ

りわからないという方も、いつか、そのような時が訪れることがあると思う。 

 左側に平行ニコルで撮影したものを、右側にクロスニコルで撮影したものを配置した。

組織の粒度を比較して頂きやすいように、視野の直径は 2.5ｍｍ、倍率は 100 倍に統一

しているが、余りに組織が細かい場合や、薄片としての面積が少なかったものは、一部

倍率を 40 倍にしてある。また、薄片にはすべて手持ちの標本を使用したが、岩石その

もの、および薄片素材において、多くの方々の協力を得ていることは言うまでもない。

鉱物種の同定や、偏光顕微鏡の取り扱い方、用語の説明は、本書では扱いきれないので

「偏光顕微鏡と岩石鉱物 第２版」黒田吉益・諏訪兼位 共著 共立出版株式会社

（1983 年）などの書籍を参考にして頂ければ幸いである。 

※本書は、「地球語ライブラリィ１１～１５、１７、１８」を、再構成したものである。

このように、そこら辺に当たり前に転がっている石ころを、スライスして組織を観察す

ると、岩石というのは、微細な鉱物の集まりであることがよくわかる。さらに、もっと

拡大率を高くすると、より細かい鉱物も現れてくる。こうなってくると、肉眼的鉱物と、

非肉眼的鉱物という、境目を設ける必要があるようにも思う。高温のマグマの中で、石
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番早く結晶化するのは灰長石である。その斜長石の累帯構造の幅から、マグマ溜りの大

きさを推定する研究も始まっている。 

 

＜酸性深成岩＞ 

■岩手県三枚山（花崗閃緑岩） 石英とカリ長石が作る文象帯（もしくはペグマタイト

中）に生成された、黒色短柱状のヘイスティング閃石（筆者分析）。非常に粗粒。 

  

  

 

■岩手県つぶ沼周辺（黒雲母花崗岩） 

黒雲母花崗岩の割目に、幅 15ｍｍ×長さ 40ｍｍのスコレス沸石、濁沸石、輝沸石など

を産出する母岩の薄片。中国地方のバソリス型花崗岩とは、一味違った面付きである。

特に、花崗岩の割目に沸石類を産することは聞いたことがないので、ペグマタイトとい

うより、深性の熱水脈なのかもしれない。また、一方向にはっきりした劈開を持つ黒雲

母も、ほぼ単結晶として点在しており、集合状態を作らない。斜長石は、若干繰り返し

双晶をしているようで、肉眼的には淡い桃色である。沸石を運んできた熱水の影響で、

全体はやや変質している。 
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■岩手県崎浜（半花崗岩） 

鉄電気石を含む半花崗岩（アプライトとも言う）。暗褐色味を帯びた部分が鉄電気石。

石英の粒は、大きさも不揃いで、形も不規則。不透明に見えているのは、肌色微斜長石

か。 
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■岩手県山口鉱山（黒雲母－普通角閃石花崗岩） 

 輝水鉛鉱を含む石英脈の母岩である、黒雲母普通角閃石花崗岩。私は中国地方の花崗

岩を見慣れているため、東北地方の花崗岩は、鉄苦土鉱物の入り方がちょっと変わって

見える。何となく、鉄苦土鉱物の色が濃く、存在感を主張しているように思う。 

 薄片を作ってみると、褐色の黒雲母が、板状集合ではなく、粒状単体になっているこ

とがわかる。また、普通角閃石も、長柱状粒状で、比較的粗粒である。 
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■岩手県北頭鉱山（黒雲母-普通角閃石花崗岩) 

 輝水鉛鉱を含む石英脈の母岩である、黒雲母普通角閃石花崗岩。前項の山口鉱山とも

近いので、面付きがよく似てはいるのだが、並べてみると少し違いがある。普通角閃石

の結晶の形が不規則で、ほとんどの普通角閃石が黒雲母に接している。苦鉄質鉱物が濃

集しているため、存在感が増して見えるのであろう。 
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■岩手県産米山岳（花崗閃緑岩質ペグマタイト）  

非常に粗粒で黒色の短柱状角閃石族を含む、花崗閃緑岩。角閃石族は、ラベルでは「バ

ーケビ閃石」となっていたが、筆者の分析ではヘイスティング閃石とした（要再調査）。

平行ニコルでは、ヘイスティング閃石がやや赤味がかったように見えている。母岩の部

分は、薄だいだい色のカリ長石と、無色の石英が、文象模様を描いているようにも見え

る。 

  

  

  

■福島県雲水峰鉱山（花崗岩質ペグマタイト） 



16 

 

直径 30ｍｍ程度の鉄電気石の外側 5ｍｍ程度が白雲母でおおわれている標本。雲母族の

作る組織が好きな私としては、このようなものを削ってみない訳にはゆかない。1,2枚

目の右端黒色部分が鉄電気石。白雲母との境目は直線状ではなく、もこもこしている。

教科書的な知識では、鉄電気石ができた後、残った揮発性物質の影響で、変質を受けて

白雲母に覆われると思っていた（例えば岡山県延原のトパズ後の白雲母など）。しかし、

宇津峰鉱山においては、鉄電気石が成長した時期から、白雲母が生まれる間に、何らか

の大きな環境の変化があったようだ。鉄電気石までは、液相。それから揮発性物質が卓

越する環境に入り、小さな鉄電気石を核にして、Botryoidal 状に、白雲母が何層にも

重なりながら、外側に向かって、葉片状の手を伸ばしていったことがわかる。一番外側

には、非常に粗粒な部分もある。山口県志津木鉱山や、広島県江田島の白雲母組織に似

ている。断面が六角形のシクロ珪酸塩鉱物である鉄電気石と、フィロ珪酸塩鉱物である

白雲母の相性が良いのは、単斜晶系である白雲母の単位格子が、六方晶系の鉄電気石に

合わせられるためだろう。 
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■福井県中野（黒雲母花崗岩） 

古い岩石組標本の中の一つ。花崗岩としては非常に粗粒ながらも、脆い部類に入り、

容易に研磨できる。褐色層状部分が黒雲母。クロスニコルで色鮮やかなのが、幅の広い

繰り返し双晶を持つ斜長石。クロスニコルで灰色の部分は石英である。 
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■福井県北前川（白雲母花崗岩） 

中国地方には、還元状態を示す黒雲母花崗岩が多いのであるが、黒雲母を伴わない白

雲母主体の花崗岩というものもある。といっても、これは私が採取したものではなく、

古い岩石組標本の一つである。一方向に劈開が見える部分が白雲母。褐色は柘榴石だろ

うか。比較的大きなマグマ溜りだったようで、全体的に粗粒な岩石である。 
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■長野県高瀬川不動沢（変質花崗岩） 

全体がやや緑色味がかった、変質花崗岩。暗い緑色部分は緑泥石続鉱物だと思う。ウ

ラノトール石を採取するために、高瀬川付近を散策していたふぶきさん採取の品。ちな

みに、ふぶきさんの夢は「ダムの底に沈んでいる、真砂を全部買い取って、ウラノトー

ル石を濃集したい」という壮大なものであった。 

  



20 

 

  

  

 

■長野県松代（花崗閃緑岩岩脈） 

松代には、気象庁地震センターの管理する坑道があって、許可を得れば坑内で岩石の

採取ができる。暗灰緑色を帯びた中粒の花崗閃緑岩岩脈である。柔らかいので、すぐに

削れてしまうが、全体が変質を受けているため、組織はぼんやりしている。斜長石の内

部構造も失われてしまっているようだ。ふぶき標本。 
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■長野県屑温泉（変質花崗岩） 

肉眼的には暗い緑色鉱物に汚染された、はっきりとした分離が難しい組織の花崗岩。

かなり変質が進んでいるようで、暗い緑色の緑泥石が多量に生成されている。カリ長石

には、ぼんやりとした繰り返し双晶の痕跡が残っている。平行ニコルで暗い褐色に見え

ているのは角閃石族だろう。 
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■長野県向方（花崗岩質ペグマタイト） 

非常に粗粒な暗赤色紅柱石を産出する、花崗岩質ペグマタイト。その紅柱石中に、ア

ルミニウム濃度のあがった、青色のコランダムが転々と散らばる。写真上部に見られる

やや灰色がかった部分がコランダム。細かい繊維が集まっているように見える。赤色部

分と、白色部分は紅柱石。向方の紅柱石は比較的新鮮だが、紅色に濃淡がある。 
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■長野県向方(花崗岩質ペグマタイト)   

「総覧」によれば、向方では、コランダムの記載はないようだが、かなり粗粒の紅柱

石の一部に、青色の染み状コランダムが点々と散在する。ほとんど全体を占める、はっ

きりとした劈開が見えている部分が紅柱石。後半の左側の端に映っている、細かい繊維

状集合がコランダムである。 
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■長野県高瀬川濁沢（緑泥石黒雲母花崗岩） 

 高瀬川濁沢の花崗岩は、黒雲母や緑泥石をはじめ、緑簾石、褐簾石、苦土普通角閃石

などの苦鉄質鉱物を含むが、写真で緑色に見える部分は、すべて緑泥石である。5,6枚

目の中央に写っている緑色の部分は、捩れた扇状の細かな層状組織が、ステージを回転

させるとウネウネと濃淡を変化させて面白い。この組織は、茨城県石岡市朝日の花崗岩

中のシャモス石にそっくりだが、やや緑色味が強いため、鉄分を多く含む種であろう。

この花崗岩体の構成鉱物の一つであるウラノトール石は、わが国ではあまり例のないウ

ランを多く含むトール石である。崩壊した真砂が濁流となって、沈んだダムの底で、大
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量に眠っていることだろう。 

  

  

  

 

■茨城県妙見山（白雲母-リチア雲母花崗岩） 

 リチウムペグマタイトで著名な、妙見山の白雲母-リチア雲母花崗岩部分。どの鉱物

も淡い色調なので、薄片にするとほとんど区別がつかないが、一方向に完全な劈開がは

っきり見えている部分が白雲母、やや劈開の厚みが厚い方が、リチア雲母であろう。平

行ニコルでひときわ明るく見えている部分は石英。クロスニコルでは、内部にぼんやり

した模様が見られる。やや厚めの色の帯が、平行に並んでいる部分は、双晶している曹

長石。 
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■茨城県妙見山（花崗岩質ペグマタイト）  

淡い桃色のリチア雲母を主体とした母岩に、紅色不透明のリチア電気石が含まれてい

る標本の薄片。暗灰色部分がリチア電気石で、その中に転々と異種鉱物の存在が伺える。

確か 2017 年に、新産鉱物として、複数種が記載された、リチア電気石とは微妙に成分

の違う微小な電気石が、やや明るい領域として映っている。リチア電気石とリチア雲母

の境目は、明るい領域側がリチア雲母。細かなリチア雲母が集合した、グライゼンに似

た組織を示している。 
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■茨城県稲田西沢（捕獲岩） 

暗い緑色の母岩、金雲母が多量に生成されている。平行ニコルで褐色に見え、一方向
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にはっきりした劈開を持つ、板状部分が金雲母。 

  

  

  

 

■茨城県雪入（花崗岩） 

燐酸塩鉱物を多産した、わが国では珍しい、燐酸塩ペグマタイトの母岩。等粒状組織

は保っているが、一部に特殊な組織構造が見られる。比較的薄くまで磨いてある薄片だ

が、正式な厚みでは、石英や長石は灰色に見えるのが普通で、これでも石英の色味がお

かしいらしい。いくつかの機関で専門家に薄片を見てもらおうとしたが、「厚みが厚い」

といって突き返されることが多く、有益な意見を頂けることは少なかった。しかし、た

だの愛好家なのだから、そこまで高い品質を求めなくても、何か言えることはあると思
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う。ふぶき標本。 
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■茨城県石岡市朝日（シャモス石花崗岩） 

燐酸塩ペグマタイトで有名な茨城県雪入の近くに掘られたトンネルの排石より得ら

れた標本。期待された燐酸塩ペグマタイト鉱物の産出はなかったが、燐灰石や緑柱石、

薄板状方解石、緑柱石、鉄電気石などの興味深い産出が確認された。（江坂 力 , 西久

保 勝己（2012）：「茨城県朝日トンネルからの産出鉱物について」地学研究 60(2), 

pp95-102, 鈴木保光（2017）：「茨城の鉱物記録集成 第１２分冊 トンネル工事に見

られた鉱物」私家版）写真は、シャモス石花崗岩の部分を、薄片にしたもので、平行ニ

コルでは、淡薄橙色短柱状のカリ長石が、寄り集まっている様子が確認できる。平行ニ

コルでは暗い緑色、クロスニコルでは灰色の濃淡に見えている部分が緑泥石族のシャモ

ス石。繊維状結晶が扇形に集まっており、ステージを回転させると、暗い部分が光学的

色変化の波にのまれる様子が観察できる。後述する長野県高瀬川濁沢の緑泥石と、組織

構造はほとんど同じだが、シャモス石は鉄分の少ない種類なので、色が淡く見えている。 
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■栃木県大成鉱山（花崗岩） 

母岩の変質した花崗岩に、半自形の緑色蛍石がポコッと入っている。オープンニコル

で四角い輪郭を持っている部分が蛍石。蛍石を運んできた揮発性物質の影響で、元の花

崗岩の組織はほとんど失われている。このような産状は、本邦各地で見られるようだが、

規模が小さいので、記載に上がってこない。どんなに規模が小さかろうと、愛好家にと

っては、大切な蛍石の産地だからだ。自分で採取したものでないからわからないが、ど

こかの鉱床の末端なのだろう。 
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■埼玉県秩父鉱山石灰沢（花崗閃緑岩） 

  埼玉県秩父鉱山のスカルン鉱物には、鉱床学的な見地から見ると、還元的なマグマの

影響を受けたものも、酸化的なマグマの影響を受けたものも、それ以外のものも見られ

る。それ以外というのは、末期に生じる低温の熱水の存在をうかがわせるマンガンを含

んだ鉱物群である。それゆえ、鉱床学的には、どちらの特長も持つ「中間型」と呼ばれ

たりもしている。 今回薄片にした石灰沢の花崗閃緑岩は、ペグマタイト部分に、自形

のフッ素燐灰石や灰鉄輝石、氷長石ができていた部分の母岩である。この深成岩が、秩

父鉱山一帯に広がる石灰岩に、熱変成を与えて、スカルン鉱物ができた訳だが、秩父鉱

山はわが国のスカルン鉱床としては、岐阜県の神岡鉱山に次いで、ひときわ規模が大き

い。平行ニコルでは、苦鉄質鉱物である緑色系の角閃石族は、還元的な 2価の鉄の存在

を示している。クロスニコルで見ると、斜長石は、先端の発達が早く、柱面に長く伸び

ており、内部には繰り返し双晶も観察できる。斜長石の柱がやや曲がっているものも見

られるので、マグマに流動性があったか、成長するときに隙間がなくて歪んだかであろ

う。先述したように、岩体の規模が大きいため、冷えるのに時間がかかったようで、深
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成岩としても比較的粗粒である。 

  

  

  

 

■東京都秋川河原（花崗閃緑岩） 

秋川は、東京都の最も西側を流れる一級河川で、辺りには砂岩と泥岩の互層が露出し

ている。石膏や鉄明礬石の見られる露頭や、玄能石の見られる露頭もある。ウニなどの

化石の産地でもある。そうした中でも、河原を歩けばいろいろな岩石と出うことができ

る。この辺りは、堆積岩化、低変性の広域変成岩しかないので、本岩のような花崗閃緑

岩は、おそらくこの辺りに唯一の熱源をもたらした三頭山から零れてきた花崗閃緑岩な

のであろう。この辺りで花崗岩なんて・・と思いながら、あまり期待せずに拾って帰っ
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たが、どうやら二次的な変質を受けているようで、苦鉄質鉱物が、暗い緑色繊維状の緑

閃石に変わっていた。鉄分の多い緑閃石のようで、薄片にしてもなかなか光が通らず、

うまく映っていないが暗い緑色の部分が緑閃石である。花崗閃緑岩としては細粒の岩石

で、長石や石英の内部構造もシンプルである。 

  

  

  

 

■神奈川県山北町（閃緑岩） 

山北町の閃緑岩。普通角閃石などの苦鉄質鉱物が少ない部分。比較的細粒組織だが、

時折大きな粒も見られる。結晶の向いている方向によって、同じ鉱物でも色味が変わっ

て見える。 
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■神奈川県谷峨（石英閃緑岩） 

非常に粗粒な石英閃緑岩。斜長石は双晶を激しく繰り返している。クロスニコルで灰

色に見える部分は石英。暗い緑色は普通角閃石。 
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■神奈川県十文字橋（花崗閃緑岩） 

十文字橋の花崗閃緑岩は、斜長石が短柱状のものから長柱状のものまで存在する。内
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部には繰り返し双晶が認められる。隙間を埋めている黄褐色の粒は苦土普通角閃石であ

ろうか。黒い粒は磁性のある磁鉄鉱である。 
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■神奈川県十文字橋（半花崗岩） 

花崗岩が固化する際に、全体の堆積が減少して、周りの岩体にひび割れが生じ、まだ

残っていた揮発性成分を多く含む熱水が、割目を充填してできたのが半花崗岩である、

アプライトとも呼ばれる。半花崗岩としても、細粒な組織で、所々に謎の鉱物粒が見ら

れる。1,2枚目の中央に写りこんでいるのは、六角形に近いので角閃石の断面だろうか。

ここまで拡大すると、古い鉱物学の教科書に載っているような、劈開の角度が実感でき

る。輝石の場合は、断面が八角形に近い形となり、劈開の交わる角度もやや急になる。

明治から大正時代頃は、結晶構造のことがよくわかっていなかったので、輝石と角閃石

は同じ鉱物だと思われていた。Ｘ線による分析が進んで、理論が構築されると、輝石の

基本基は、珪酸四面体の一重鎖でできていること、角閃石の基本基は二重鎖でできてい

ることがわかってきた。角閃石族は、さらに増加の一途を辿っており、数年前に分類の

定義が改定された。更新は必要なのだとわかっていても、愛好家にとっては、研究者の

ようにはなかなか対応できない。十文字橋の角閃石は、安定した環境で成長したためか、

累帯構造は見られない。しかし、双晶しているものはあるようである。 

  

  

 



39 

 

■山梨県扇山（花崗閃緑岩） 

扇山のハイキングコースを巡りながら、面付きの違う石を一つ一つ拾い集めてみると、

同じ花崗閃緑岩でも、一つの山でもこれだけの違いが見られる。こちらは、砂防ダムの

辺りで拾った石。後述する扇山の花崗閃緑岩よりは細粒で、長石にも繰り返し双晶は認

められない。その代わり、苦鉄質鉱物の割合いが多くなっている。こちらの岩石の割目

には、束沸石脈が生成されていた。 
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■山梨県扇山（花崗閃緑岩） 

緑簾石の細い脈を含む花崗閃緑岩。斜長石には幅の広い繰り返し双晶が認められ、褐

色板状の黒雲母と、暗い緑色の苦土普通角閃石で構成されている。比較的粗粒な岩石で

ある。 

  

  

 

■愛知県東幡豆（半花崗岩） 

 暗赤褐色の長い柱状集合の苦土電気石を含む半花崗岩。無色粒状集合は石英。 
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■愛知県米河内（両雲母花崗岩）  

白雲母と黒雲母の両方を含む花崗岩の薄片。１組目の左上に映っている、層状構造を

持つ部分が、白雲母。黒雲母の場合は、これに茶色がついたように見える。平行ニコル

で、細胞のような組織が見える部分は長石。長石より粒が大きい部分は石英。 
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■三重県熊野市大本町（珪線石石英斑岩） 

 ふぶきさんが、コンテナに詰め込んでいた袋の中に、スベスベした手触りの、真っ白
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い岩石がいくつも入っていた。「これは何か」と聞いてみると、「珍しいものなので、誰

にもお分けしないように」と言い渡された。といっても、素性のわからない岩石を、い

くつも置いておく場所がないので、没後、いくつか割ってみたところ、5ｍｍほどの球

状部分に、淡い麦わら色放射状の珪線石がポツポツと含まれている。少し調べると、石

英斑岩質マグマが、地下で堆積岩質の岩石を取り込んでしまったものらしい。偏光顕微

鏡下では、繊維の束がかみ合っている様子が観察できる。非常に緻密な岩石なので、叩

いてもカンカンと鳴るばかりで硬くて割りにくい。ふぶき標本。 

  

  

 

■三重県ホタガ谷（鉄ばん柘榴石半花崗岩）  

半花崗岩（アプライト）の割目が、直径 1ｍｍ程度の赤色鉄ばん柘榴石で埋めつくさ

れた標本。花崗岩が固化する際、全体の密度が小さくなるので、収縮した影響で岩体の

外側に割目が入り、最後まで残っていた揮発性物質などが、急激に入り込むことで、比

較的細粒の脈ができる。それでもまだ余力があれば、ポケット状のペグマタイトができ

て、鉱物がゆっくりと成長し、粗粒の鉱物集合となる。つまり、ひとくくりに深成岩と

いっても、状況によって、細粒な部分も粗粒な部分もあるということである。アプライ
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トは花崗岩以外の岩石にもみられるそうだ。クロスニコルで黒色の部分が柘榴石。ふぶ

き標本。 

  

  

 

