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岩石組織集２ 露猫綾乃 

＜堆積岩＞ 
■北海道オコソナイ川（泥岩） 
■茨城健大泉（粘板岩） 
■岩手県一関市大東町（縞状鉄鉱層） 
■栃木県文挟クレー（石灰岩中脈） 
■東京都五日市市樽（魚卵状石灰岩） 
■東京都館谷（泥岩） 
■東京都橋詰の堆積岩（砂岩？） 
■東京都小仏（硬砂岩） 
■千葉県犬吠岬（砂岩） 
■千葉県天羽根町（泥岩） 
■千葉県平久里（砂岩） 
■千葉県平久里（泥岩） 
■奈良県三尾鉱山（石灰岩） 
■大阪府緑ケ丘（珪岩）  
■岡山県新成羽（礫岩） 
■岡山県千谷鉱山東側（泥岩） 
■岡山県天神峡（方解石頁岩脈） 
■山口県美東町赤（魚卵状石灰岩） 
■Loch Ness, Scotland（赤色砂岩） 
■Loch Ness, Scotland（赤色砂岩） 
■Pordoi Pan Itary（苦灰岩） 
＜酸性火山岩＞ 
■長野県和田峠（黒曜石） 
■山梨県淵坂峠（流紋岩 or デイサイト） 
■静岡県寝姿山（アルカリ流紋岩） 
■兵庫県七曲り（流紋岩） 
■岡山県千谷鉱山西側（流紋岩） 
■広島県三原市(流紋岩)  
■鳥取県後谷鉱山（粗面岩） 
■鳥取県後谷鉱山（流紋岩変質部） 
■島根県大蔵鉱山（流紋岩） 
■愛媛県千本峠（流紋