■三重県内部川（花崗岩質ペグマタイト） 

内部川には、白色カリ長石中に、明るい桃色透明塊状の柘榴石を含むペグマタイトが

ある。薄片を作ってみると、柘榴石と同じような色味の、長い柱状斜灰簾石が共存して

いる。 クロスニコルで黒色に見えている部分が柘榴石。斜灰簾石は長い柱状集合であ

る。ふぶき標本。  
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■三重県熊野市（花崗斑岩） 

貫入途中でアルミニウムを多く含む、泥岩のような堆積岩を捕獲したために、菫青石

や紅柱石、チタン鉄鉱が生成されている、特殊な花崗斑岩。丸っこい粒が特徴的で、比

較的粗粒な岩石組織である。ふぶき標本。 
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■三重県水沢（リチウムペグマタイト） 

リチア雲母を含む花崗岩質ペグマタイト。やや桃色味がかった層状部分がリチア雲母。

丸っこい粒状部分は石英。ペグマタイトらしい、比較的粗粒な組織である。ふぶき標本。  
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■三重県古江（花崗閃緑岩）  

ガラス板と、研磨粉を使い、時間をかけて、丁寧に薄くしてゆくと、このような美し

い薄片が完成する。作成したのはもちろん、独身時代のふぶきさんである。余談だが、

ふぶきさんは「技能オリンピック」の候補者でもあったらしい。そういうことを表立っ

て自慢しないのがふぶき流。私には、とてもここまでする技術も根気もない。あまりこ

だわると心臓の病気になる。 



48 

 

  

  

  

 

■三重県宝並（花崗閃緑岩） 

比較的粗粒な岩石で、斜長石にも繰り返し双晶の組織が見られる。 
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■奈良県モシキ谷出合（半花崗岩） 

鉄電気石を含む半花崗岩（アプライトとも言う）。光に透けている部分は石英だが、

やや角ばっている。不透明部分は微斜長石。暗褐色部分が鉄電気石であろう。ふぶき標

本。 



50 

 

  

  

 

■岐阜県苗木鉱山（花崗岩） 

独特の桃色味がかったうすだいだい色の微斜長石が特賞的な花崗岩。少し前は、一般

の人にとって、石の情報を手に入れるのは、非常に難しいことであった。ましてや、局

所的に産出する鉱物を採取しようと思っても、車は高価だったし、駅から歩いて現場に

向かうも、場所がわからずウロウロして帰ることも、稀ではなかった。そんな訳だから、

ふぶきさんは、石なら鉱物でも、岩石でも、砂ものでも、なんでも楽しもうという気持

ちを持っていたのだと思う。何かのついでに拾ってきたのか、実に多くの見知らぬ岩石

を集めている。オープンニコルでもやもやとした灰色を示す部分が、微斜長石。やや透

明度が高い部分は正長石だろうか。石英ももちろん含まれている。ふぶき標本。 
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■岐阜県蛭川村足立石材（花崗岩質ペグマタイト） 

蛭川村の一般的な花崗岩質ペグマタイト中の微斜長石に見られるパーサイト構造。カ
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リ長石が冷える時に、結晶構造が微妙に違う、正長石と微斜長石に分離するために現れ

る組織。それにしても、1990 年頃に、個人でここまで好奇心を持って、岩石を楽しん

でいたことに恐れ入る。ちなみに、ふぶきさん曰く、「酒を飲みながら薄片を作ってい

たら、岩石を張り付けた方ではなく、ただのガラス面の方を磨いていて、磨りガラスを

作ってしまった」という。ふぶき標本。  

  

 

■岐阜県蛭川村足立石材（黒雲母花崗岩） 

蛭川村と言えば、煙水晶や緑色蛍石、トパズが多産する晶洞型ペグマタイトが多いこ

とで知られている。25 年ほど前には、前もって現場の人の許可を取り、採石場を訪れ

れば、快く入らせてもらえたようである。足立石材の黒雲母花崗岩は、丸みを帯びた長

石に、双晶構造のなごりのようなものが見られるが、ペグマタイトに近かったため、揮

発性成分によって全体的に変質を受けているのだろう。緑泥石の生成も認められる。さ

らに、クロスニコルで灰色に見える石英の中には、黄色 X状の不思議な組織も残ってい

る。長石や石英も、完全に固化する前に流動性があったためか、ぐちゃっとした塊にな

っている。ふぶき標本。 
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■岐阜県河合鉱山（花崗岩質ペグマタイト？） 

「鉄雲母」とラベルの付いた標本。全体的に輪郭がぼやけていて、変質している。 
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■京都府広野（黒雲母花崗岩） 

黒雲母花崗岩の微小な空洞に、暗い緑色長柱状の斜灰簾石や、桃色球状のカムポーグ

石など、を産出したペグマタイトの母岩。多少変質を受けているのか、カリ長石の内部

が、不思議な形で不透明になっている。繰り返し双晶を残している部分もあるが、ほと

んど失われている、ガマは小さくても、母岩は花崗岩としては非常に粗粒である。 
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■京都府法花寺野（黒雲母花崗岩） 

 法花寺野は、桃井柘榴石などを産出する層状マンガン鉱床である。菱マンガン鉱岩に
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熱源を与えてマンガンスカルンを形成した主が、この黒雲母満ばん柘榴石花崗岩である。

全体的に粗粒で、カリ長石と石英の境目がはっきりしていない。ふぶき標本。 

  

  

 

■京都府天座（花崗閃緑岩）  

２価の鉄の存在を示す、暗緑色柱状の角閃石族鉱物を含む、酸性深成岩。  
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■兵庫県稲葉（花崗閃緑岩の岩脈）  

「閃緑ひん岩」とも呼ぶ。深成岩ほど、粗粒ではなく、火山岩ほど細粒でもない。平

行ニコルで、暗褐色柱状に見えているのは、角閃石族鉱物。そのほかの部分は、斜長石

とカリ長石と石英が混ざっている。クロスニコルで、繰り返し双晶を見せている部分は

斜長石。 
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■兵庫県穴栗水鉛鉱山（黒雲母花崗岩） 

薄だいだい色微斜長石の割合が多く、白色長石の割合が少ないため、花崗岩としては

変わった面付きに見える。母岩の花崗岩中に、石英を伴わず、輝水鉛鉱だけがポコッと

生成されていることがあるのだが、その輝水鉛鉱は、一般的な気成鉱床の石英脈中に見

られるものに比べて光沢が鈍く、硬質で、粘り気が強いものである。比較的深所生成の

ものかもしれない。その母岩である花崗岩の薄片組織を見ると、褐色板状の黒雲母の量

が少ないという特徴があることに加えて、長石の内部構造も失われており、全体的に変

質を受けているようである。粒と粒の境目も、ややぼんやりしている。 
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■兵庫県男鹿島（だんがじま）砕石（花崗岩質ペグマタイト） 

桃色カリ長石を多量に含む花崗岩質ペグマタイトの末期に、紫色蛍石ができている標

本。母岩は全体的に変質を受けていて、明瞭な組織は残っていない。一番最後の組写真

で、中心に映っている四角い自形結晶が蛍石。薄片で透かして見ると、肉眼で見えてい

る紫色は消えてしまう。 
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■岡山県延原（リチウムペグマタイト） 

まだ、鉱物をはじめて間もない頃、延原のリチウムペグマタイトを訪れた私は、白色

曹長石に伴う、紫色から黄緑色塊状半透明の鉱物を「蛍石」と教わった。10 年くらい

経って、別の先輩に「これはリチア輝石だと思う」と言われたので、恐る恐る「輝石族

だったら硬度６、蛍石だったら硬度４なので、硬度５のカッターナイフなどで擦ってみ

て下さい。」と言った。その先輩は、鉛筆型のモース硬度計を持っておられたので、実

態双眼顕微鏡の下で、紫色塊状鉱物を擦ってみたところ、見事に傷がついた。「蛍石で

すね！」 



61 

 

ところが、その後もこの「蛍石」について、色々聞き回っていたところ、古い文献に

よれば「トパズ後の仮晶白雲母」ということになっているという。また、疑り深い先輩

は、「硬度では証拠にならん」ということで、定性分析という印籠を使って、「白雲母」

ということを証明された。すぐに教えてくれればよいものを、白雲母ごときで、この非

協力さである。^ ＾；結局、すったもんだの挙句、「白雲母」として「つゆねこ記載学」

に再掲載させて頂いた。経験が受け継がれないというか、中国地方にももっと良いテキ

ストができることを希望する。薄片組織を作ってみたのは、白雲母だから、また何か違

った形の層状構造が見られるかと思ったのだが、一旦トパズになった後の細粒白雲母で

は、そんな期待に応えられるはずもなかった。平行ニコルで灰色の部分が曹長石。同じ

く赤味のある塊状部分は黄緑色白雲母（トパズ後の仮晶）。 
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■岡山県延原（黒雲母半花崗岩） 

延原は、水色の曹灰長石や、リチア雲母などを産するリチウムペグマタイトとして知

られている。地元なので何度も訪れたが、水色の曹灰長石がこんなに多量に産出するリ

チウムペグマタイトは、わが国には他に知られてない。ただし、私は当時そんなことも

考えず、ふりかけ海苔のような暗褐色板状黒雲母が散らばった石を、珍しいと思って大

切に持っていたら、先輩に「そんなものはどこにでもある」と言われた。後年、別の先

輩から、茨城県山の尾の黒雲母半花崗岩を頂いたら、その素晴らしさに、納得せざるを

得なかった。ところが、延原の黒雲母半花崗岩を薄片にしてみると、今まで見たことも

ないような粒状鉱物が含まれていて驚いた。脈状ペグマタイトの一部だったようで、鉱

物種の検討はつかないが、やはり野外では「人が何と言おうと、自分の気に入った石も

持って帰る」ことが大切だと思った。つまり、そこで何かを感じた、自分の感覚に素直

になればよいのである。 
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■岡山県三原鉱山（普通角閃石花崗岩） 

こちらは「岡山三原」スカルン鉱床の標本。白色の基質に、暗緑色板状の普通角閃石

が散らばるものだが、ズリで拾ったものなので、スカルン化の影響でできたものか、母

岩であるのかは、不明。ただし、普通角閃石以外の部分がはっきりしないので、相当変

質を受けているか、スカルン鉱物のどちらかであろう。 
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■岡山県新美川鉱山（方鉛鉱閃長岩） 

 わが国では希産鉱物である、水色の微細なカレドニア石の記載が発表されて、新美川

鉱山を訪れた。閃緑岩の構成鉱物に多量に方鉛鉱が含まれることが気になった。類例と

しては、広島県三原（神武）鉱山に見られる、紫色の蛍石を含む閃長岩が近いが、いず

れも、もともとの閃長岩質マグマに含まれていたものではなく、スカルン化に伴って、

閃長岩の一部が汚染されたものであろうと思う。それはともかくとして、この、風変わ

りな閃緑岩の中に、苦土ヘイスティング閃石が含まれているというので、どのような状

態で含まれているのかと思って薄片を作ってみた。肉眼では気づかなかったが、確かに

暗い褐色放射状集合の角閃石鉱族物が含まれている。岩石の割目に生成された、鮮やか

な青緑色系鉱物だけ見ていたら、気づかないところであった。＜参考文献＞山本 佳弘

(2006):岡山県新美川鉱山産カレドニア石,地学研究 54(4), pp235-237。加藤昭

（2004-2012）：無名会頒布標本解説 
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■岡山県千谷鉱山（花崗閃緑岩） 

苦灰石脈を産出する熱水鉱床の母岩の一つ。全体的に弱い変質を受けている。 

  



66 

 

  

  

 

■岡山県千谷鉱山西側（花崗閃緑岩に近い花崗岩）  

苦灰石を掘っていた鉱山の、母岩の一つ。あまり見たことのない面付きをしており、

中粒組織が観察できる。 

  

 

■岡山県新美川鉱山（花崗岩） 

新美川鉱山は、花崗岩中に多量の方鉛鉱を含み、鉱床酸化帯にはカレドニア石や青鉛

鉱などを産することで知られている。本標本は、方鉛鉱をあまり含まない軽い岩石の空

隙に、緑色粉状の孔雀石が生成されている。オープンニコルで暗い緑色の染みのように
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見えるのが孔雀石。母岩は、繰り返し双晶をした、太くて長い柱状の斜長石が、寄木細

工のように組み合わさっている。 
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■広島県仏通寺（黒雲母花崗岩質ペグマタイト） 

仏通寺は、この地域では著名なペグマタイトで、フェルグソン石などの希元素鉱物も

見つかっているが、私の手元にあるのは、小さなチタン鉄鉱がついたものくらいである。

しかし、ズリには無色透明菱面体自形結晶の氷長石などが拾えるので、それだけでも嬉

しかった。ズリには冷蔵庫やテレビなど、大型ゴミが大量に捨てられており、夏にはヤ

ブ蚊が大量に発生する。ズリの上の駐車場に誰かが来られたので、挨拶のついでに声を

かけると、こんなところに人がいるとは思わなかったのか、向こうも驚いたようで返事

が返ってこない。採算は合わないだろうが、このような産業廃棄物を集めて回る仕事な

どできないものかと考えるが、皆に反対される。 
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■広島県枝組珪石第二山（花崗岩質ペグマタイト） 

黒雲母花崗岩質ペグマタイト中の鉄橄欖石（もしくは、磁性があるのでライフン石）

を含む薄片。暗い褐色塊状部分が鉄橄欖石。周囲の長石はやや変質を受けてぼんやりし

ている。平行ニコルで無色の部分は石英。 
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■広島県古引（花崗岩質ペグマタイト） 

黒雲母花崗岩中のペグマタイト鉱物。一方向にはっきりした劈開が見える、茶褐色部

分は黒雲母、やや淡い褐色部分が鉄橄欖石（ライフン石）、白色で透明で細かいひび割

れがあるのはカリ長石それ以外は石英。鉄橄欖石は、薄片にすると味気ないことがわか

った。 

  

  

 

■広島県比和川（花崗閃緑岩） 

比和には立派な自然博物館があって、美しい鉱物が引き出しの中に系統分類され、贅
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沢にも直接触って楽しめるようにされている。ただ、かなり山奥にあるので、車の運転

に長けた方と一緒でないと、行くことが難しい。私は岩石の観察会に参加させて頂いて、

博物館裏手の河原で、地元の子供たちと岩石拾いを楽しんだ。斜長石の粒は比較的大き

く、幅の広い繰り返し双晶をしている。黒色の粒は磁性のある磁鉄鉱である。広島県と

いっても、日本海側の島根県に近いので、河原の上流から流れ着いた、磁鉄鉱系の花崗

岩にも出会うことができる。この花崗閃緑岩には、淡い緑色の緑簾石が生成されている

が、もともとの岩石にはなかったもの。花崗岩が固化した後、鉄分を含んだ熱水の影響

によって変質を受け、斜長石の一部が緑簾石に変化した。アメリカに産出する「ユナカ

イト」と呼ばれるものも、同じ成因である。立方体の黄鉄鉱も含んでいる時がある。  

  

   

 

■広島県枝組珪石第二山（黒雲母花崗岩質ペグマタイト） 

枝組珪石第二山では、鉄橄欖石に伴い、福島県川俣町水晶山の新鉱物鉄プロト直閃石

に似た鉱物が見られ、仲間内で話題になったが、微細な磁鉄鉱と非常に密に共生してい

るので、なかなか分析に必要な試料が得られなかった。福島県水晶山の鉄プロト直閃石

は、カッターナイフの先でつつくと、ポキポキと折れる感じなのだが、珪石第二山の不
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明鉱物はカッターナイフで突くと、硬度が低く、粉のようになって、とても角閃石族と

は思えない。しかも、初期の簡易元素分析ではマンガンが検出されているうえ、繊維の

幅も広い。私としては苦土蛭石あたりだと目星をつけているが、未だに解明できていな

い。 

  

  

 

■広島県久代平田露頭（透輝石花崗岩） 

久代の高温スカルン鉱物を生んだ、熱源の主である花崗岩の薄片。スカルン化の影響

で、黒雲母成分が消費されて透輝石となり、少量の磁硫鉄鉱も含んでいる。暗い緑色が

透輝石。斜長石は幅の広い繰り返し双晶を見せている。 
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■広島県久代平田露頭（黒雲母花崗岩） 

久代の高温スカルンを作った、石灰岩に割り込んだ黒雲母花崗岩。この両脇に、ベス

ブ石帯、ゲーレン石帯、ベスブ石-珪灰石帯、粗粒石灰岩が帯状分布する。スカルンに

「高温」が付くのだから、熱源は岩手県赤金鉱山のように、斑れい岩のような高温のマ

グマでないといけないのかと思っていたが、そういう定義は特にないようで、生成され

た構成鉱物の特長からそう呼んでいるようだ。ただし、数メートルの範囲で珪灰石に移

行する産状から見ると、「高温」スカルンというよりは、ゲーレン石のような特殊なメ

リライト族鉱物がどうしてできたのかということに、もっと焦点を注ぎたい気もする。

せっかくできた高温鉱物が、温度が下がることで、別の鉱物に変化するというのも、他

にはあまり聞いたことがない。一般的なスカルンに見られる柘榴石も、淡い緑色塊状の

ヒプシュ石が産出するだけで、水蒸気が多かったのだろう。灰鉄輝石が見られないのは、

還元的な状態ではなかったからだろうか、などと、考え始めると、まとまりがつかない。

偏光顕微鏡下では、確かに花崗岩としては粗粒で、高温体質を示している。黒雲母は少

なく、斜長石には繰り返し双晶をしているものが見られる。 



74 

 

  

  

  

 

■広島県久代（透輝石—黒柘榴石閃長岩） 

 中国地方は高温スカルンの産地に恵まれているため、スパー石やゲーレン石など、高

温で生成された塊状鉱物には慣れていたが、初期に珍しいものをたくさん見てきた私は、

逆に一般鉱物への憧れが強くなった。一度目に訪れた時は、何もわからない状態だった

ので、差し出されるままに、珍しい鉱物を採取して帰ったが、二度目は少し論文を読み

込んで、高温スカルンの熱源の元となった、母岩の透輝石閃長岩はどういうものかに注

意して資料を採取した。サンプルは少量しか得られなかったが、早速家に帰って薄片を

作ってみると、平行ニコルでは、緑色の丸っこい短柱状集合の透輝石が確認でき、関東
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地方の安山岩で親しみを覚えた、既知の友人に再会した気分になった。ちなみに平行ニ

コルで無色の部分は斜長石。クロスニコルで真黒く見えているのは黒柘榴石である。 

  

  

 

■広島県父石（黒雲母花崗岩） 

父石の河原に見られる、３種類の花崗岩の一つ。中粒（といっても比較的粗粒に見え

るが）で、磁鉄鉱を含むため磁性がある。菱型の斜長石には、非常に細かい繰り返し双

晶が見られるものがある。また、石英には、不規則な帯状模様が入っていることが多い。

苦鉄質鉱物である黒雲母はごく少量である。 
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■広島県三原市北方駒ケ原（花崗岩） 

駒ケ原の花崗岩は、非常に細粒で、一般的な中国地方の花崗岩とは面付きを異にして

いる。実際に薄片にしてみると、長板状の斑晶が多く、酸性深成岩としては石英や長石

の割合が少ない。付近には玄武岩の岩脈が何本も貫入していたようだが、それらも非常

に細粒である。 
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■広島県三原鉱山（蛍石閃長岩） 

広島県三原鉱山は、スカルン鉱床である。中国地方には、岡山県三原鉱山というスカ

ルン鉱床もあるので、愛好家の間では「広島三原」「岡山三原」などと区別して呼んで

いる。訪れてみれば、「広島三原」の鉱石には、縞状構造が残されており、柘榴石にも

累帯構造を持つものがある。産出鉱物もかなり違いがあるので、地元の愛好家には区別

が可能だが、県外の人になるとそうともゆかないらしい。「広島三原」の薄い桃色微斜

長石主体の閃長岩には、紫色の粒状蛍石が、多量に含まれていることで、人気がある。

この蛍石は、花崗岩マグマから晶出したものではなく、スカルン化される時に、鉱床側
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から付け加えられたものだと伺っている。岡山県新美川鉱山の場合は、方鉛鉱を含む花

崗岩となっていたが、「広島三原」の場合は蛍石だった訳である。記載論文などを見る

と、付近にレンズ状の石灰岩は存在するものの、直接接しているのは頁岩。そのような

理由もあってか、本来ならば、スカルンの末期に濃集する、蛍石のようなハロゲン化鉱

物が、花崗岩側に押し出されてしまった。岡山県新美川鉱山の場合は、鉛の錯体の影響

が強かったのだろう。少し前置きが長くなりすぎたが、変質を受けているためか、全体

的に複雑な組織である。この閃長岩の紫色蛍石の中に、微細なフェナス石が含まれてい

ることが多いというから、探してみてほしい。 
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■広島県比和川（花崗斑岩） 

大きな斜長石斑晶が特徴的な、花崗斑岩。研磨すると暗い緑色の液となるため、2価

の鉄を含む鉱物の存在を伺わせる。斜長石斑晶の周りには縁のような部分がある。 

  

  



80 

 

  

 

■広島県江田島市（球状花崗岩） 

花崗岩が、別の花崗岩を取り込んで生成された、同質岩的球状花崗岩。花崗岩が泥岩

のような異質な岩石を取り込むと、菫青石のような泥質ホルンフェルスにみられる鉱物

で、はっきりした球状組織を作る。江田島市の場合は、同質岩的なので、特別珍しい鉱

物はできていないが、このようなものも、大きなバソリス地帯ならではの一つの個性と

見ることができる。少量の黒雲母、石英と長石で構成されている。平行ニコルでやや透

明度が高く見える部分が石英。ちょっとくすんで見える部分が長石である。内部構造も

特筆するものがないので、地味な印象を与えるが、それこそが特筆に値するとも言える。 
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■広島県長浜（花崗岩質ペグマタイト） 

紫水晶フィーバーを巻き起こした、江田島の花崗岩質ペグマタイト末期に精製された

白雲母。モコモコした外観は、羊の毛を寄り合わせたようである。ただし、白雲母にし

ては固い。茨城県錫高野の白雲母グライゼンと、組織は似ているが、繊維の幅も広く、

板状に近い。複雑に絡み合う細粒部分から、末期にかけて大きく成長した様子が伺える。 
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■山口県柳井市石井（花崗岩質ペグマタイト） 

鉄ばん柘榴石を含む、白雲母が卓越する花崗岩質ペグマタイト。石井の珪線石には、

細粒のものと粗粒のものがあるが、粗粒のものはやや灰色味がかっている。それには理

由があるのではないかと思い、削ってみたが、よくわからない。その代わりに、何か他

の組織が入り込んでいる。カリ長石は岐阜県足立石材のパーサイト組織とそっくりであ

る。産状としては花崗岩質ペグマタイトであるが、これだけ大量の珪線石を伴うとなれ

ば、初成的なペグマタイト鉱物という訳ではなく、花崗岩が貫入してくる途中に、アル

ミニウムの多い泥岩か頁岩の層を、取り込んできたのだろう。おそらく貫入した花崗岩

が磁鉄鉱マグマであったことも関わって、柘榴石の生成にも影響を与えている。 
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■山口県柳井市石井（花崗岩質ペグマタイト） 

泥質岩を食い破ってできた花崗岩質ペグマタイト。珪線石のようなアルミニウムを多

く含む鉱物が沢山できている。珪線石には、幅の太いものと細いものがあるが、細いも

のの近くに、明るい緑色の白雲母塊が見られたので、研磨（1,2 枚目の中央）。何かの

仮晶のようで、のっぺりとしている。これも着色の原因は鉄分なのだろう。 
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■山口県五軒屋（花崗閃緑岩） 

黄色粒状のチタン石を含む花崗閃緑岩。やや広域変成を受けているのか、片麻岩のよ

うな方向性を持っている。長石には一部に繰り返し双晶が見られる。褐色板状のものは

黒雲母。全体的に粗粒な岩石である。 
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■山口県椋野(球状花崗閃緑岩) 

ピンポン玉くらいの大きさの、ほぼ真球に近い、かわいらしい球状花崗閃緑岩。「山

口県の岩石図鑑」に露頭の写真が掲載されているが、怪物の眼球の化石のように見えて、

少し気持ち悪い。薄片は、断面に平行にスライスした。1,2枚目が芯に近い方。後ろの

方の写真が外側となる。中心の方が細粒で、外側がやや粗粒。しかも、3つ以上の層で

構成されている。参考文献は以下。山口地学会編（1991）：「山口県の岩石図鑑」第一学

習社。 
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■島根県小馬木鉱山（石英斑岩） 

遠方まで来ると、今まで見たことのない岩石に、多く出会うものである。この岩石は、

全体的に肌色で、斜長石の斑晶が多いものの、こんなに面白い薄片になるとは思ってい

なかった。斜長石斑晶には、成長の過程で、供給される成分が変化するために記録され

る、濃淡の縞（累帯構造）は見られないが、双晶になっているものもある。また、斜長

石の一部が、灰色に染まっているのは何ゆえだろう。いくつかの斜長石斑晶が、くっ付

いて、グシャっとなっているものは、マグマが流れた証拠だろうか。褐色短柱状の斑晶

は輝石族（日本海側は、マグマ中に巻き込まれる水分が少なそうなので）。黒色粒状は

磁鉄鉱。石基部分に、雷おこしのように同じ大きさの粒が詰まっている。これは、地表

で急激に冷やされたのではなく、岩脈のような形で、やや浅い地下で固化したことを示

している。このように、ちょっと、典型的な成因から外れるだけで、異様な面付きに見

えてしまう。 
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■香川県猫山（変成ペグマタイト） 

山口県柳井市石井とは逆で、こちらはペグマタイトができた後に、広域変成を受けた、

特殊な岩石。繊維状部分が珪線石で、クロスニコルでカラフルな色合いを見せている、

やや潰れた粒状部分は、石英。 



88 

 

  

  

  

  

■高知県足摺岬（チタン石閃長岩） 

私自身は足摺岬を訪れたことはないが、（１）ウラノトール石を含む花崗岩。（２）レ

アメタルを含むアルカリ流紋岩。（３）チタン石閃長岩。と、いろいろな石があるもの

だと思う。専門課程を経たことのある先輩から頂いた標本は、手標本の半分が肌色花崗

岩質岩。もう半分は暗褐色細粒の閃長岩で、空隙には無色透明自形の氷長石や暗い褐色

（？）の自形輝石族鉱物、黄褐色チタン石などが生えている。チタン石は、私の定性分

析課題なので、どこに入っているか探すために薄片を作ってみたが、結局最後は、閃長

岩中の空隙に黄褐色の粒が含まれていることを、双眼実態顕微鏡で確認した。 
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■高知県足摺岬（ラパキビ花崗岩） 

球状花崗岩の中でも、特にフィンランドにみられる原生代中期にできたものをラパキ
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ビ花崗岩と言うようだ。薄片では、かなり拡大されているので、球状構造はわかりにく

くなる。暗い褐色の黒雲母と、粒状の石英（？）が印象に残る。 

  

    

 

■愛媛県岩城島（錐輝石閃長岩） 

岩城島の錐輝石閃長岩ズリより、暗い褐色の錐輝石を含む部分。斜長石は、非常に細

かい繰り返し双晶をしている。微細な粒状集合は、杉石だろうか。某学生は、杉石のこ

とを「コケだ」と仰ったりする。平行ニコルでは色変化に乏しいが、クロスニコル下で

は、変化に富む石である。 
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■愛媛県岩城島（錐輝石閃長岩） 

 わが国の新鉱物杉石を含む錐輝石閃長岩のズリ中で、比較的苦鉄質鉱物を多く含んで

いない部分。「地球語ライブラリィ１２」で紹介した、北海道子別沢鉱山の変質安山岩

中に見られた「コイル状」の不明物質とはまた違った、「ひも状」のものが現れて驚い

た。長石はどうやら繰り返し双晶をしているようだが、結晶の輪郭が不規則である。杉

石を含む部分は、またいずれ・・。   
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■福岡県小峠（花崗岩質ペグマタイト） 

地元の石友と三人で、山口県柳井市石井の花崗岩質ペグマタイトを訪れた折、「ここ
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ではセカニナ石も出る」という話になった。私も、セカニナ石のことは聞いたことがあ

ったが、実際に標本を見たことはなかったので、「とにかく雲母が変質したような石を

持って帰ればよいのではないか」と言って、適当な石を選んで帰った。その標本の検討

には十分手が付けられないでいたところに、Y.H女史から、小峠のセカニナ石（ピニ雲

母）標本を頂いた。黒雲母に似て、やや光沢がのっぺりとした塊のような石であった。

薄片にしてみると、非情に複雑な組織が現れ、お気に入りの標本となった。茨城県錫高

野の気成鉱床の白雲母の複雑に絡まった組織も面白かったが、こうしてみると、どうや

ら私は造岩鉱物が好きなようである。別に、稀元素鉱物や、重い元素を含んだ鉱物、自

形結晶が嫌いな訳ではないが、どこにでもあるけれどもちょっと変っている、というよ

うなものの方が、学問的背景として得られる情報も多く、地味な味わいがある。 
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■福岡県長垂（リチウムペグマタイト） 

層状集合のリチア雲母と、白色粗粒曹長石が共存する標本の薄片。 
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■福岡県三ノ岳（花崗閃緑岩） 

三ノ岳は、スカルン鉱床として有名だが、スカルン化をもたらした、花崗閃緑岩も拾

って帰っているとは、流石だと思う。比較的粗粒の花崗閃緑岩で、粒の輪郭を残してい

る斜長石は、双晶を繰り返しながら成長したようだ。 
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■鹿児島県大浜鉱山（黒雲母花崗岩） 

比較的粗粒の黒雲母花崗岩。末期の空隙には、暗い緑色の緑簾石、紫色透明自形結晶

の鉄斧石が見られる。斜長石は繰り返し双晶をしており、劈開もはっきりしている。黒

雲母は単晶に近い形で産出する。 
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■鹿児島県浮津(黒雲母花崗岩) 

末期に紫色の鉄斧石と暗緑色の緑閃石（？）を産する黒雲母花崗岩。オープンニコル

で、褐色板状一方向に顕著な劈開を持っているのが黒雲母。等粒状組織は花崗岩に特有

なものだが、比較的粒が大きく、一部は末期に濃集した揮発性物質により、変質を受け

てぼんやりしている。 
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■Lillegarden Norway(アルカリ花崗岩質ペグマタイト)   

トリトマイトを含む標本。ラベルの解説で、「トリトマイトは、砕いた破片の中に、

三方向の劈開があるものが沢山あった、という特徴から名付けられた」とあったので、

どんなものかと思って薄片にしてみたが、いかがだろうか？実際にはそれほど顕著なも

のでもなかったのかもしれない。無色部分がトリトマイト。 

  



99 

 

  

 

■Hundholmen Norway（花崗岩質ペグマタイト？）  

タレン石を含む標本の、母岩を薄片にした。研磨液は濃藍色。短柱状の輝石族（？）

が密集した部分で、隙間を白い斜長石が埋めている。ふぶき標本。 

  

  

 

■Lovozero massif Kola Peninsula（アルカリ花崗岩質ペグマタイト）  

Belovite-Ceの母岩。先端が鋭く切れた輝石族（？）が美しい。双晶になっているの

か、柱の断面の左右で色変化がみられる。ふぶき標本。 
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■Yellow knife, Canada（花崗岩質ペグマタイト） 

肉眼的には、濃い紫色塊状の蛍石を含んだ、黒っぽい岩石標本。ラベルには「蛍石黒

雲母緑泥石岩」とあるが、鉱物的な組み合わせから見て、花崗岩質ペグマタイトと判断

した。平行ニコルで赤褐色に見えている部分が黒雲母。平行に重なる一方向の劈開が良

く観察できる。白っぽく見えている部分は蛍石。暗い褐色は緑泥石。黒雲母があるとい

うことは、２価の鉄が含まれているということだから、還元的なマグマである可能性が

ある。しかし緑泥石が赤褐色になっているということは、後に変質でも受けたのだろう

か。 
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■Yellow Knife, near  Lake, Canada（花崗岩質ペグマタイト） 

 前項の近くの湖で採取されたと思われる、やや桃色の長石中に、粗粒の他形黒雲母が

散らばる標本。肉眼的には、蛍石のようなハロゲン化鉱物や、緑泥石族は見られない。

多少無理があるが、福島県石川町のペグマタイトの黒雲母花崗岩に似ている。平行ニコ

ルでひときわ明るく見えているのは、石英。淡い褐色味のある部分はカリ長石。しかし、

他形で、粒の大きさも大きくなく、内部構造にも特徴がない。 
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■Québec ,Canada（アルカリ閃長岩） 

  アルカリ閃長岩の空隙を、曹達沸石の放射状結晶が埋めている標本。1,2枚目は、母

岩のアルカリ閃長岩。比較的細粒な鉱物組織である。3枚目の広い面積を占めている明

るい色の部分が、曹達沸石。クロスニコルでは、屈折率が低いため灰色放射状に見えて

いる。ステージを回転させると、繊維の濃淡が、風車のようにクルクルと回転する。 

  

   

 

■Québec ,Canada（アルカリ閃長岩） 

先述のアルカリ閃長岩の母岩部分。褐色の斑晶は輝石族、灰色長柱状の斑晶は長石。
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ひときわ細長い柱状結晶は、フッ素燐灰石。黒色の粒は、磁性がないのでチタン鉄鉱。

深成岩としては中粒程度の組織である。この薄片は、Mt.Royal という山を構成してい

る閃緑岩の貫入岩である. 

  

  

  

 

■Lyon Lake Deposit,Canada（トーナル岩） 

肉眼的には、石英が多いためガラス質で、全体的に黒っぽいが、大きな自形結晶もな

く、汚れた石英脈のような岩石である。少なくとも、丹沢地域のトーナル岩のように、

花崗岩と直結した特徴を持っている石ではないため、面付きがつかみにくい。研磨する

時も非常に硬かった。平行ニコルで明るく写っている、粗粒の粒は石英。とにかく、わ
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が国で見られるものとは比べられないので、言葉にならない。 

  

  

  

  

 

■Sre Da Assum, La Portugal.（花崗岩質ペグマタイト） 
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暗い紅色粗粒のトリプル石を主体とした岩石に、少量の石英、黒雲母、黄銅鉱、磁硫

鉄鉱が点在する。マンガンを含む燐酸塩鉱物ということだが、わが国の花崗岩質ペグマ

タイトとは、かなり趣が違う。標本についている解説には、「Hausmannが、粉末にした

試料を、顕微鏡で観察していたところ、三方向の劈開片を見つけたことから名づけられ

た」とあったので、薄片にしてみたが、一般的なトリプル石は、一方向の劈開が普通の

ようである。筋状に見える部分は黒雲母。のっぺりした広範囲を占める部分がトリプル

石。黒色は硫化鉱物。トリプル石は、イギリスのコーンウォール地方では、メギリガル

岩中に産出する。我が国では、福岡県長垂のリチウムペグマタイトで微細なものが報告

さ れ て い る 。 参 考 文 献 は 以 下 。 Triplite from the Megiliggar Rocks, 

Cornwall(1981);MINERALOGICAL MAGAZINE,Vol.44,pp236-238。上原誠一郎・森 康・河

野弘道(2010):福岡県長垂 Li ペグマタイト産 triplite,日本鉱物科学会講演要旨集。 
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■Høgtova,Rana,Nordland,Norway.（花崗岩質ペグマタイト） 

福島県水晶山の黒雲母を主体とする層状ペグマタイトの小型版のような岩石に、黒色

柱状のヘグトヴァ石と白色のフェナス石が含まれている。黒色部分がヘグトヴァ石で、

白色部分はざらめ状のフェナス石。珍しい鉱物に気を取られていると、気づきにくいが、

確かに花崗岩質ペグマタイトに特徴的な等粒状組織である。構成鉱物からは、ベリリウ

ムが濃集している印象を受ける。 

  

  

 

■Dallas Gemm Mine USA（閃長岩） 
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鉄パーガス閃石を含む閃長岩。赤褐色柱状集合が鉄パーガス閃石。苦鉄質鉱物（特に、

一般的な輝石族や角閃石族）の色が赤いということは、生成時が酸化環境だったという

ことだ。つまり、３価の鉄を多く含んでいる。 

  

  

 

■奈良県吉野郡柳（花崗閃緑岩） 

ラベルには「斑状マイロナイト様花崗閃緑岩」とある。マイロナイトというのは、「断

層によってその部分の岩石が壊されたり、何度も擦れたために圧力で砕かれた岩石」と

いうことになる。肉眼的には、米粒くらいの大きさの白い粒が、暗い緑色の黒雲母中に

散らばる、薄片組織としては非常に粗粒で特殊な組織。灰色半透明の微斜長石、やや透

明度の高い斜長石。その間を、暗い緑色板状の黒雲母が縫うように進む。岩石組標本の

一つ。 



108 
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■Ballantrae Lendal Fout Scotland （花崗閃緑岩） 

クロスニコルで、かろうじて灰色柱状に見えている部分は、灰曹長石。クロスニコル

で褐色や桃色の干渉色を見せているのは、角閃石族。角ばった粒状の分部は、磁性がな

いのでチタン鉄鉱。チタン鉄鉱の多くが灰曹長石に接している。粒度が細かいため、比

較的早く固化したものと推測できる。 

  

  

 

■Chateau de Sirop Quebec Canada（アルカリ角礫岩）  

岩石の方も、「ずかん」を作りたいと思っているが、今のところ薄片だけで我慢して
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頂きたい。粗粒。 

  

  

  

 

■South of Madras ,India(チャーノッカイト) 

苦礬柘榴石と輝石族で構成される、花崗岩としては比較的深所で生成されたとされる

岩石。法華寺野でも、花崗岩中に柘榴石が見られたが、あちらは層状マンガン鉱床から

の影響を受けた副産物で、元々の構成鉱物ではない。マグネシウムを主体とする柘榴石

は、広域変成岩でも、特に圧力の高いグラニュライトにみられるのが常だが、チャーノ

ッカイトは、グラニュライトと関わっている可能性があることが検討されている。花崗

岩としては特に粗粒。平行ニコルでやや赤味がかっている部分が苦礬柘榴石。クロスニ
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コルで干渉色のある部分は石英。内部構造が見られる部分は長石。ひび割れに方向性が

ある。そのほかの部分は輝石である。 

  

  

  

  

＜火山灰＞ 

■深谷市本田の火山灰 

 淡い桃色四角長柱状のジルコンと、頭のはっきりしない暗緑色柱状角閃石を含んでい

る。火山灰は、放出されてから凝灰岩という岩石になる間に、降雨や風の流れによって、

地球時間的には非常に短い機関で地表から失われてしまう。その為、追跡できないもの

も多いのだが、運よく状態が保存されているところを見つけて採取し、選別した鉱物を
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スライドグラスに封入すると、細かい観察ができるようになる。 

 町両神の火山灰中のジルコンは、四周完全なので、マグマ溜りの中でかなり早期に結

晶化したと考えられる。構成鉱物にはチタン鉄鉱と磁鉄鉱がどちらも含まれるが、火山

灰の場合、鉱物粒が細かく、形だけで見分けるのは無理があるので、不透明鉱物として

一緒に数えている。構成鉱物から考えると、角閃石がやや多い花崗岩質マグマと思われ

る。不透明鉱物の量が特に多い。筆者が一定視野の中を顕微鏡観察した結果は以下の通

り。 

 

  

  

 

■日野市日野台の下末吉ローム中の火山灰  

 １００－２００メッシュの篩に残った火山灰鉱物。不透明鉱物と緑色角閃石が多く、

輝石類は認められない。海水を多く巻き込んだ、花崗岩質マグマが供給源だった可能性

川本町両神 個数 % 鉱物種 川本町両神

磁鉄鉱+チタン鉄鉱 115 70.99% 磁鉄鉱+チタン鉄鉱 70.99%

緑色角閃石 32 19.75% 緑色角閃石 19.75%

紫蘇輝石 9 5.56% 紫蘇輝石 5.56%

ジルコン+燐灰石 3 1.85% ジルコン+燐灰石 1.85%

その他 3 1.85% その他 1.85%

合計 162 100%
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がある。 

 

  

  

 

■豆焼沢下川上軽石層の火山灰 

 不透明鉱物が多いが、構成鉱物から見ると、複輝石安山岩質マグマ由来のものと思わ

れる。結晶の形も非常にはっきりしている。丸く映っているのは、火山灰を樹脂に封入

した時の気泡。10～13 万年前に噴出した軽石の層。 

 

厚木市日野 個数 % 鉱物種 厚木市日野

磁鉄鉱+チタン鉄鉱 58 52.25% 磁鉄鉱+チタン鉄鉱 52.25%

緑色角閃石 44 39.64% 緑色角閃石 39.64%

ジルコン+燐灰石 9 8.11% ジルコン+燐灰石 8.11%

普通輝石 0 0.00% 普通輝石 0.00%

紫蘇輝石 0 0.00% 紫蘇輝石 0.00%

その他 0 0.00% その他 0.00%

合計 111 100%

豆焼沢下 個数 割合 鉱物種 豆焼沢下
磁鉄鉱+チタン鉄鉱 65 55.08% 磁鉄鉱+チタン鉄鉱 55.08%

頑火(紫蘇)輝石 41 34.75% 頑火(紫蘇)輝石 34.75%

普通輝石 10 8.47% 普通輝石 8.47%

その他 2 1.69% その他 1.69%

合計 118 100%
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■埼玉県長瀞町樋口の火山灰 

 普通輝石が非常に多い苦鉄質マグマの存在を予見させる構成鉱物である。不透明鉱物

の量は中くらい。それぞれの鉱物の粒の形は比較的はっきりしている。群馬県春名山起

源の黄色軽石層。 

 

  

2hひぐち上部ローム 個数 割合 鉱物種 2hひぐち上部ローム

普通輝石 53 35.81% 普通輝石 35.81%

磁鉄鉱+チタン鉄鉱 43 29.05% 磁鉄鉱+チタン鉄鉱 29.05%

紫蘇輝石 27 18.24% 紫蘇輝石 18.24%

その他 24 16.22% その他 16.22%

ジルコン+燐灰石 1 0.68% ジルコン+燐灰石 0.68%

合計 148 100%



115 

 

  

 

■埼玉県長瀞町樋口の火山灰 

 埼玉県長瀞町樋口の火山灰の構成鉱物は、苦鉄質マグマ（特に安山岩）の存在を予感

させる。このような火山灰が、数十メートルの厚さで降り積もり、重力で押し潰されな

がら粒同士に残っていた空間がなくなってゆくと、非常に長い年月をかけて、脆い岩石

から硬い岩石へと変化し、凝灰岩と呼ばれるようになる。 

 

  

9hひぐち上部ローム 個数 割合 鉱物種 9hひぐち上部ローム

磁鉄鉱+チタン鉄鉱 92 63.01% 磁鉄鉱+チタン鉄鉱 63.01%

紫蘇輝石 28 19.18% 紫蘇輝石 19.18%

普通輝石 17 11.64% 普通輝石 11.64%

その他 9 6.16% その他 6.16%

普通角閃石 0 0.00% 普通角閃石 0.00%

合計 146 100.00%
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＜凝灰岩＞ 

■山梨県千足（凝灰岩） 

千足（せんぞく）の凝灰岩に関しては、緑色の部分はあるが、アルミノセラドン石と

いう鉱物で、情緑色凝灰岩と呼ばれているものに特徴的な、緑泥石や苦鉄質鉱物は見ら

れない。むしろ、全体的には酸性岩的な要素が強く、石英が多いためか、硬くてなかな

か正規の厚さに擦り下ろせない。研摩汁も乳白色に近い。その為ため、千足の凝灰岩に

関しては、平行ニコルの写真のみ掲載している。暗緑色不定形部分は、アルミノセラド

ン石。苦鉄質の粘土鉱物の一種である。凝灰岩と言われているが、もともとの火山灰の

粒は残っていないのは、この地域一帯が弱い広域変成を受けたからである。 
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■山梨県宝鉱山（緑色凝灰岩） 

緑色凝灰岩中の白色包有物部分。肉眼的には小さな金雲母が点在しているように見え

たが、褐色板状のものがそうだろうか。緑色凝灰岩は、苦鉄質マグマから放出された、

火砕流や火山灰などが、堆積して重力の影響で固化したもので、陸上に堆積したものと、

湖底や海底に堆積したものがある。前者は宝鉱山のもののように、粒の選別がされてお

らず、色々な種類や大きさの岩石が混ざっていることが多い。後者は水という液体鉱物

の中で、比重選別されるため、同じような比重の粒が集まって均質になっていることが

多い。 

  



118 

 

  

   

 

■山梨県扇山（緑色凝灰岩） 

 扇山の山頂付近には、ケルスート閃石などを含む数種類の脈があると言われる。林道

を歩くと、花崗閃緑岩や緑色凝灰岩、小さな空隙に束沸石が見られる、硬質な安山岩な

どが観察できる。この凝灰岩は、陸上で厚く堆積したものが、重力の影響で岩石として

固まったもの。粒子の大きさが揃っておらず、構成鉱物もまちまちである。後の花崗閃

緑岩による貫入の影響で、弱い熱変成を受けているようにも見える。 
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■神奈川県谷峨畑（白色凝灰岩） 

酸性火山岩の火山灰が堆積して、低度の重力変成を受けた凝灰岩。細粒緻密であるも

のの、手で持つと非常に軽い。非常に柔らかいので、研磨するのは楽である。拡大する

と、やや大きな斜長石粒も含んでいることがわかる。斜長石には、繰り返し双晶も見ら

れる。 

   

  

 

■静岡県沢田（緑色凝灰岩） 

 凝灰岩とは、火山放出物が陸上、もしくは淡水や海水中で堆積したものである。沢田
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の凝灰岩は、前項の駒ケ原の凝灰岩に比べて、粒が粗く、粒子の大きさもまちまち。お

そらく、火山からそう離れていないところに堆積したもので、全体的に重力の圧力変成

を受けて、元の粒子の形がぼやけてきている。凝灰岩には緑色のものと赤色のものがあ

るが、沢田のものは、還元環境でできたもの。 

  

  

 

■兵庫県多田鉱山（角礫凝灰岩） この付近の白っぽい母岩は、昔は流紋岩と呼ばれて

いたが、私が訪れた時には、角ばったいろいろな大きさの角礫が堆積して固まった凝灰

岩のように見えたので、面白くて持ち帰った。同じようなことを考える人はおられるも

ので、最近の研究では、過去に流紋岩質の火山が噴火をした、大きなカルデラと思われ

る地形が発見された。土地開発などで、すべての地形が残っている訳ではないが、読者

の中には、過去のカルデラの中にご住居があるという人もおられるかもしれない。この

ような白っぽい角礫凝灰岩の隙間や表面に、緑色粉状の孔雀石が生成されている。1組

目、２組目の中央に映っている、暗い緑色部分が孔雀石。孔雀石のような一般鉱物を、

わざわざ薄片にしてみる人も、あまりおられないだろう。 
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■兵庫県多田鉱山（溶結凝灰岩） 

多田鉱山には、青鉛鉱などの二次鉱物の採取に連れて行って頂いた。案内者の先輩は、

鮮やかな二次鉱物が少なくなったことを嘆きながら、辺りに落ちている母岩を「流紋岩」

と仰っていたが、角礫状のものが多く含まれていたので、ちょっと気になって、いくつ

か持ち帰った。その後、赤穂市を中心とした、大きなカルデラの痕跡が確認され、そう

いえば、多田鉱山の母岩は溶結凝灰岩に似ているな、と思い出して研磨。思っていた以

上に柔らかい。新しい時代の酸性火山岩の火砕流が、ふわあっと降り積もって、固まっ

たものだろう。中国地方には、色々な見かけの流紋岩や溶結凝灰岩が存在するが、古い
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時代のものは、よく引き締まっていて、固結度も高く、硬い。中国地方の流紋岩が、僅

かな地域の多少で大きな変化を見せることについては、以下の条件が考えられる。（０）

急激に冷えて硫化鉱物を含み、見かけが黒くなる場合。（１）ゆっくり冷えて、揮発性

物質の影響でクリストバル石の球顆ができる場合。（２）ゆっくり冷えて、熱水の影響

で、玉髄（そろばん玉）やモルデン沸石ができる場合。（３）上記のものよりは、末期

に集まった熱水の温度がやや高く、斜灰簾石ができる場合である。 

  

  

  

 

■岡山県天神峡（緑色凝灰岩） 

天神峡では、トンネル掘削時の排石に、興味深い石が沢山見られた。特に北側は黒色



123 

 

頁岩、南側は緑色凝灰岩が見られ、断層に揉まれた間を方解石が埋めている。暗い褐色

塊状部分が黒色頁岩。三方向の劈開が見られる白色塊状部分が方解石脈。それ以外の部

分は緑色凝灰岩である。この地域に緑色凝灰岩が分布することは知られていたが、この

ような地表に、熱水交代岩としての鉄斧石やアンケル石に会えるとは、夜久野変成岩類

がここまでつながっているのだと感慨深かった。緑色凝灰岩は、おそらく海底で苦鉄質

の火山噴出物が堆積したものなので、火山灰や火山礫など、異質な粒子が混ざったよう

な組織に見えている。 
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■岡山県小坂東（溶結凝灰岩） 

溶結凝灰岩は、火山から噴き出した火山灰などの噴出物が、次々と堆積して固まった

ものである。静岡県多比海岸などに見られる、関東地方の新しい時代の溶結凝灰岩は、

固結度が弱く、全体的に脆いのだが、中国地方で見られる溶結凝灰岩は、噴出物の量が

多く、堆積した厚みも厚かったために、固結度が非常に高く、硬質な岩石となっている。

千谷鉱山の流紋岩の項目で、赤穂市の巨大カルデラのことを書いたが、兵庫県多田鉱山

で拾った、母岩の角礫凝灰岩よりも、さらに硬質である。どれだけ大きな噴火だったか、

想像するに余りある。 
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■広島県駒ケ原（凝灰岩） 

 三原市駒ケ原の凝灰岩は、肉眼的には暗い緑色緻密な岩石である。広島県父石（ちい
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し）と似たような組織で、苦鉄質火山岩のマグマから放出された火山灰が、堆積して固

まった凝灰岩である。粒が細かいため、マグマがゆっくり冷えるときにできるような、

大きな斑晶などは見られず、どの粒も同じような大きさの組織である。肉眼的には均質

な岩石に見えるのも、このような特徴を持っているためである。岩石自体をハンマーで

擦ると、簡単に傷がつく。 

  

  

 

■広島県父石（緑色凝灰岩） 

 緑色凝灰岩としては暗い色合いで、肉眼的な見かけは暗褐色に近い。肉眼的な見かけ

は細粒玄武岩に似ているが、薄片にしてみると、長板状の斜長石がないことですぐに区

別できる。全体的に非常に細粒で、粒の大小の差が揃っている。これは、火山灰や火砕

流などが海に流れ込んだ後、重力による選択を受けたからだと思われる。 
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■鹿児島県姶良町（溶結凝灰岩） 

九州に住んでいた縄文人に、壊滅的な打撃を与えたとされる、姶良カルデラの溶結凝

灰岩。斜長石はやや丸味を帯びており、繰り返し双晶や累帯構造を示すものも見られる。

現在、断層や火山の噴火口の近くに、耐用年数を超えた原子力発電所が多数存在するこ

とが問題となっているが、わが国の役人は大変なチャレンジャーだ。もしくは、一般市

民がものを考えて生きているとは想像にもしていないのだろう。滅私奉公で前に進んで

いればよかった時代は、すでに終わっていると思うのだが、どうか。 
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■Foutwall Canada Lyon Lake （凝灰岩） 

 肉眼的には薄だいだい色で、硬質な、鉱床の下盤にくる酸性凝灰岩。青や黄色や紫の

鮮やかな干渉色が見られるが、ほとんど石英の粒で構成されている。同じ薄片でも粒度

が大きい部分と、非常に粒度が細かい部分がある。粗粒部分は鉱床を作った熱水の影響

で、粒が大きくなってしまったのだろう。 
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＜苦鉄質火山岩＞ 

■北海道乳呑川上流（金雲母ランプロファイア） 

地元の愛好家が発見し、益富壽之助先生に見てもらったところ、わが国では大変珍し

い、幅８ｍｍ程度の六角短柱状金雲母斑晶を含む玄武岩岩脈であった、というイワクつ

きの標本。褐色板状に見えているものが金雲母である。無色の斜長石斑晶は、やや丸味

がかっており、双晶も累帯構造も含んでいない。 
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■青森県大石沢（玄武岩中空隙） 

大石沢は、激しく発泡した玄武岩の空隙に、方解石に加え、多種類の沸石族と、オー

ケン石などの珍しい鉱物を産するところである。空隙中の白色鉱物は、蚕の繭玉のよう

な形で、ぽろっと分離することができる。しかし、このままでは鉱物の同定が難しいの

で、試みに繭玉の一つを割ってみたところ、断面の外側から、緑色透明の魚眼石が、二

か所から中心に向かって楕円状に伸びており、その隙間を白色鉱物が埋めていた。この

白色鉱物、研磨してみると、意外に硬質で、陶器を削っているよう。沸石族は、基本的

に低硬度なので、このような硬さを持つものは、硬度 41/2-5のオーケン石といって間違
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いない。 

  

  

 

■青森県大石沢（玄武岩）  

大石沢の玄武岩には、小さな空隙が沢山できていて、方沸石をはじめ、オーケン石や、

ガイロル石など、肉眼的同定の難しい白色鉱物が多く産出する。こういう場合も、鉱物

種の特定には、薄片制作より、電子顕微鏡作業の方が向いているが、空隙の内側を、ノ

ントロン石と思われる、赤褐色の層が覆っているのが興味深い。 
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■青森県青函トンネル（粗粒玄武岩） 

 青函トンネル貫通記念に、残された標本。ラベルには「15ｋｍ」とあるが、どちらの

入り口からの距離なのかは不明。とにかく、青森と北海道をつなぐ地下 100km付近の石

は、このような暗灰色緻密な岩石であるらしい。短冊状の斜長石には方向性がなく、褐

色部分は苦土橄欖石。柔らかいので、薄く削るまでは簡単だったが、その後しばらく置

いておいたところ、接着に使っていたサーモワックスの融点が低いため、接着剤がやや

溶けた感じになり、それに伴って岩石がひび割れてしまった。私は現在 500牧くらい岩

石薄片を作ってきたが、薄片制作後にひび割れができたのはこの標本だけである。海底

に噴出して固まった時の水分が、十分に抜けきれてなかったためか。 
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■秋田県荒川鉱山（玄武岩中脈） 

束沸石の母岩。母岩から離れるほどに、束沸石の粒度は大きくなっている。 
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■新潟県間瀬（玄武岩） 

玄武岩の空隙に、緑色透明の魚眼石や、二十四面体の方沸石などを産する母岩の薄片。

酸化環境で生成され、母岩全体が赤褐色に染まっている。四角い板状部分は斜長石斑晶。

玄武岩が固化する時に、表面で火山ガスが発泡し、基質に球状のものが多く見られる。 
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■新潟県大山採石（玄武岩） 

母岩はおそらく玄武岩なのだが、サーラ輝石（透輝石や灰鉄輝石の中間であるものを

呼ぶ時の野外名）や、鉄ばん柘榴石のようなスカルン鉱物が多く見られる。白色繊維状

の鉱物など、共存鉱物も多く、非常に特殊な産地。自分が行ったこともない産地の標本

を、色々と書いてきた私だが、この産地だけは、未だにほとんど理解が及んでいない。 
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■新潟県清水倉（玄武岩？）  

白色板状集合の斜長石斑晶の間を、緑色粒状の苦土橄欖石が埋めている。と書くと、

どれも同じように見えるが、今まで作った玄武岩の薄片と比較すると、橄欖石と斜長石

の接する度合いが高いように見える。このように密接にくっついている組織を持つ玄武

岩はあまり見たことがない。ふぶき標本 

  

  

 

■新潟県小杉（玄武岩中空隙）  

閉鎖系空隙に、灰十字沸石が生成されている、母岩の玄武岩薄片。この地域の斜長石
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斑晶は、このような特徴的な集合形態を見せるようだ。暗い緑色粒状集合は苦土橄欖石

か。 

  

  

 

■新潟県谷根（玄武岩） 

空隙に、ファコライト型の菱沸石を産する母岩。斑晶の斜長石は、見事な累帯構造を

示していて美しい。 
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■福井県大野群上庄村（粗粒玄武岩岩脈） 

古い岩石組標本の一つ。斜長石の長板状斑晶が、非常に大きく、細かい繰り返し双晶

を見せている。石基には。緑泥石の丸い粒が多数生成されていて、はっきりしないため、

多少変質を受けているのかもしれない。 
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■石川町恋路（玄武岩）  

空隙に桃色放射状の霰石を産する、有名産地の玄武岩母岩部分。長柱状の斜長石が、

漂流した筏（いかだ）のように寄り集まっている。1,2枚目で空間があるところを埋め

ているのが霰石。古い組標本のひとつ。 
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■栃木県和泉(玄武岩) 

比較的粗粒な玄武岩。オープンニコルで暗い褐色の粒に見えるのは、ノントロン石化

した苦土橄欖石。斜長石の斑晶も大きく、繰り返し双晶がみられる。石基に見られる、

細かい短冊状斜長石は、斑晶の周囲でやや流動性が見られる。 
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■栃木県御沢（玄武岩） 

玄武岩の空隙に、白色毛状のモルデン沸石と菱沸石、自形水晶が共存しているもの。

繊維状部分がモルデン沸石。モルデン沸石と接する、つるっとした粗粒部分は、モルデ

ン沸石より先にできた菱沸石であろう。母岩の玄武岩は比較的粗粒のもので、変質して

組織を失いつつある。 
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■埼玉県大蔵鉱山（変質玄武岩） 

大蔵鉱山は層状マンガン鉱床の鉱山である。付近には、赤色チャートが大きく褶曲し

た露頭なども見られ、駅からも近いので、索道を下した川に沿ってズリまで手軽なハイ

キングコースがつけられている。埼玉県にマンガン鉱物に長けた方がおられて、どうし

てマンガン鉱物がお好きなのか伺ってみると、「子供の頃マンガン鉱山で遊んでいたか

らだ」と仰る。女性の力では割りにくい、硬いマンガン鉱石を、楽々と割って下さり、

「これが何々鉱物だ」と言って見せて下さる。そのため、鉱物同士の境目がわかりにく

い、マンガン鉱物には不慣れであった私も、その時教えて頂いたものは、かなり記憶に

残り、同定できるようになった。 

この岩石は、緑っぽい母岩に暗い緑色の小さな斑点が、ポツポツとついており、「グ

リーナライト」と教わった。もう一つ、暗い緑色で、ツルツルした見かけのものも「グ

リーナライト」と聞いた。グリーナライトは蛇紋石系の鉱物であるから、緑っぽい母岩

が変質を受ければ、暗い緑色ツルツルの岩石になるのかと思った。とりあえず、硬質な

緑っぽい母岩の方から薄片にしてみたところ、驚いたことに杏仁状玄武岩そっくりで、
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玄武岩の空隙の中が、緑色になっていた。この緑色の部分がグリーナライトということ

だろうか。1,2枚目も蛇紋石のような組織に見えないこともない。繰り返し双晶をした、

大きな斜長石他形斑晶も見られる。 
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■東京都盆堀川(玄武岩)  

比較的粗粒なので、おそらく中央海嶺から噴き出した苦鉄質火山岩が、地表に比べて

ゆっくりと固まったもの。白色短冊状の斜長石が交差する間を、暗緑色粒状の苦土橄欖

石が埋めている。 

  

  

 

■東京都奥多摩町（杏仁状玄武岩） 

 関東地方の中学校で使われていた岩石標本のうちの一つ。ラベルには「緑色凝灰岩」

とあったので、楽しみにしていたが、斜長石の長板状斑晶の存在と、母岩の空隙の中に
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沸石類ができている様子からすると、杏仁状玄武岩とする方が良いであろう。小さい空

隙の中にできた針状の沸石は、偏光顕微鏡のステージを回すと、十字が風車のようにク

ルクルと回転するので、面白い。 

  

  

  

 

■千葉県嶺岡山（玄武岩） 

暗緑色細粒の母岩に、白色のペクトライト脈が入る標本。ペクトライトの母岩は超塩

基性岩と思っていたから、薄片にしてみると、玄武岩の組織が現れて驚いた。1枚目の

左下に映っている、透明な部分がペクトライト脈。母岩の玄武岩には、やや大きな板状

斜長石も見られるが、石基の斜長石はやや混濁していて、海底に溢れ出た痕跡を残して
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いる。千谷鉱山の玄武岩と比べると細粒である。 

  

  

 

■神奈川県須雲川（巨晶灰長石玄武岩） 

 灰長石が特に大きくなった玄武岩は、東日本のプレート境界に多いという共通性があ

るが、須雲川の灰長石は、特に黄色い染みとして自然真鍮が含まれている。灰長石は、

苦土橄欖石を核にして成長したものとそうでないものがあり、繰り返し双晶をしている。

斑晶には褐色板状の普通輝石が見られる。 
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■山梨県上佐野（閃緑岩岩脈） 

上佐野は、クロム透輝石の四周完全な斑晶を産することで、鉱物愛好家に親しまれて

いる。昔は「閃緑ひん岩」と呼ばれていたが、現在は「閃緑岩岩脈」に統一されている。

この薄片は、古い岩石組標本から切り出したもので、クロム透輝石であるかどうかはわ

からないが、褐色の輝石族斑晶が目を引く。しかし、周囲の石基がぼんやりしているの

は、薄片が厚いせいだけではあるまい。 
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■山梨県宝鉱山（玄武岩） 

 宝鉱山は、熱水変質の影響で、黄鉄鉱とカオリナイトを主体とする構成が見られる鉱

床である。母岩の種類は多く、林道の付近でも沸石を含んだ緑色凝灰岩や、玄武岩が見

られる。宝鉱山の玄武岩には、累帯構造や包有物、繰り返し双晶が見られない。また、

沸石を運んできた熱水によって、全体的にやや変質している。 
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■山梨県大月町（変質玄武岩） 

 巨晶灰長石玄武岩を含む変質玄武岩。１，２，３枚目の平行ニコルで、白色に見えて

いる部分が巨晶灰長石。結晶の脆い部分に沿ってひび割れが入っている。比較的粒が小

さい灰長石は、クロスニコルで灰色に見えていて、累帯構造を持っていたり、間に頑火

輝石を噛んでいたりする。写真にはうまく映っていないが、巨晶灰長石の成長の核とな

った苦土橄欖石は、熱水変質を受けてノントロン石という鉄苦土質の粘土鉱物となって

いる。灰長石に比べてやや褐色味がある柱状斑晶は頑火輝石で、クロスニコルで見ると、

双晶している上に、累帯構造も持っていることがわかる。 
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■静岡県大崎海岸（玄武岩） 

 暗い緑色の普通輝石と褐色の頑火輝石を含む、灰長石巨晶玄武岩。肉眼的には玄武岩

としては灰色で、新しい時代の新鮮な火山岩。斑晶が密に寄り集まって、ほとんど石基

部分がない。このような火山岩を過斑晶（かはんしょう）と呼ぶ。灰長石には累帯構造

や双晶が見られるが、輝石族にはそのような特徴がみられない。 
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■静岡県富戸（玄武岩） 

 富戸（ふと）の玄武岩は、室戸山から流れ出た玄武岩質溶岩が、海岸の近くで観察で
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きる。短冊状の細かい斜長石が、方向性を持って並んでおり、溶岩が流れた状態を記録

している。やや大きい灰長石には、双晶も見られる。地価のマグマ溜りの中で、累帯構

造を作る余裕はなかったようである。岡山県天神峡の変質安山岩と比べても、流れる力

は大きかったことが伺える。 
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■静岡県美和鉱山（ピクライト玄武岩） 

苦土橄欖石の大きな斑晶が特徴的な玄武岩。しかし、やや熱水変質を受けつつあるの

か、苦土橄欖石の一部はノントロン石に変わりつつある。斑晶の大きさも大きいが、量

も非常に多く、見て楽しい組織となっている。 
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■静岡県大崩海岸（アルカリ玄武岩） 

チタン普通輝石や斜長石、方沸石が主体のアルカリ玄武岩。狭義の分類ではテッセン

岩と呼ばれる。平行ニコルで暗い褐色粒状のものがチタン普通輝石。斜長石は幅の広い

繰り返し双晶を見せている。玄武岩としてはかなり粗粒な岩石。 
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■京都府高内（玄武岩）  

「橄欖石玄武岩」というラベルのついた標本。長柱状の組織が沢山見えるが、これが

橄欖石だろうか？平行ニコルで白く映っている部分は、斜長石。一般的な玄武岩の組織

と比べると、やや変わっている。 
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■岡山県千谷鉱山（玄武岩） 

蛇紋岩中に淡い黄色の菱苦土鉱脈を産出する、千谷鉱山東側のズリより、磁鉄鉱を含

む強磁性玄武岩。黒色部分が磁鉄鉱。短冊状の斜長石の大きさに大小があり、石基はや

や変質している。菱苦土鉱を運んできた熱水に影響を受けたものかもしれない。 

  

  

 

■岡山県千谷鉱山西側（玄武岩） 

 岡山県千谷鉱山は、淡い黄色脈状の菱苦土鉱を掘った鉱山である。西側の斜面では、

菱苦土鉱を伴わない母岩として、このような強磁性の玄武岩が見られた。板状の斜長石
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斑晶が非常に多く、大きいものは双晶をしている。斜長石斑晶は、密に詰まっているが、

外形が完全に失われるほど、くっ付いている訳ではない。苦鉄質鉱物の量が少ないので、

斜長岩といっても良いのかもしれない。ふぶき標本。 

  

  

  

  

■広島県男鹿山（アルカリ玄武岩） 

 北部中国地方から朝鮮半島に向けて、小規模なアルカリ玄武岩の噴出が知られている。

男鹿山のアルカリ玄武岩は、褐色粒状の普通輝石を含む、暗灰色細粒の玄武岩である。

白色板状の斜長石も見られるが、石基より若干大きい程度。 
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■広島県要害山（粗粒玄武岩） 

 地表に噴出したものではなく、地価の浅いところでレンズ状の「シル」として固化し

たもの。のちに白亜紀の花崗岩の貫入を受けて、やや変質している。暗褐色に見えてい

るのは苦土普通角閃石。白色板状の部分は斜長石。噴出して急冷されたものではないた

め、全体が同じような大きさの粒で構成されている。この山にボーリングを試掘した折

は、非常に硬かったそうだ。 
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■広島県服部（玄武岩） 

 アンチモンの酸化鉱物である、バレンチン鉱の産出で知られる正和鉱山の母岩の一つ。

暗い緑色細粒の玄武岩で、空隙には、細かい長柱状集合の緑簾石と、緑簾石の上に白色

繊維状の緑閃石が見られることがある。おそらく、太平洋プレート上に噴出した、比較

的粒の細かい海洋性玄武岩。直接鉱床に関わった部分ではないので、変質の度合いは少

ない。 

  

  

 

■広島県徳田（粗粒玄武岩）   
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徳田の粗粒玄武岩は、私の家の裏山で、幼いころから何度も前を通っていたが、どう

いう岩石でできているのか、石の趣味を始めるまでは全く関心を持ったことがなかった。

ある日、墓参りのついでに露頭を東向きに眺めていたところ、角度の急な右上がりの脈

のようなものを見つけた。その場所は人通りも多く、登るわけにもゆかないので、麓を

回ってみたところ、手の届くところに、幅 5mmほどの細くて脆い脈をいくつか確認した。

すでに露頭上でひびが入っており、ハンマーがなくても、手でつまむと剥がせるので、

いくつかの欠片を持ち帰り、実体双眼顕微鏡で確認したところ、脈の外側から中心に向

かって桃色微斜長石→暗い灰緑色緑閃石＋白色で細い柱状の濁沸石が生成されていた。

これは、粗粒玄武岩が存在した場所に、後から白亜紀の花崗岩が貫入してできたものだ

と思われる。風化部は、このように脆くなっているが、この粗粒玄武岩の上に高校を建

てるためにボーリングを行った折、「堀り進めないほど硬い岩石だった」という話を聞

いたことがあるので、新鮮な部分は比較的しっかりしているのだろう。 

1,2枚目は新鮮な粗粒玄武岩の部分で、平行ニコルでは短冊状の斜長石が白色に見え

ている。3,4,5,6枚目は、やや変質している部分で、暗い緑色柱状の部分は緑閃石、明

るく不定形な部分は濁沸石だろうと思う。 
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■広島県男鹿山（アルカリ玄武岩）  

朝鮮半島から、分布が点々と続く、アルカリ玄武岩の、礫が集まったような部分の薄

片。そうでない部分よりは、明るい緑色粒状の苦土橄欖石斑晶がよく見えている。組織

も全体的に大きい。中国地方の日本海側に、ポツポツと分布するアルカリ玄武岩は、日

本海が開いて行く時に、ホットスポットのような部分ではなかっただろうか、というの

が恩師の説。 

  

  

 

■広島県奥門田（玄武岩） 

玄武岩中の横に伸びた空隙に、菱沸石やレビ沸石を多産した産地。灰色部分が沸石族。

石基は比較的細粒である。 



162 

 

  

  

  

  

  

■広島県甲山鉱山黒木鉱床（粗粒玄武岩） 
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 甲山鉱山は、自然金を掘って栄えた鉱山として、広島県東部では有名である。という

のは、熱水鉱床としては硫化鉱物が比較的少なく、ほとんど石英のみであったため、精

錬がしやすかったのである。ただし、当時儲けた大金は、何かの欲に付かれて、泡のよ

うに消えてしまったと聞いている。 

 甲山鉱山の熱水鉱床の母岩は、流紋岩をはじめ、砂岩、珪岩、粘板岩、なども存在す

るが、この地域一帯の母岩は流紋岩、というイメージがあまりに強すぎて、黒木鉱床の

暗い緑色の母岩に名前が付けられなかった。手間暇かけて、ようやく岩石を摺り下ろし

てみたところ、流紋岩とはとても言えない岩石組織だ。板状の斜長石がひしめいており、

緑泥石のような緑色の部分もある。以上の特徴からすると、粗粒玄武岩であろうか。言

われてみれば、広島県駒ケ原の凝灰岩に見られるように、粒子が細かく選別されている

様子はない。強いて言うなら、後述する広島県要害山の組織と似ているが、こちらの方

がやや結晶の粒が大きい。甲山鉱山の含金石英脈を作った熱水により、やや変質を受け

ている。ということで、こんな一般的な岩石の名前を、ラベルに書けるようになるまで、

４年もかかってしまった。神谷雅晴による記載文「甲山鉱山およびその周辺の含金銀石

英脈について」では、薄片を作る余裕がなかったため、粗粒玄武岩の名前は出てこない。 
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■鳥取県後谷鉱山（玄武岩）  

スカルン鉱床を作った熱水が、後谷鉱山の母岩の一つであった玄武岩に作用して、斜

長石を濁沸石に変化させたもの。この標本には、まだ白色板状の、斜長石斑晶が残って

いるが、これに熱水が供給され続けると、肉眼的には、濁沸石の斑点として見られるよ

うになる。さらに熱水の供給が続けられると、濁沸石の斑点同士がつながって、全体が

濁沸石の塊になる。当初は杏仁状玄武岩かと思っていたが、薄片を作るだけで、地球語

が読めた例の一つ。自分で疑問に思いながら、採取したおかげ。  

  

  

  

 

■鳥取県後谷鉱山（玄武岩） 
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肉眼的な粒が揃った、白っぽい砂岩のように見える部分は、やや変質した玄武岩。後

谷鉱山は岩石の種類が多いと聞いてはいたが、色々拾って帰って薄片を作ってみると、

変質の程度の違いで肉眼的な見かけが変わっているだけで、少なくとも私が確認した玄

武岩だけでも、（１）鉱床から離れており、比較的変質を受けていないもの。（２）やや

変質を受けて、直径２ｍｍ程の濁沸石の小さな杏仁状組織ができつつあるもの。（３）

肉眼的にも確認てきるような直径 10ｍｍ程度の空隙に、濁沸石ができているもの。（４）

もっと変質が進み、空隙と空隙がくっついて、濁沸石の脈になりつつあるもの。の 4

段階が認められた。わかってみればそれぞれに味わいがあり、結構場所を取ってしまう

が、どれも欠くことができないため、今のところセットで置いている。 
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■島根県小馬木鉱山（玄武岩） 

小馬木鉱山では、グライゼン以外に暗い緑色中粒の岩石も拾っていて、「緑色片岩」

としていたが、薄片にしてみると、玄武岩（ドレライト）ですね。これは。千葉県嶺岡

山のものに似ているが、黒色粒状の磁鉄鉱を含んでいる。 

  

  

 

■島根県桂島（アルカリ玄武岩中脈） 

白色半透明の玉髄脈に点在する、放射状フェリエ沸石。フェリエ沸石の間を埋める放

射状の玉髄の成長にも、方向性がある。 
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■島根県御津（粗粒玄武岩） 

ドレライトとも、輝緑岩とも呼ばれる。斜長石と輝石を主体とした玄武岩。マグマ溜

りから上昇して、一旦地下の浅いところにレンズ状の「シル」を作ったものとも言われ

る。そのため、苦鉄質深成岩ほど粗粒ではないが、苦鉄質火山岩ほど細粒ではないとい

う、中間的な粒度を保っている。全体的にやや変質している。 
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■島根県鵜峠鉱山（玄武岩） 

 鵜峠鉱山は、黒鉱鉱床の鉱山で、白色繊維状の石膏脈の中心に、わが国で初めて天青

石が発見された産地である。石膏脈は支流の両岸に見られる柔らかな地層に見られるが、

同じ沢の転石で、暗い灰色の玄武岩を採取した。この玄武岩には、幅４mm程度の輝沸

石、モルデン沸石を含む白色脈が含まれており、沸石をもたらした熱水によって母岩の

玄武岩自体も変質を受けている。大分薄くしても、岩石が光に透けない。所々に黄緑色

から褐色楕円状のものが見られるが、これは苦土橄欖石から変質したノントロン石であ

ろう。斑晶の斜長石の形も朧げに確認できるが、大きさは小さい部類。 

  



169 

 

■香川県白鳥町（玄武岩岩脈）  

「スペサルト岩」というラベルがついている岩石を研磨。岩石の名前は、あまりに増

えすぎてしまったので、現在は統一化の方向に進んでいる。地上に噴出した玄武岩に比

べると、明らかに粗粒。短柱状斜長石は、繰り返し双晶をしていたようだが、全体的に

やや変質を受けていて、その組織は、朧気にしか残っていない。  

  

  

 

■福岡県芥屋（玄武岩） 

玄武岩の空隙にレビ沸石を多産するもの。1-4枚目の粗粒部分がレビ沸石。板状の組

織が確認できる。玄武岩は比較的粗粒で、変質を受けているのか、鉱物同士の境界が曖

昧である。 
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■佐賀県加久保（玄武岩） 

玄武岩中の空隙に、ギズモンド沸石を包有する。心を鬼にして、何とかギズモンド沸

石の組織を収めるため薄片を作ったが、ギズモンド沸石の部分は削りすぎてなくなって

しまったようだ。やや明るい色の部分が、ギズモンド沸石だったらいいな、と思ってい

る。玄武岩は全体的に変質を受けており、細粒である。 



171 

 

  

  

 

■佐賀県満越（アルカリ玄武岩） 

玄武岩と言うと、黒っぽいイメージがある。満越のアルカリ玄武岩は、玄武岩として

は比較的灰色っぽい部類に入る。しかも、このアルカリ玄武岩には、希土類元素を含む、

木村石やのような珍しい鉱物をはじめ、ネオジム弘三石・肥前石・ランタン弘三石とい

う種の日本新鉱物が発見されている。同じアルカリ玄武岩と言っても、満越のものはか

なり特殊なものである。石基は細粒で、その中の比較的大きな粒は苦土橄欖石。 
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■長野県生月島（玄武岩） 

空隙に菱沸石を湛える玄武岩。奥門田より、石基の斜長石が大きく成長している。夏

の暑い時に薄片を作って置いておいたところ、融点の低いサーモワックスを使っていた

ため、接着剤が伸びる力に負けて、岩石にひび割れが入ってしまった。元々脆い玄武岩

であったが、沸石は削り取ってしまったようだ。青函トンネルの玄武岩と似ている。 

  

  

 

■長崎県女鹿（玄武岩）  

閉鎖系の空隙に、トムソン沸石など、数種の沸石を含む玄武岩。同じような空隙中で
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も、繊維状の沸石、粒状の沸石、板状の沸石が埋めていたりする変化がみられる。暗い

茶色の母岩に埋まる。白色短冊状集合は、斜長石斑晶。母岩全体が、やや変質している

ため、累帯構造は見られない。 
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■Nieder ,Germany（玄武岩） 

 Nieder では、多孔質な玄武岩の空隙に、藍方石ができている。イタリアの火山岩に

似た、非常に軽い岩石である。地上に噴出してあまりに急激に冷えたため、海洋に噴出

した玄武岩に比べると、石基部分があまり成長していない。そのため、クロスニコル下

では斜長石の斑晶のみ浮き上がってくる。斜長石にも淡い内部構造の存在が認められる。

双晶になるものがあるのは確かなようである。丸い球は、樹脂に封入する時に入ってし

まった空泡。もう少しよく加熱して泡を飛ばせばよかったが、岩石自体に空洞が多いも

のは、そうやってもスライドグラスから剥がれ落ちる確率が高い。 
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■Thunder bay coldwall Canada（玄武岩） 

古い時代のアルカリ複合岩体に含まれる海洋性玄武岩（枕状溶岩）。斜長石の斑晶も

見られず、海水との反応で、急冷されたために細粒。枕状溶岩の表面付近には、揮発性

物質で満たされた空隙が生成されるが、これは表面から離れた中心に近い部分。 

  

 

■Ballantrae Scotland （玄武岩） 

 ラベルには「蛇紋岩」とあったが、双晶した斜長石の板状結晶が見られることと、急

冷相である石基に細かい斜長石の集合があることから、玄武岩とした。１，２枚目に移

っている二本の斜長石の反対側の末端は３，４枚目のような状態である。しかし、薄片

の切断面に対して、斜めに傾いているために、先端がはっきりしていないように見えて

いる。小さな斜長石結晶が寄り集まっている部分も見られる。Margin Ballantrae 

Scotrand と違って、揮発性物質の影響に乏しい。 

  



176 

 

  

  

  

 

■Margin Ballantrae Scotrand（玄武岩・枕状溶岩） 

海底中に少しずつ噴出した玄武岩質マグマは、冷たい海水と直接接することで急激に

冷やされる。そのため、地上で噴出する溶岩のように、マグマ中に含まれていた揮発性

物質が逃げる場所はなく、気泡中に含まれていた二酸化炭素や珪酸分は、ナトリウムや

カルシウムと結合して、方解石などの炭酸塩鉱物や方沸石や曹達沸石などの珪酸分に乏

しい沸石族で、空隙を満たす。球状の空隙中で白色等粒状組織に見えているのは方解石。

放射状集合に見えるのは曹達沸石。空隙の外側を埋めているのは、玄武岩の石基と呼ば

れる部分で、細かい柱状の輝石族の集合。空隙と石基の間に、黒い反応縁のようなもの
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も観察できる。 

  

  

  

  

 

■South Vancoover Island Canada（玄武岩） 
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 変質を受けていない新鮮な海洋性玄武岩。Margin Ballantra のものに比べて、空隙

は小さくて、少なく、大きさも揃っている。空隙の内部には、方解石ではなく板状の曹

達沸石で充填されている。大きな斑晶が一切見られず、石基部分も非常に短時間で固化

したもの。平行ニコルで暗い緑色に見えるのはセラドン石。 

  

 

■South Vancoover Island Canada（粗粒玄武岩） 

変質を受けていない新しい時代の新鮮な玄武岩。平行ニコルでは白色長板状集合の斜

長石の外周が、発揮した境界として残っている。斜長石には、長時間かけて作られる、

双晶や累帯構造組織は見られない。  
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■Presell Hill（玄武岩） 

 古い地質時代の玄武岩の一つと思われる。クロスニコルで、灰色に見える斜長石の量

が比較的少なく、クロスニコルで粗粒褐色の輝石族が目立つ。全体的に鉱物の境目があ

いまいなため、少し変質を受けているのかもしれない。 

  

  

  

 

■Yellow knife earne Lake Canada（粗粒玄武岩脈） 

 ナトリウムに富んだ粗粒玄武岩（ドレライト）脈。 平行ニコルで白色長柱状集合を

見せている斜長石は、双晶しているものもしていないものもある。斜長石の間を埋めて

いる暗緑色部分は角閃石族だろうか。あまり方向性を持っておらず、ぐちゃっとした印
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象を受ける。全体的に粗粒。 

  

  

  

 

■北海道小別沢鉱山（変質安山岩） 

 ここからは、しばらく小別沢鉱山の変質安山岩の話が続く。これも、縁あって私のと

ころに預けられた薄片である。今までにご紹介してきた変質安山岩にも、いろいろな組

織のものがあったが、小別沢鉱山の変質安山岩は、ひときわ斑晶が多く、おまけに斜長

石は複雑な双晶をしており、黄褐色の苦土橄欖石も含まれている。さすが、わが国の大

学生の卒論のテーマに値するだけのことはある標本。「斜長石の中が溶けているのは変

質している部分に多い？」と記されている。 
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■北海道小別沢鉱山（変質安山岩） 

 比重の軽い鉱物も、重い鉱物もまざりあって、もみくちゃ。ラベルには「斜長石の双

晶が多い」と記されている。 
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■北海道小別沢鉱山（変質安山岩） 

小別沢鉱山の変質安山岩続き。肉眼的には灰褐色。非常に斑晶が多く、石基部分がほ
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とんど見られない。斜長石の双晶組織もはっきり残っており、変質の程度は低いと判断

できる。斜長石の斑晶の間を埋めるように、苦土橄欖石の針状結晶が埋めている。ラベ

ルには「苦土橄欖石と斜長石の中に針？」と付されている。 
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■北海道小別沢鉱山（変質安山岩） 

 これも、小別沢鉱山の変質安山岩。肉眼的には灰緑色。斜長石は累帯構造を見せるも

のもあり、双晶しているものの中には、やや変質をうけて組織が朧になってきているも

のもある。比較的斑晶の量が少ない部分で、苦土橄欖石の形も不定形である。ラベルに

は「石英、橄欖石」と付されている。 
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■北海道小別沢鉱山（変質安山岩） 

肉眼的には、灰緑色の変質安山岩。前項の斜長石と同じように双晶しているが、結晶

組織はより破壊されており、苦土橄欖石の粒も大きい。比重もやや大きそうだ。苦土橄

欖石は、急激に成長したからか、針状集合となっているが、その領域がひときわ大きい。

斜長石の内部を貫くコイル状のものも観察できる。ラベルには「針状の苦土橄欖石、コ

イル状のものの存在。珪化している」と付されている。 
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■北海道小別沢鉱山（変質安山岩） 

肉眼的には茶褐色の岩石で、小別沢鉱山他の変質安山岩と比べても、ひときわ変質を

被っている。斜長石は双晶しているが、輪郭がぼやけつつあるし、橄欖石も、ノントロ

ン石化しつつある。ラベルには「コイル状の物質の存在、針状橄欖石」とある。 
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■北海道小別沢鉱山ズリ場（変質安山岩） 

 小別沢鉱山の変質安山岩続き。斜長石の繰り返し双晶がはっきりしているため、変質
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の程度は少ないが、薄緑色短柱状の透輝石（？）が、メンバーに加わって、よりごちゃ

ごちゃした印象を与える。一体どんな経緯をたどれば、このような形容しがたい組織に

なるのだろうか。非常に複雑な生い立ちを秘めた岩石である。ラベルには「コイル化。

珪化」と付されている。ちなみに、この大学では、技師に頼んで薄片を作ってもらうた

め、斜長石の色が灰色という風に、光学的に正確な色合いで見えている。  
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■北海道小別沢鉱山（変質安山岩） 

斜長石の斑晶が大きいだけでなく、内部のひび割れに、淡い黄色の鉱物を生じている。
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繰り返し双晶も見られるが、破砕されたものが再度癒着したり、輝石族と噛み合って、

非常に複雑な組織を示している。こういうものの説明はついているのであろうか。ラベ

ルには「緑泥石化。コイル状物質の存在」とある。 
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■福島県石川町（角閃石安山岩） 

 石川町の角閃石安山岩であるが、1,2枚目に見られる大きな斜長石は、双晶している

だけでなく、全体に累帯構造が見られる特異なものである。また、3,4枚目のように、

双晶はしているが、累帯構造の見られないものも交じっている。さらに 5,6枚目のよう

に、複数の斜長石が複雑に接合したものも見られる。複数のマグマが混ざった経緯を示

しているようにも見える。 
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■長野県霧ヶ峰（複輝石安山岩） 

 産地が近いこともあって、長野県唐沢山の複輝石安山岩とよく似ている。ただし、斜

長石の大きさは、霧ヶ峰の方がやや小さいため、マグマ中での生長期間が短かったこと

が察せられる。斜長石の双晶の状態もこちらの方が複雑そうである。やや丸っこい黒色

粒は磁鉄鉱。石基部分が少なく、斑晶同士が接した状態になっているのは、斑晶成長の

栄養となるイオンの取り合いが激しかったためか。 

  

  

  

 

■長野県諏訪市唐沢山（安山岩） 

 典型的な複輝石安山岩。複輝石の「複」は、透輝石と普通輝石という二種類の輝石を
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含んでいるという意味である。鉄平石として、建物の建材として使われることでも有名。

平行ニコルでは白色部分のの粗粒柱状斜長石は、クロスニコルで繰り返し双晶がはっき

りしている。８枚目中央に映っている大きな粒は普通輝石。１４枚目の右下に映ってい

る黄色の他色性を見せているのは透輝石。やや丸みを帯びた黒い粒は磁鉄鉱。これから

粗粒の結晶は、溶融状態のマグマの中で、ゆっくりのびのびと結晶化して大きくなった

もの。それ以外の細かい結晶が集まっている部分は、マグマが地上に噴出して、空気と

触れることで急冷された石基と呼ばれる部分。ふぶき標本。（研摩も） 
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■東京都新島村石山（無人岩） 

灰色で、軽い母岩の空隙に、褐色針状のパーガス閃石が生成されている。1,2枚目に写

っているのは、斜長石の斑晶。幅の広い繰り返し双晶が見られる。3,4枚目は母岩の無

人岩（ぼにんがん）。比較的古い時代に高温で噴出した、わが国では、小笠原諸島にし

か見られない、珍しい岩石なのだが、離島であるだけに、ここまで訪れるようになった

ら、石の病も相当深くなっている。 
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■神奈川県吉濱(安山岩) 

吉濱の安山岩中の斜長石斑晶は、3,4枚目の中央に見られるように、斑晶の輪郭が溶

けて丸くなっているだけでなく、累帯構造に加えて貫入双晶も含んだ複雑な生い立ちを

示している。5,6枚目のように、丸まった斜長石と輝石がくっついて成長しているもの

も見られる。マグマ溜まりの中で、成分が飽和点に達しない状態となり、その後さらに

流動的な地質現象もあった様子が読み取れる。 
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■神奈川県谷峨（安山岩） 

 谷峨は、暗い緑色の安山岩中に、10mm前後の普通輝石巨斑晶を含んだ岩脈が見られ

ることで有名だが、岩脈は一本だけでなく、間隔を開けて、鉱物種類の違うものが、何

本も貫入したことが明らかとなっている。頑火輝石の内部には、六角形の結晶断面に、

不規則な縞状模様が浮かび上がっている。輪郭の丸い鉱物には、内部にひび割れが見ら

れる。また、縁を持つ楕円状の部分は、岩脈から揮発性物質が抜けた跡で、内部には干

渉色の低い沸石類が生成されている。 
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■神奈川県谷峨（普通輝石安山岩） 

 谷峨（やが）の安山岩は、普通輝石の稜が鋭い長さ８ｍｍ程度の短柱状の斑晶が、多

く含まれることで知られている。１，２枚目の中央に写っているは、普通輝石である。

普通輝石には累帯構造が認められないが、亜灰長石には繰り返し双晶や累帯構造が認め

られる。やや丸み掛かった黒色の粒は磁鉄鉱。母岩は比較的暗緑色だが、石基部分に短

冊状の斜長石が少ないのは、岩脈だからである。 
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■神奈川県谷峨（安山岩） 

 谷峨には、構成鉱物の違う安山岩の岩脈が、長い露頭に渡って数本確認されている。

岩脈それぞれに貫入してきた時期や成分が違うようで、末期の空隙に菱沸石、トムソン

沸石などができている岩脈もある。上記の普通輝石安山岩と数百メートルも離れていな

いところだが、斜長石の内部に不思議な模様が浮かび上がっている。 
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■山梨県扇山（安山岩） 

 扇山の林道に見られる、青緑色硬質な安山岩のひとつ。八ヶ岳付近に見られる、斑晶

がはっきり分離している安山岩とは違って、山梨県付近に見られる安山岩は結晶同士が

密集している。そのため、肉眼的な見かけは、典型的な安山岩とかなり違っており、や

や磁性があるので塩基性岩とはわかっていたものの、薄片にして構成鉱物を見なければ

安山岩と名付けることができなかった。細粒の石基部分も少なく、それぞれの結晶の大

きさも、飛び抜けてどれかが大きい訳ではないが、粗粒のものが集まっている。斜長石

には、繰り返し双晶の縞模様を持つものもあれば、累帯構造を持つものもある。褐色や
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明るい褐色に見えている丸っこい粒状鉱物は、普通輝石で、伸びの方向に垂直に切られ

た断面では、斜めに交差する劈開が見えている。黒色不定形の粒は磁鉄鉱。 

  

  

  

  

■山梨県上佐野（安山岩） 

 含クロム透輝石巨晶を含む安山岩。1 枚目の画面中央に暗い緑色として映っているの

が含クロム透輝石。黄色や青色の干渉色を見せているのは斜長石。斜長石は双晶してお

らず、累帯構造もない。全体的に比較的粒は粗粒で、塩基性マグマ中でゆっくり結晶が

成長したことが伺える。母岩はやや変質を受けているのか、長野県唐沢山の安山岩と比
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べると違いが明白だが、石基の組織がはっきりしていない。また、斑晶の普通輝石が大

きくなることは、八ヶ岳付近の安山岩によく見られるが、透輝石が大きくなっている例

はほとんどない。  

  

  

  

 

■山梨県久保（変質安山岩） 

 変質して赤鉄鉱ができているため、肉眼的には石基が赤褐色に見える安山岩。中粒の

斜長石を含む。斜長石の形はいびつで、累帯構造は見られないが、双晶が見られる部分

がある。赤褐色の粒はノントロン石。 
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■山梨県千足（粗面安山岩） 

 中央線の四方津（しおつ）駅から、山側に向かって歩いてゆくと、頭上や林道の脇に、

柱状節理のねじれた束を認めることができる。柱状節理の断面は六角形で、割ると、全

体の色味は淡い薄橙色をしている。その中に幅 2 mm、長さ７mm程度の白い中性長石の

まばらな斑晶が埋まっている。粗面安山岩の「粗面」という文字は、「この種の岩石に

含まれる中性長石の割れ口が、他のものに比べてガタガタして見える」というところか

ら名付けられたという。肉眼的な特徴が乏しいので、どのような組織を見せてくれるの

か楽しみにしていたが、平行ニコルで薄橙色に見える中性長石は、双晶になっている様

子はない。ただし、小さな斑晶には、累帯構造の痕跡が残っている。視野の中央に、青

緑色三日月状のものが写っているのは、何であるか不明。 
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■岡山県天神峡（変質安山岩） 

 露猫と露猫母が 2015年 7月 6日に偶然見つけた新産地。変質安山岩中に菱苦土鉱、

緑色凝灰岩中に鉄斧石、ダトー石などを産出した熱水変質鉱床だが、現在は消滅。この

安山岩は、鉱床の生成にあまり影響はなかったと思われるが、肉眼では全体が青緑色細

粒の安山岩で、熱水変質の影響で一部が赤紫色に染まっていた。平行ニコルでは細かい

長柱状の斜長石結晶が、マグマが固化する前に少し流動を受けたため、やや湾曲してい

る。７枚目の中央の平行ニコルで、淡い緑色粗粒結晶に見えているのは透輝石。変質の

程度は非常に軽微。 
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■鳥取県大山（安山岩） 

 大山は、中国地方に現存する最大の火山であり、今まで複数回の噴火によって、組成

の違う岩石が様様に折り重ねられてできた山である。この安山岩は、その中の一つで、

ややいびつな形の斜長石や輝石が入り乱れている様子が観察できる。3,4枚目の中央に

見られる斜長石巨斑晶は、マグマ溜りの中で、斜長石斑晶がゆっくり成長する過程で、

成分の濃淡がはっきりした累帯構造として現れている。その後、マグマの流動があった

らしい。巨斑晶よりは小さいが、他の斑晶よりは大きい、累帯構造を持たない斜長石が、

柱面に食い込んでいる。 
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■香川県五色台（頑火輝石安山岩いわゆるサヌカイト）  

比較的アルカリ元素を多く含む、高温のマグマが急冷されたために、細粒で緻密な外

観を持つようになった頑火輝石安山岩。四国の車道を走っていると、緩やかな稜線を持

つ丸い帽子を伏せたような、柔らかい感じの山々を見ることができるが、これらが頑火

輝石安山岩でできた山である。クロスニコルで明るく見えているのが、頑火輝石。柱状

の斑晶を、柱面に垂直に切ると 1,2枚目の中心にみられるような粒状に見え、柱の伸び

に平行になるように切ると、3,4枚目の左下に見られるような、長い柱状になる。これ

は、同じ結晶を横に切断したか、縦に切断したかの違いだけである。以前は古銅輝石安

山岩と呼ばれていたが、現在の定義では頑火輝石安山岩とするのは良いだろう。このよ

うな香川県の山々では、板状に割れやすいサヌカイトをレンガのように積んで、段々畑

を作り、柑橘系の果物が栽培されている。 
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■長崎県雲仙岳（角閃石安山岩） 

 雲仙岳も、一度だけの噴出ではなく、何回かの噴出が重なって大きくなった火山であ

るが、この岩石も何種類かある岩石の一つである。角閃石には、前述の福島県石川町の

角閃石安山岩に見られるような、累帯構造は見られないが、繰り返し双晶は認められる。

また、マグマの中で、結晶化した苦鉄質鉱物が、周りのマグマ溶融体より比重が重いた

めに、沈殿して、複数個の斑晶がくっついている様子も見られる。少なくとも、それだ

けの時間はあったということが推測される。 
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■山梨県千足（安山岩） 

千足の粗面安山岩は、林道の壁面に六角柱状の見事な柱状節理を見せているが、そこ

からやや下ったところで拾ったものには、中性長石の斑晶がなく、割目には束沸石が生

成されていた。たった数百歩歩いただけで、岩石組織が変わるとも思えなかったが、試

しに薄片を作ってみると、こちらにはスプレー菊のような斜長石斑晶が、視野一面に現

れた。やや大きな斜長石斑晶もある。種名は特定できないが、輝石族のような苦鉄質鉱

物も含まれているようだ。 
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■岩手県猿沢鉱山（変質安山岩） 

割目に白色板状の輝沸石が生成されている、暗い緑色緻密な変質安山岩母岩。かなり

変質を受けているので、苦鉄質鉱物は分解されて、緑泥石などの粘土鉱物となり、高温

にも耐えられる斜長石斑晶が残っている。 
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■静岡県清越鉱山（変質安山岩Ａ） 

清越鉱山は、自然金をはじめ、輝銀鉱やイネス石などを産する熱水鉱床である。粘土

鉱物の記載が充実している。肉眼的には暗い灰緑色。研磨液は赤褐色で、中程度の硬さ。

安山岩にしては、丸い円礫を多数含んでいるのが特徴である。清越鉱山では、鉱床の生

成に伴う珪化作用の後、硫酸酸性溶液の影響で 2回の変質作用を受けている。熱水変質

作用においては、pH や、熱水の温度によって、構成鉱物や、粘土鉱物の現れ方違って

くる。それらの詳細が、膨大な研究をもとに、資源地質学会（2003）に纏められている

が、この本を友人に勧めたところ、女性には特に「本が大きくて重いので、読む気が起

きない」と不評だった。内容は充実していると思うが、私のような素人が読むと、頭が

痛くなって耳鳴りがしてくる。学会はこれらの声をどう受け止めるか。参考文献は以下。

高島清（ 1953）：静岡県伊豆半島中部の緑色岩類について、地質調査所月報 

4(2),pp137-142。資源地質学会（2003）：資源環境地質学,pp 195-202 

  

  

 

■静岡県清越鉱山（変質安山岩Ｂ） 

肉眼的には淡い緑色で、所々に杏仁状組織も生まれており、変朽安山岩（プロピライ
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ト）といっても差し支えない程度に変質している。しかし、磨くとやや硬く、組織を見

ても斜長石の痕跡が残っている。しかし、元の石基状態は、完全に失われてしまってい

て、光を通さない。 

  

  

 

■静岡県清越鉱山（変質安山岩Ｄ） 

アルファベットは、標本と薄片を一致させるために、手近なものから順番につけただ

けで、野外との関連性はない。肉眼的には白っぽい灰色で、かなり変質が進んでいるた

め、酸性凝灰岩に似た感じに見える。研磨すると、粘土臭い香りがする。モンモリロン

石などの粘土鉱物が豊富そうである。 
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■福井県大宮（角閃石ひん岩） 

角閃石ひん岩というのは、角閃石を含んだ、安山岩質の岩脈ということである。苦鉄

質のマグマが、固化する際に、体積が少なくなり、周囲にひび割れが入ったところに岩

脈が生成される。そのため、苦鉄質深成岩よりは細粒で、苦鉄質火山岩よりは粗粒のこ

とが多い。黒色長い柱状結晶が普通角閃石。基質は、全体的にややぼんやりとしていて、

杏仁状組織もでき始めているので、熱水変質（プロピライト化作用）を受けているよう

にも見える。一般的な岩石組標本のひとつ。 
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■山梨県桂川（輝石安山岩） 

野外に行くと言うと、ヤブを掻き分けながら、山の中の道なき道を這いずり回るイメ

ージがあるのかもしれないが、車の免許を持たない私にとって、河原の石ころは、大切

な味方のひとつである。特に桂川には、地質変化に富んだ山々から、色々な石が流れ込

んで、関東地方においては種類の豊富さでも随一だと思う。桂川の輝石安山岩は、長野

県先達の安山岩を変質させたような見かけで、肌の色が違うだけで、肉眼的な特徴はそ

っくり。オープンニコルで暗い緑色は透輝石。無色板状の斜長石には繰り返し双晶や累

帯構造が見られる。初歩の頃は、いたずらに車を走らせて、遠方の有名産地に行って道

に迷ったりするのではなく、このような河原で、実力を磨いてゆくのも一つの方法。 
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■愛媛県槇の川(変質安山岩) 

安山岩中の空隙に、本邦としては巨大な束沸石－魚眼石を産出した母岩の岩石薄片。

さすが、これだけ大きな沸石族を長期間湛えていた母岩とあって、よく変質している。

この薄片の厚みで、かろうじて斜長石の斑晶が見える程度。しかし、繰り返し双晶の名

残りをとどめているものもある。 
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■岡山県新成羽（変質安山岩・硬質） 

 ダムに遊びに行ったところ、たまたま斜面が崩落しており、その中の石に濁沸石の脈

が入っている茶褐色の母岩があった。岩石は、見かけの変化が大きいので、肉眼では名

前が付けにくく、仕方なく薄片を作るようになったが、このようにして斜長石の大きな

斑晶の形などが残っていると、明らかに塩基性岩由来のものと判断できる。それに濁沸

石の脈が入っているのだから、かなり大量の熱水が循環したことも伺われる。しかし、

元の安山岩の組織を完全に変えてしまうほどの変質ではなかったようだ。断面が長方形

に見える斜長石は、大きいものも小さいものもあるし、繰り返し双晶の痕跡が残ってい

る部分もある。また、５枚目中央付近に映っている暗緑色他形の部分は透輝石であろう。

平行ニコルで白色に映っている部分は濁沸石。下記の変質安山岩（軟質）に比べて、ま

だあまり変質が進んでいない。 
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■岡山県新成羽ダム（変質安山岩・軟質） 

 ダムに遊びに行ったところ、たまたま斜面が崩落しており、採取してきた変質安山岩

の軟質の方。まだ組織が残っている変質安山岩（硬質）と比べると、長石の形が曖昧に

なり、石基との区別が明瞭でなくなっている。炭酸水の影響も受けて、再結晶化してで

きた空隙には、方解石と緑泥石が満たされている。硬質の方がより新鮮な安山岩に近く、

軟質の部分は熱水の通り道だったことが確認できる。 
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■山梨県月見橋(変質安山岩) 

変質を受けた安山岩中に曹達沸石の脈が形成されている。空隙の周りは褐色の粘土鉱

物で覆われ、内部は方沸石で満たされている。黄緑色粒状の斑晶は透輝石。 
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■秋田県男鹿(変質粗面安山岩) 

安山岩が熱水変質を受けて、斜長石の石基部分の成分は消費され、ほとんど組織は失
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われてしまっている。しかし、断面が６角形の普通角閃石の斑晶は自形を保っているも

のも溶けかかっているものも見られる。熱水の温度がその付近で推測できそうだ。月見

橋の変質安山岩のような、杏仁状組織は生まれていない。 

  

  

 

■岡山県小田川（安山岩） 

 灰色細粒の安山岩に、直径１５ｍｍ程度のやや濃い球状の斑模様を含む岩石。若干元

の安山岩らしき短冊状斜長石の組織は残っているが、全体的に弱い変質を受けているた

め、大きい斜長石の輪郭はぼやけ、苦鉄質鉱物は暗い緑色細粒の緑泥石に変化しつつあ

る。 
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■山梨県新倉（変質安山岩） 

 青緑色でごま塩を振ったような硬質の岩石。割れ口は鋭く尖る。特徴がつかみ辛いの

で、薄片にしてみた。この地域では広い範囲にわたって見られる安山岩であるため、広

域変成でも受けているのか、新鮮な安山岩ほど組織ははっきりしておらず、境界が曖昧

である。黒色粒状の磁鉄鉱。クロスニコルで灰色の部分は累帯構造のない斜長石。平行

ニコルで暗緑色粒状の透輝石が見られる。磁鉄鉱の量が少ないことを除けば、全体的に

は粒は粗粒で、境目がぼんやりとしている。 
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■兵庫県明延鉱山（変質安山岩母岩） 

 明延鉱山の黄銅鉱を含んだ石英脈の母岩は、ほどんど黒色に見える緑色味を帯びた安

山岩である。ゼノサーマルと呼ばれる、酸性火山岩が関わる特殊な鉱床には、タングス

テンや錫などを含む高温領域を示す鉱物から、銅や亜鉛など低温領域を示す鉱物まで幅

広く産出する。母岩は完全に変質して、岩石組織はなくなっており、暗い緑色の緑泥石

に変化している。石英脈には独特の境界のはっきりした粒状組織が見られる。それぞれ

の粒の濃淡が違うのは、結晶の向いている方向が違うため。クロスニコルでも白色で、

三方向の劈開があるのは方解石の脈。 
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■長野県信濃堺（安山岩） 普通角閃石の斑晶を含む、安山岩。母岩は風化していて脆

いので、粉っぽくて、スライドグラスになかなか張り付かない。それでも何とか削って
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みると、斜め長石の白色板状斑晶がみられた。繰り返し双晶の痕跡もわずかに残ってい

る。石基は変質しているので不透明。 

  

  

 

■茨城県山ノ荘（安山岩）  

開放系の脈に、灰菱沸石、灰束沸石ができている、母岩の安山岩。角閃石族の斑晶部

分は、平行ニコルで暗い緑色繊維状集合に見えている。 
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■山梨県金山（安山岩） 

安山岩中の開放系脈に、菱沸石や束沸石、濁沸石などが生成されている部分の母岩。

沸石を作った熱水によって、若干変質は受けているが、安山岩としては、面白い複雑な

組織が残っている。 
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■静岡県下徳倉（変質安山岩）  

開放系の脈の壁面から、緑簾石→菱沸石の順に生成されている。明るい緑色部分が緑

簾石。無色部分が菱沸石。 
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■静岡県大洞林道（安山岩）  

安山岩中の開放系脈に、湯河原沸石ができた母岩の薄片。斜長石は、いくつかの結晶

がくっついて集形になっており、新潟県に分布する、ある種の玄武岩に似ている。ただ

し、色変化がないので、双晶ではないようだ。ふぶき標本。 
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■岐阜県乗鞍岳（安山岩）  

３価の鉄の存在を示す、暗褐色長柱状の普通角閃石の斑晶を含む、灰色っぽい安山岩。

組織的には、あまり特徴のないという特徴がある。 
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■岡山県小泉鉱山（球状安山岩）  

熱水鉱床の母岩である暗い緑色、中粒組織の安山岩。噴出時に、空中に飛び散ったや

や冷えた塊が、再びマグマの中に取り込まれて、他の部分より硬い、球になっている。

けっこう硬いので、薄片にするのに難儀した。はっきりとは見えないが、ぼんやりした

組織が見える。 
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■山口県彦島塩浜（安山岩岩脈）  

「ひん岩」とも呼ばれる。地下深くで固まった深成岩のように粗粒ではなく、地表で

急激に固まった火山岩でもない、中粒組織がよく表れている。同じ安山岩といっても

色々だ。 

  

 

■香川県雨滝山（安山岩） 

赤褐色粒状の鉄ばん柘榴石が散らばる、珍しい産地の薄片。柘榴石は、光学的に、異

方性がない鉱物なので、平行ニコルでは、無色に見えるが、クロスニコルでは、黒く見

えるという特徴を持っている。小さい柘榴石の粒も見えている。もう少し薄片が薄くな

るまで削ってみればよいのかもしれない。 
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■佐賀県切木村（安山岩）  

チタン輝石の斑晶を含む、安山岩。母岩に空隙が多いと、綺麗な薄片が作りにくい。

しかし、お金に糸目をつけなければ、もう少し使い勝手の良い接着剤はあるようだ。平

行ニコルで光を通している部分は斜長石斑晶。赤褐色で不透明な部分は「チタン輝石」

とラベルにあった部分。 
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■大分県城島高原（安山岩）  

普通角閃石の大きな斑晶を含む安山岩。赤褐色長柱状部分が普通角閃石。内部に無色

鉱物を取り込んでいる。平行ニコルで灰色細粒に映っている部分は石基。 

  

  

 

■鹿児島県二子島（変質安山岩） 

黄銅鉱の鉱染を受けた、安山岩母岩。他に孔雀石などの二次鉱物も見られる。 
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＜苦鉄質深成岩＞ 

■兵庫県加保（曹長岩：アルビタイト） 

曹長岩というのは、超苦鉄質岩中の割目に見られる、ほとんど曹長石のみでできた岩

脈ということで、鉱物種ではなく、岩石の野外名である。はっきりした劈開の見える、

明るい粗粒部分が曹長石。暗灰色でぼんやりした粒のような部分は翡翠輝石であろう。

超苦鉄質岩が固化する際に、吐き出された軽い元素が、集まってできた岩脈である。 
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■北海道様似（橄欖石斑れい岩） 

様似の橄欖石斑れい岩は、かなり粒が大きく成長し、結晶の輪郭が見られないほど密
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に接している。斜長石も繰り返し双晶を示す平向な縞がいくつも入っている。平行ニコ

ルで斜長石より透明で、劈開の間隔が大きいものは、普通角閃石である。褐色に見えて

いるやや小さい粒が苦土橄欖石。内部がもやもやした部分は、苦土橄欖石が風化によっ

て変質し、ノントロン石化している部分。 
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■岩手県正法寺（変斑れい岩） 

ラベルには蛇紋岩とあったが、蛇紋岩の組織としては、黒色鉱物が存在したり、角閃

石族のような、やや太い繊維状鉱物が絡まった組織も見られるので、変斑れい岩ではな

いかと思う。肉眼的には緻密な灰緑色塊状で、緑色玉髄のように見えるが、硬度は中く

らいである。これがもし本当に蛇紋岩化作用を受けていれば、網目状構造を示すアンチ

ゴライトが見えても良いだろう。   
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■福島県移ケ岳（斑れい岩ノーライト） 

主に頑火輝石、透輝石、斜長石で構成される斑れい岩。平行ニコルで観察される、緑

色短柱状集合の透輝石が美しい。褐色柱状結晶は頑火輝石。斜長石は、単純な繰り返し

双晶ではないうえ、累帯構造も見られる。早期に苦鉄質鉱物の輝石族が結晶化し、間を

斜長石が埋めたことがよくわかる。 
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■茨城県長谷鉱山(変斑れい岩) 

真珠雲母を産出する特殊な産状の変斑れい岩。細粒長い柱状集合の灰簾石中に、褐色

の染みのような褐簾石が点在する。岡山県天神峡でも、似たような淡い緑色塊状の石が

見られたが、長谷鉱山ほど高温の熱水の影響を受けていないため、真珠雲母は生成され

なかったようである。 
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■千葉県貝渚（斑れい岩中脈） 

斑れい岩の斑晶である頑火輝石が、変質して透閃石になったもの。頑火輝石という一

般鉱物とはいえ、肉眼的な面付きが独特で、仮晶マニアにはたまらない。 
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■千葉県下佐久間（変斑れい岩）  

最初の二組が、斑れい岩を貫く、白色ゾノトラ石脈の断面。壁面から伸びた繊維状の

結晶が、脈の中央で、せめぎあっているのがわかる。後半二組は、母岩の斑れい岩の薄

片。暗い緑色は、普通角閃石で、白色部分は斜長石。全体的に変質を受けているためか、

累帯構造は見られない。 
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■千葉県八岡海岸（変斑れい岩） 

白色塊状葡萄石+白色スコレス沸石+暗い赤紫色放射状緑閃石で構成された標本。石を

始めた初期に、こういう特殊な石を見せられたので、どうして塊状の石が葡萄石とスコ

レス沸石の集合なのか。暗い赤紫色放射状鉱物が、なぜ緑閃石なのか。そのあたりで大

分理解に苦しんだ記憶がある。著名な産地だから、一度覚えてしまえばなんということ

もないのだが、やっぱり変わった石であることに違いない。オープンニコルで、白色の

細かい繊維状部分がスコレス沸石。スコレス沸石と密に共存し、クロスニコルでいろい

ろな色の混ざりに見えているのが葡萄石。やや色着いた太い繊維状部分が緑閃石。この

風変わりな緑閃石については、いずれ分析してみようと思っている。  
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■神奈川県十文字橋（斑れい岩） 

斑れい岩としては、中粒の部類。短い柱状の斜長石は、ころっとした自形結晶を残し

ており、内部には繰り返し双晶も見られる。他に暗い緑色の普通角閃石、暗い褐色の頑

火輝石（？）が見られる。 
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■神奈川県谷峨（変斑れい岩） 

 短柱状の輝石族を構成鉱物に含む斑れい岩が、接触変成を受けつつあるもの。輝石族

は、融点が高いため、比較的残存しており、斜交する劈開も、まだ残っている。輝石族

に比べて融点が低い部分は、網目状構造を示しながら、別の鉱物に変わりつつある。蛇

紋石化作用におけるアンチゴライトの網目状組織に似ているが、網目が不規則である。 



249 

 

  

  

  

  

 

■神奈川県黒沢（斑れい岩） 

比較的粗粒の斑れい岩。短柱状で丸っこい斜長石は、繰り返し双晶を示しており、そ
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の間を暗い緑色の普通角閃石が埋めている。普通角閃石のような苦鉄質鉱物は、比重が

重いため、マグマ中で結晶化して、十分な時間があればマグマたまりの下部に沈んでゆ

くが、この試料には斜長石の割合が多いので、斑れい岩岩体の上部の方の標本らしいと

いう想像がつく。斜長石の劈開が際立って密である。  
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■静岡県高草山（テシェン岩：方沸石閃長斑れい岩） 

テシェン岩は、ポーランドの Teschen地方に産する方沸石閃長斑れい岩に名付けられ

たもの。現在は、岩石名の統合が進んでいるので、斑れい岩の変種ということにでもな

るのだろうか。肉眼的には、暗い褐色繊維状のケルスート閃石が散らばる母岩に、白色

放射状の杏仁状方沸石が含まれている。深成岩に方沸石という組み合わせが、すでに尋

常ではない。比較的浅いところに貫入した斑れい岩と言うことだろうか。伊豆半島は、

霞石玄武岩や、アルカリ流紋岩など、変わった岩石が多いところである。オープンニコ

ルで暗褐色羽谷柱状に見えているのが、ケルスート閃石。白くて丸い部分が方沸石。石

基は軽い変質を受けているように見える。参考文献は以下。益富壽之助（1987）：原色

岩石図鑑、保育社。 
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■静岡県坂本（テシェン岩：方沸石閃長斑れい岩） 

ケルスート閃石と方沸石を含む斑れい岩の変種。前述の高草山のものによく似ている

が、こちらの方が、変質が進んでおらず、元の岩石の組織を残しているようだ。暗い褐

色細長い柱状がケルスート閃石。そのほかに、長い柱状の斜長石の存在も見える。この

斜長石が変質を受けて、杏仁状方沸石に変わってしまったのではないか。 
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■群馬県青倉川（斑れい岩） 

チタン石を含む斑れい岩。暗褐色の頑火輝石と曹灰長石で構成されている。非常に粗

粒。地下でゆっくり時間をかけて固まる時間の余裕があったのだろう。安定した環境で

成長したためか、斑晶の内部構造はシンプルである。 
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■岐阜県船手町（斑れい岩） 

肉眼的な見かけは、神岡鉱山付近に見られる眼球片麻岩に似る。斑れい岩としては、

非常に粗粒。暗い緑色から淡い黄緑色は普通角閃石。偏光顕微鏡下では、同じ鉱物でも

結晶の向きによって、色が変わって見える。白色部分は曹灰長石。 
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■兵庫県鹿谷（斑れい岩） 

比較的粗粒の斑れい岩中、赤褐色の普通輝石が濃集した部分。柱面に沿って劈開が発

達しているので、昔は異剥輝石とも呼ばれた。異剥輝石は、透輝石に使うこともあるよ

うだが、このような鉱物を観察する場合、「この色は、何色を暗くしたものか」という

ことに注目して、言葉にするよう心がけると、より細かい観察記録（もしくは記載文）

が書ける。このような単斜輝石が緑色系の場合は、還元的な２価の鉄の影響で、緑色味

を持つ透輝石である場合が多く、褐色系の場合は、２価の鉄に加えて、３価の鉄も含む、

普通輝石であることが多い。「何色っぽいか」を考えるだけで、これだけの学問的広が

りが出てくるのである。 
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■岡山県天神峡（変斑れい岩） 

天神峡では、緑色凝灰岩中に、儚く淡い紫色の鉄斧石やダトー石など、夜久野塩基性

岩中に硼素を含む鉱物が見られた。トンネル排石の中に、いくつか、手触りの良い淡い

緑色緻密な石があり、ところどころに暗灰色と緑色の染みが入っている。薄片を作って

みると、京都府施福寺（熱水交代岩）の薄片組織とそっくりである。ただし、温度が低

かったためか、組織的にはこちらのほうが細粒である。しかし、施福寺と似ているとい

うことは、広い面積を占める不透明部分は葡萄石、やや明るい脈はダトー石なのであろ

う。ところどころに見られる緑色の染みは滑石か。 



257 

 

  

  

 

■岡山県天神山池（斑れい岩） 

天神山池は、鉄斧石や菱苦土鉱を産出した熱水交代岩の南西２ｋｍのところにある、

斑れい岩が露出する地点である。比較的粗粒の暗緑色苦土普通角閃石と、やや水色がか

った微斜長石で構成される斑れい岩の割目に、淡い桃色の斜灰簾石が生成されている。

１，２枚目の中央にやや赤色味のある放射状集合として映っているのは斜灰簾石。 
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■岡山県高瀬鉱山（変斑れい岩） 

１，２枚目上部の粒の粗い部分が葡萄石脈。下部は変斑れい岩で、苦土普通角閃石と

斜長石などが複雑な模様を構成している。肉眼的にも、原岩の斑れい岩組織は、比較的

残っている方。 
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■岡山県高瀬鉱山（斑れい岩中脈） 

正マグマ性鉱床である高瀬鉱山のズリには、様々な岩石が見られ、仲間内では見慣れ

ない白色鉱物に手を焼いていた。何しろ、中国地方で鉱物をはじめると、愛好家人口も

少ないうえに、参考になるようなサンプルもテキストもほとんどないのである。皆が皆

手探りで、適当な指導者がいない。その後、それぞれの地道な活動の結果、無色透明な

菱面体結晶は氷長石、柱状結晶は曹達沸石、透明な柘榴石のような結晶は方沸石、無色

菱面体結晶は菱沸石、白色不透明で硬質なものは葡萄石、やや黄色味がかった緻密な脈

はトムソン沸石と言うことがわかり、もやもやは沈静化した。その後、高瀬鉱山のトム

ソン沸石脈は、どういう繊維状構造になっているのだろうか、と思い薄片にしてみた。

沸石岩のように不透明なものになるだけではないか、という予想を裏切り、透明度の高

いキラキラした四角形に近い小さな結晶が、顕微鏡の視野に散らばった。それ以前に、

私は高瀬鉱山の葡萄石の記載をしていたので、そうか、地下の方は葡萄石で満たされて

いた斑れい岩中の脈は、上部にぶどう石の結晶粒を巻き上げながら、熱水が温度を下げ

てゆくにつれて、上部にトムソン沸石を作ったのだと理解できた。（葡萄石は 1,2 枚目
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右側の小さな粒粒である。）また、母岩の斑れい岩（最後の二枚）の壁面から、中心に

向かって、結構複雑な縞状構造を作ってもいる。やはり、気になったことはやってみる

ものだ。  
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■岡山県神島（普通輝石斑れい岩） 

 我が国の斑れい岩は、生成時にプレートの沈み込みに伴う際、海水を巻き込んで、苦

土普通角閃石を主体とする斑れい岩が多数を占めているが、神島の普通輝石斑れい岩は、

珍しく構成鉱物に輝石族を含んだ深成岩である。おそらく、プレートの沈み込みとは、

無関係に生成された、水分含有率の低い、やや高温のマグマから生成されたものであろ

う。平行ニコルで褐色柱状に見えているのが普通輝石。白色短柱状に見えているのが斜

長石。いずれもやや変性をうけているのか、結晶の輪郭が朧で、累帯構造などがはっき

りしない。 
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■岡山県内田（変斑れい岩） 

 岡山県内田は黒雲母花崗岩質ペグマタイトの産地で、煙水晶やカリ長石、束沸石など

を産出したことで知られている。閉山間近の採石場を訪れた折、山のように積まれた花

崗岩の不定形な大塊とは、まったく違う岩質の露頭が、切り立った壁面に現れているこ

とに気が付いた。暗い褐色柱状の輝石と、暗い緑色の輝石の二種類で主に構成されてい

るということは、複輝石斑れい岩であろうか。そこに、白亜紀の花崗岩質マグマが貫入

して、輝水鉛鉱を置いてゆくということが、あるのだろうか。いろんな方に見て頂いた

が、わが国ではまだ、あまり目をつけられていない、輝水鉛鉱としては比較的珍しい産

状である。 
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■岡山県新見鉱山（斑れい岩） 

正マグマ性鉱床の新見鉱山における、母岩の一つ。全体的に変質を受けているようで、

斜長石や普通角閃石の境界が曖昧になっている。変斑れい岩に移行する途中のようで、

葡萄石脈や緑泥石の粒も見られる。 
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■広島県父石（斑れい岩） 

 我が国の斑れい岩には、マグマの生成時にプレートから吐き出された海水を取り込ん

でいる場合が多いので、普通角閃石を主体としたものが多いが、世界的には斑れい岩と

言えば、輝石を主体とするものが一般的である。普通角閃石を主体とする斑れい岩は、

プレートの沈み込みの影響を強く受けた、島弧列島であるわが国に特徴的な岩石と言っ

て良い。父石の斑れい岩は、暗褐色粗粒で、一部に曹灰長石の白色脈を含んでいる。薄

片にすると、普通角閃石の斑晶同士が、錐面も柱面も見えないくらい密接に絡み合って

いることがわかる。色が褐色系なので、酸化的な環境でできたものだろう。 
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■広島県父石（変斑れい岩） 

 肉眼的には青味がかった黒色硬質の岩石。薄片にすると、源岩の斑れい岩に含まれて

いた暗い緑色柱状集合の普通角閃石と、白色短柱状の斜長石の組織が浮かび上がる。こ

の変斑れい岩は、元の岩石の組織が比較的保たれているので、変成度はかなり低い。し

かし、斜長石内部の構造は失われており、普通角閃石と斜長石の境目もあいまいで、干

渉色の強い葡萄石ができつつあるようだ。昔はオフィオライトに似ているとされていた

が、厳密には、初めてオフィオライトが定義されたオマーンのものほど、全ての岩石が

そろっている訳ではない。塩基性岩ということは似ているものの、わが国で観察できる

岩石の種類はかなり少ない。再検討が望まれる。 
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■広島県父石（変斑れい岩・緑簾石を含む）  

父石の変斑れい岩の、特に緑簾石を含む部分。１，２枚目の左側半分を占める平行ニ
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コルで暗い緑色に見えている部分が緑簾石。変成度は低いので、粒はまだ細粒で塊に近

い。３，４枚目の左側は、苦土普通角閃石と斜長石、おそらく葡萄石で構成された変斑

れい岩部分。先に挙げたものよりは、少し変成度が高くなって、緑色片岩相程度になっ

ている。源岩の斑れい岩が持っていた、粗粒な深成岩組織は失われ、変成岩として再構

成されつつある状態。岩石組織もより複雑になっている。 

  

  

 

■山口県河山鉱山（苦土普通角閃石斑れい岩） 

 上部は頁岩、株は結晶片岩に挟まれた、磁硫鉄鉱やキューバ鉱と灰鉄輝石を含むスカ

ルン鉱床の母岩のひとつ。暗灰緑色の斜長石に、暗緑色短柱状の苦土普通角閃石斑晶が

含まれている。やや変質しているためか、斜長石の部分は葡萄石やヒプシュ柘榴石化し

ている。平行ニコルでは淡い緑色で、クロスニコルで黒色になっている部分がヒプシュ

柘榴石。それ以外の粒状部分は葡萄石。平行ニコルでは褐色で、劈開の模様がはっきり

見えているのが苦土普通角閃石。斑れい岩の構成鉱物である苦土普通角閃石の形がまだ

残っているので、変成度は非常に弱いと言える。 
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■山口県高山（斑れい岩） 

比較的細粒の斑れい岩。暗い褐色短柱状自形の普通輝石と、暗い緑色短柱状自形の透

輝石が、見事。私は、火山岩とはあまり縁のない中国地方で育ったため、関東地方で複

輝石安山岩の露頭観察をした折、どうして安山岩の斑晶が、普通輝石と透輝石の組み合

わせでなければならないのか。他の輝石ではいけないのかと、ずーーっと考えていたが、

このような深成岩からできた火山岩だったのだ。隕石の薄片イベントに行ったり、あち

こちの研究者に聞きまわったりしていた時には、岩石は、もっと複雑だと思っていた。

しかし、意外とそうでもないことを、石から教わった。 
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■山口県須佐町富山（角閃石両輝石斑れい岩） 

古い岩石組標本の中の一つ。斑れい岩としては非常に粗粒なもので、斜長石の平行連

晶も、色彩鮮やかである。苦鉄質鉱物が少ないので、マグマ溜りの上部に近いあたりの

部分だったことがわかる。 
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■South Vancouver Island, Canada（灰長石貫入岩） 

 ラベルにつけられた名前からすると、兵庫県加保に見られる灰長岩のようなものと思
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ったが、雲母類が全く見られないため、成因が違うのだろう。肉眼的には、斑れい岩質

マグマの中で、苦鉄質鉱物が沈殿してしまって、上部に集まった比較的比重の軽い灰長

石が集まった部分のように見える。兵庫県加保のようなロディン岩系列ではなくて、深

成岩系列といったような硬質な感じである。カナダでは、そのような部分が、岩石の割

れ目に貫入することもあるのかもしれない。クロスニコルでは、灰長石が、細かい繰り

返し双晶をしている様子が観察できる。双晶の様子も、鉱物それぞれの事情に微妙に対

応して個性的である。 
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■Småland Sweden（斑れい岩？） 

濃い青緑色短柱状のアルベゾン閃石を主体とし、霞石、ユーディアル石を含む、メル

ディグ岩。わが国の深成岩では見ることのない、アルベゾン閃石の独特な青緑色も素晴

らしいが、直接共存する、濃い紫色の蛍石と、麦藁色長柱状のゲツェン石の組み合わせ

も良い。薄片を蛍光灯にかざした時の美しさは、今まで作った薄片の中で最高。 
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＜超苦鉄質岩＞ 

■静岡県大沢（ロディン岩） 

斜灰簾石主体のロディン岩。肉眼的には淡い緑色で、泡のような丸い粒がいくつも集

まっている、スベスベした手触りの石である。この石については、どうして丸い粒があ

るのか考えてきたが、おそらく蛇紋岩から軽い元素が吐き出される過程で、泡のように

浮いてきた軽い成分が、浮いた状態のまま固化したものだと想像した。埼玉県西ノ入の

蛇紋岩とよく似た斑点状の組織を持っている。おそらく緑泥石だと思うが、興味深い。 
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■静岡県上落合（ロディン岩） 

上落合のロディン岩は、白色細粒で、小さな空隙には斜灰簾石の自形結晶も見られる。

クロスニコルで黒色に映っているところは、灰礬柘榴石の粒状集合。激しい干渉色を見

せるのは、葡萄石の粒状集合。クロスニコルで劈開の筋模様が見える部分は、斜灰簾石。

蛇紋岩から軽い元素が分離して構成された、混成岩。高瀬鉱山のロディン岩のような蝋

感はなく、硬度も高いので、薄く研磨するまで非常に時間がかかる。 
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■岡山県高瀬鉱山（ロディン岩） 

 高瀬鉱山は正マグマ性鉱床で、マントル付近で生成されたと考えられているため、ズ

リには、クロム苦土鉱橄欖岩やプロト直閃石蛇紋岩などの超塩基性岩、斑れい岩、花崗

岩などの深成岩と合わせて、このようなロディン岩も見られる。高瀬鉱山のロディン岩

は、緑色の染みに見えるクロム透輝石を含んだ、白っぽい細粒の岩石である。滑石が含

まれているためか、研磨すると蝋感（ろうかん）が出てきて、撫でるとすべすべする。

硬度が低い鉱物が多いためか比較的研磨しやすい。橄欖岩が、蛇紋岩化する時に、蛇紋

石になれなかったカルシウムやアルミニウムやケイ素などの軽い元素が上部に浮くよ

うな形となり、ロディン岩を形作る。そのため、平行ニコルで暗い褐色、クロスニコル

で黒色に見える灰礬石榴石、ヒプシュ柘榴石、クロム透輝石、干渉色の強い細粒の葡萄

石などの構成鉱物による、緻密な集まりとなる。 
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■岡山県天神峡（ロディン岩） 

 天神峡は、筆者らが、偶然トンネル工事の近くを通りがかった折、対岸の河原に見慣

れない新鮮な石が敷き詰められているのに気づいて、その中に苦灰石を発見した場所だ。

後に現場監督に教えて頂いたズリ捨て場では、鉄斧石やダトー石など硼素を含む鉱物に

交じって、肉眼的には灰緑色塊状で、爪で擦っても傷がつかない、素性の分かりにくい

岩石が含まれていた。よく見ると、濃い緑色の染みのような部分もある。撫でてスベス

ベする「蝋感（ろうかん）」もあまり感じないが、ザラザラする感じでもない。薄片に

してみると、ロディン岩のような組織で、斜灰簾石-灰ばん柘榴石の集合中に、葡萄石

の脈ができているようにも見える。濃い緑色の染みも、何かに見えるかと思ったが、こ

れだけ拡大しても、特別な組織として現れてこないということは、副成分にニッケルを

含んだ滑石なのであろうか。何にしろ、素人では判断がつけにくい。 
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■北海道石綿鉱山（蛇紋岩） 

石綿の脈幅が８ｍｍ以上ある産地。薄片組織では、ややアンチゴライトも見られるリ

ザード石主体の蛇紋岩に、美しいクリソタイルの脈が走っている。母岩も群馬県多野ほ

ど変質を受けている訳でもなく、灰緑色細粒で比較的しっかりしている。クリソタイル

を運んできた熱水の温度が低かったためだろうか。できるだけクリソタイルを含んでい

ない部分の母岩を選んで研磨。 
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■北海道野沢鉱山（蛇紋岩） 

こちらも有名な石綿産地。暗い緑色の母岩中、できるだけ石綿を含んでいない部分を

欠いて研磨。黒色の網目構造のようなものが見えるが、リザード石が主体の蛇紋岩であ

る。 

  

  

 

■福島県愛宕石材（蛇紋岩） 

割れ目に白色放射状の霰石を産出する、蛇紋石母岩。網目の細かいアンチゴライトと、

やや暗色繊維状のリザード石で構成されている。ところどころに見られる、白色部分は、
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蛇紋岩から、軽い元素が吐き出されて、ロディン岩化している予兆だろうか。このよう

な部分が増えてくれば、比重が軽いため、上部に集まって、大きな岩体を作るようにな

る。1,2枚目の中央には、暗い緑色の角閃石族鉱物ができつつある。ふぶき標本。 
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■群馬県多野（蛇紋岩） 

硬度の高い岩石が続いたので、嫌になり、蛇紋岩に助けを求めた。たまたま石綿を含

む蛇紋岩を削り残していたので、勇気を出して研磨。脈状の石綿を多く含んでいるため、

岩石全体が白っぽく、脆い。しかも、非常に柔らかく、澱粉糊のような、どろどろの研

磨液ができる。石綿は、石綿が飛散する環境で、長期間生活すると、中脾腫、肺がんな

どの病気に侵される。しかし、ミネラルショウなどでは、立派な繊維状のものが、ケー

スに入れられることもなく、そのまま売られていることも多い。私の家では、チャック

付きのビニル袋に、まず標本を入れ、その袋をラベルだけを入れた袋に入れて管理して

いるが、ビニル袋というものも、分子的な目で見ると、穴だらけなので、長期間保存す

るにはケースに入れた方が良いのかもしれない。ただし、私のように歳を重ねてくると、

細心の注意をしようがしまいが、寿命的にはほとんど変わりがない。リザード石主体の

細かい蛇紋岩中に、白色の細い脈状で含まれているのが、石綿（クリソタイル）。赤褐

色の反転は酸化緑泥石だろうか。 

  

 

■埼玉県二宮(蛇紋岩) 

割れ目に中宇利石+マックギネス石を産する、母岩の蛇紋岩。肉眼的に黒っぽい、と

思っていたら、ほとんどリザード石でできた蛇紋岩だった。うっすらとアンチゴライト

の網目模様ができつつある。黒色部分は磁鉄鉱だと思われるが、岩石全体の磁性は弱い。 
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■埼玉県西ノ入（蛇紋岩） 

やや硬質な蛇紋岩。アンチゴライトの網目が細かく、リザード石の繊維状集合も綿毛の

ようである。暗い緑色粒状の緑泥石族（？）の奇妙な斑点が見られるのが特徴。 
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■埼玉県本郷の超塩基性岩（蛇紋岩） 

 本郷の川底には、苦土リーベック閃石と曹長石で構成される青色片岩露頭が見られる

が、この石は、その近くの河原の転石より見つけたもの。繊維蛇紋石の細い脈を見つけ

たので、嬉しくなって一つ持ち帰った。母岩の蛇紋岩は、暗緑色細粒のリザード石を主

体とし、少量の葉蛇紋石で構成されている。蛇紋岩化されるまえの橄欖岩の粒状組織が

少し残っている。４，５，６，７枚目の写真を斜めに横切っているのは繊維蛇紋石で、

脈でしか現れない特徴がある。 
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■千葉県荒川（蛇紋岩）  

 荒川の古い採石場に見られる蛇紋岩は、アンチゴライトの組織がまだ細かく、源岩の

苦土橄欖石の粒が残っている。輝石の少し大きな斑晶も見られるので、ハルツバージャ

イかウェールライト、レルゾライトが蛇紋岩になりかけているところ。 

  

  

 

■千葉県平久里（蛇紋岩） 

 現地では「橄欖岩」と言われて採集したが、薄片にするとアンチゴライトの細かい網

目状組織が浮かび上がった。このような蛇紋岩は、手で撫でるとツルツルに感じること
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が多い。黒色で角ばった粒は磁鉄鉱。 

  

  

  

 

■神奈川県小矢部（蛇紋岩） 

 小矢部の蛇紋岩は、元の橄欖岩の組織が完全に蛇紋岩化されており、アンチゴライト

の作る網状構造がはっきりしている。平行ニコルで、視野を斜めに切っているオレンジ

色は、蛇紋岩の割目に、鉄分がしみ込んでできた、二次的な褐鉄鉱である。そのため、

クロスニコルでは染みの部分にもアンチゴライトの構造が残っており、脈ではないこと

が判断される。小矢部では微細な銅の硫化鉱物も見つかったとされている。 
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■千葉県下佐久間（蛇紋岩） 

水苦土石の白色脈が入っている母岩の蛇紋石。アンチゴライトが主体の蛇紋岩だが、

蛇紋岩化後に広域変成を受けたためか、網目がつぶれている。網目が少ない部分に見え

ているのは、水苦土石だろう。 
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■静岡県落合（蛇紋岩） 

 輝石族を含む橄欖岩が、リザード石、およびアンチゴライト化されつつある組織。粒

状の橄欖石は、形をなくしているが、比較的大きな斑晶である輝石族は、蛇紋石化に耐

えて、形を留めている。 

  

  

 

■愛知県新城市（蛇紋岩） 

斑れい岩として購入したものだが、薄片にしてみたら蛇紋岩であった。暗い緑色で、

硬質な岩石は、見分けがつきにくいが、蛇紋岩の場合は、ハンマーで擦るとすぐに粉に
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なって柔らかい感じがする。アンチゴライトの網目が存在を強く主張する。しかも、後

に広域変成を受けたのか、網状組織がやや潰れている。アンチゴライト以外の塊状部分

はリザード石。 

  

  

  

  



289 

 

■愛知県新城市（蛇紋岩） 

 リザード石主体で、一部にアンチゴライトの細かい網目状構造が残っている、肉眼的

には暗い緑色の蛇紋岩。晩期にクリソタイルの脈が入り、繊維状組織を見せている。黒

色の粒は磁鉄鉱。 

  

  

  

 

■三重県菅島（蛇紋岩） 

 蛇紋岩化する以前の橄欖岩の組織を残したまま、一部にクリソタイルの脈が入り込ん

でいる、変成度の低い蛇紋岩。カラフルな粒状部分は苦土橄欖石。その苦土橄欖石の間

を、細かなクリソタイル脈が横切っている。クリソタイルの太い脈がある部分では、母
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岩はリザード石に変化している。ふぶき標本。 

  

  

 

■長野県五百倉沢（蛇紋岩） 

 蛇紋岩としては、比較的組織が複雑なもの。蛇紋岩は、橄欖岩がアンチゴライト化し

てゆくことが多いのだが、五百倉沢では橄欖石から直接リザード石化しつつあるように

も見える。肉眼的には暗い緑色の岩石である。 
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■長野県大日鉱山（蛇紋岩） 

正マグマ性鉱床に伴う、クロム苦土鉱を含む橄欖岩が、蛇紋岩化したもの。クロム苦

土鉱の影響で、研磨液は赤褐色になる。今までに見たことのない面付きの石で、蛇紋石

化した部分に、白色板状鉱物が方向性を持たずに並んでいる。少し怪訝に思ったものの、

研磨する時の柔らかさ、また岩石組織を見ると、ちょっと変っているが、れっきとした

蛇紋岩である。直線状のリザード石が主体だが、網目状組織を持つアンチゴライトも少

量混さっている。鉄分が少ないためか、全体の色は淡い灰緑色である。 
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■三重県白木（蛇紋岩中脈）  

蛇紋岩中に、白色繊維状ソーダ珪灰石と水色塊状ヴァニア石の脈ができている標本。

1 組目に映っている、繊維状集合はおそらくソーダ珪灰石。2 組目以降は、母岩の蛇紋

岩。リザード石主体で、少量の網目状アンチゴライトができかかっている。黒い斑点の

ように見えるのは磁鉄鉱。 
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■兵庫県夏梅鉱山（蛇紋岩中脈） 

肉眼的にはリザード石を主体とした、暗色の蛇紋岩中に、淡い褐色の苦灰石脈が入っ

ている。薄片にすると、脈の中に、白色粒状集合と褐色繊維状集合の二種類の鉱物が見

られる。線谷鉱山のように菱苦土鉱も混ざっているのかもしれない。夏梅鉱山は、紅砒

ニッケル鉱で有名だが、このような母岩は、市場に出るわけでもなく、現地に行った人

でないと、拾えないのでありがたい。 
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■岡山県高瀬鉱山（頑火輝石蛇紋岩） 

頑火輝石蛇紋岩と言えば、岩手県道又のものがよく知られているが、高瀬鉱山に行っ

た折に、非常によく似た岩石を見つけたので拾ってきた。といっても、道又の方は、暗

い褐色の母岩に細かい放射状の頑火輝石が、花火のように散らばって美しいが、高瀬鉱

山のものは頑火輝石の結晶幅が広い。輝石族は、理想化学式に水分を含んでいないだけ

でなく、角閃石族よりも高温で生成されることが多いので、おそらく、正マグマ性鉱床

が作られる過程で、鉄プロト直閃石岩の内側に生成されたものではないかと思っている。

母岩の蛇紋岩はリザード石とアンチゴライトが程よく混ざっている。柱状集合に見える

部分が頑火輝石。高瀬鉱山のズリは広く、体力のある人は上の方まで登れるようだが、

下の方でも、これらのいろいろな種類の岩石が見られた。「ポイントはどこか」と聞か

れたことがあるが、「全体である」としか言えない。それくらい、高瀬鉱山のズリには、

いろいろな種類の石が混在している。 
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■岡山県高瀬鉱山（蛇紋岩） 

岡山県と鳥取県の境目には、わが国では珍しい、白金鉱物を伴わないタイプの正マグ
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マ性鉱床がいくつかあって、それぞれ少しずつ産出鉱物が違う。本岩は、暗い緑色で、

全体がやや繊維質で硬度も低かったため、スピネルとパーガス閃石を主体とした接触変

成岩と考えていた。しかし、石灰岩を相手にした一般的なスカルン鉱物は、その語源の

通り蝋燭の芯を寄り合わせたような、繊維状の鉱物が絡み合った組織が特徴的。本岩石

はどちらかと言えばちょっと変わった蛇紋岩である。全体的に暗い色に見えたのは、鉄

分の多い蛇紋石の影響で、網目状の部分はアンチゴライトなのであろう。黒色の部分は

スピネルで、褐色の部分は鉄錆かもしれない。変質も進んでいるようだ。 

  

  

  

 

■岡山県高瀬鉱山（プロト直閃石蛇紋岩） 
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 高瀬鉱山のプロト直閃石蛇紋岩は、正マグマ性鉱床の母岩のひとつである。正マグマ

性鉱床は、鉱床としてはマントルに近い地下の深いところで反応が起こるため、斑点状

のクロム苦土鉱を含む橄欖岩、ロディン岩、斑れい岩なども一緒に産出する。この蛇紋

岩中のプロト直閃石は、熱水変質のため滑石に変化しているとされるが、薄片にすると

長柱状結晶がかなり豊富に含まれており、通常の蛇紋岩とはかなり様子が違う。ロディ

ン岩との境目付近のものであろうか。暗緑色細粒に見えている部分は緑泥石。 

  

  

  

 

■山口県錦町出合（蛇紋岩） 

 暗青色味がかった塊状で硬質な石。リザード石主体のため、緻密で、撫でるとザラザ
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ラしている。偏光顕微鏡で、組織を観察しても、細かい靄がかかったようで、網目状構

造などは見られない。蛇紋石化が進んで、もとの橄欖石の組織は全く失われている。 

  

 

■高知県円行寺(蛇紋岩) 

蛇紋岩中に、ゾノトラ石やスローソン石の白色脈が生成されている、特殊な産地。肉

眼的には、ゾノトラ石は白色繊維状。スローソン石は、紫外線で赤色に蛍光する。ゾノ

トラ石の方は、薄片でもわかりやすいが、スローソン石は、どの部分だろうか？やや粗

い組織を見せている部分は、今までの経験から言うと、葡萄石だろうと思う。蛇紋岩は

リザード石が主体で、肉眼的にも暗い緑色である。  
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■愛媛県頃時鼻（蛇紋岩中脈） 

蛇紋岩の割目に、白色炭酸塩鉱物を多産する有名産地。オープンニコルで無色透明板

状に映っているのは、霰石。蛇紋岩はリザード石主体で、やや変質を受けているようだ。 
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■福岡県古屋敷（蛇紋岩中脈） 

蛇紋岩中の脈として生成された、ブルース石（白色）+デゾーテルス石（褐色）+パイ

ロオーロ石+ハイドロタルカイト（無色）+ダイアスポアの脈。生成されている鉱物種も

多いうえに、球状組織が現れて、楽しい薄片である。蛇紋岩中には磁鉄鉱も含まれる。 

  

  



301 

 

  

 

■Cyon Lako deposit,Canada（グリーナライト） 

 １９９０年に採取された、古い地質時代の岩石標本の一つ。黒色中粒で、玄武岩のよ

うな見かけに見えるが、ラベルには「グリーナライト」と記されている。Cyon Lako鉱

床の母岩における変成岩かと思ったが、あるいは深成岩かもしれない。クロスニコルで

は灰色に見える、やや大きな丸い粒の間を、細かい粒の鉱物が埋めている。  
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■BALLANTRAE SCOTLAND （蛇紋岩） 

 ズン橄欖岩というのは、苦土橄欖石を主体とする橄欖岩。ラベルにはそう書いてあっ

たが、研磨してみると蛇紋岩であった。アンチゴライトの網目状組織がはっきりしてお

らず、触感もザラザラ細粒なので、リザード石主体の蛇紋岩である。後に入ってきた脈

には繊維蛇紋岩（石綿）が生成されている。 
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■Saxony Germany（蛇紋岩） 

 苦礬柘榴石を含む橄欖岩が蛇紋石化したもの。もとの橄欖岩を作っていた苦土橄欖石

の組織はほとんど残っていない。平行ニコルで透明に見えている部分が苦礬柘榴石。等

軸晶系の鉱物は単位格子の距離が a 軸にも b 軸にも c 軸にも等しいので、光学的に等方

性があると呼ばれる。クロスニコルでは光を通さないので、黒色に見える。玄武岩の空

隙に生成された方沸石なども同様の見え方となる。 
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■岩手県岳川(橄欖岩) 

明るい緑色の透輝石が目を魅く、橄欖岩。肉眼的には、北海道様似のレルゾライト橄

欖岩によく似ているが、岳川のものには、繰り返し双晶が全く見られない。劈開の幅が

狭く、やや緑色味がかっている部分は透輝石。ほかの部分は苦土橄欖石。鉱物の組み合

わせから見ると、ウェールライト橄欖岩になるのだろうか。 

  

  

   

 

■岩手県天狗岩（直閃石橄欖岩） 

粒状集合の苦土橄欖石と、長柱状集合の直閃石で構成された岩石。 
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■福島県高山（変質橄欖岩） 

暗い緑色の変質橄欖岩中に、白色繊維状の透閃石がスパークを起こしている標本。粒

状部分が苦土橄欖石で、繊維状部分が透閃石である。視野の中に繊維が入っていると、

カメラの光を感じるセンサがおしくなってしまうようで、クロスニコルの方が赤味がか

ったようになってしまう。非常に珍しい特殊な岩石。 
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■福島県埋平（変質橄欖岩） 

淡い緑色の石基に、白色繊維状の透閃石が散らばる標本。橄欖岩が変質を受けてでき

た、特殊な岩石で、１，２枚目の中央を縦断しているのが透閃石。石基の方も蛇紋岩に

見えるような、そうでないような不思議な組織。灰色粒状部分は苦土橄欖石であろうか。 
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■茨城県町屋（透閃石橄欖岩） 

 以前は、コートランド岩と呼ばれていたもの。淡褐色繊維状集合の部分が透閃石。そ
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の他の粒状集合の部分は苦土橄欖石。大貫仁(1968):「阿武隈山地,コートランド岩類の

2.3の造岩鉱物」岩石鉱物鉱床学会誌.59-4、HISAO TANAKA,SATOSHI KANISAWA,HITOSHI 

ONUKI(1982):「Petrology of the Nishidohira Cortlandtitic Mass in the Southern 

Abukuma」J. Japan. Assoc. Min. Petr. Econ. Geol.77, pp438-454によれば、ピクラ

イト質マグマから分化したものとされる。町屋の岩石のような存在が許されるなら、岡

山県高瀬鉱山のものも玄武岩質マグマから分化した橄欖岩といえるかもしれない。いず

れにしても、輝石橄欖岩に比べて、水蒸気圧が高い状態で、ゆっくり冷えたものと言え

る。 

  

  

 

■茨城県長谷（角閃石橄欖岩） 

角閃石を主体とした珍しい橄欖岩。昔は、このような違いを持つ岩石にも名前が付け

られ、コートランド岩と呼ばれていた。しかし、鉱物と違って、岩石の名前は、野外名

なので、いろいろややこしい名前をつけるのはやめて、ある程度統一しようという動き

が起こり、角閃石橄欖岩となった。橄欖岩は、苦土橄欖石主体のものと、輝石橄欖岩、

複輝石橄欖岩の３つのいずれかが一般的である。しかし、理想化学式に OH を持つ角閃
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石が主体となっている、それも、角閃石が黒色の笹の葉のように含まれる岩石というこ

とで、これが初生的なものなのか、副次的な産物なのか、議論が煮詰められていない。

太平洋側の産地だから、プレートの沈み込みと一緒に巻き込まれた水分が関わった可能

性は大いにあるが、それでは輝石が置き換えられるだけで、笹の葉のような組織にはな

らないだろう。劈開のはっきりした、緑色の部分が角閃石族鉱物である。 

   

  

  

 

■愛媛県五良津山（ズン橄欖岩） 

ダナイトとも呼ばれる黄褐色緻密な橄欖岩。黒い粒はクロム苦土鉱で、それ以外は苦

土橄欖石である。五良津山の奥には、このズン橄欖岩の巨石が沢山積まれた場所があっ
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て、最初は砂岩かと思っていたが、ふぶきさんに尋ねてみると、比較的珍しい岩石なの

だという。とにかく、クロム苦土鉱が入った部分を、大きな石から割り取るのが難しく、

色変化にも乏しいので、なかなか愛着が沸かなかったのだが、「橄欖岩は蛇紋石になる

前の石」という認識が出てからは、地学的に正当な認識もできたので大切にしている。

五良津山と言えば、色味が派手なものや、珍しいものが脚光を浴びていたりするが、こ

のような地味な石の意味が分かってくると、岩石も楽しくなる。 

  

  

  

  

■BALLANTRAE SCOTLAND（レルゾライト橄欖岩） 

 苦土橄欖石、斜方輝石、単斜輝石で構成される橄欖岩。こちらも非常に粗粒で、広域
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変成も受けているためか、結晶粒が褶曲している。平行ニコルで赤褐色に見えているの

は、苦土橄欖石がノントロン石化したもの。 

  

  

  

 

■Ile（アイル）,Bizard,Quebec,Canada.（キンバーライト） 

キンバーライトは、ダイアモンドを含むことも、ないこともある橄欖岩の一種。この

薄片にダイアモンドが含まれているかどうかは不明。ただし、母岩の方は、橄欖岩らし

い非常に複雑な組織となっていて、好ましい。粒状の苦土橄欖石をはじめ、やや粗粒な

褐色の金雲母と、繊維状組織を持つ緑色の輝石族鉱物が見られる。 
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■Nye Stillwater Co. Montana USA（ハルツバージャイト橄欖岩） 

 苦土橄欖石と斜方輝石で構成される超塩基性岩。橄欖石としては比較的粗粒で、ゆっ

くり結晶化したもの。やや粒が小さく、結晶の輪郭が残っている部分も見られる。橄欖

石の粒の中に見られる筋は、圧力の影響でできた割れ目で、方向性がないため劈開では

ない。 
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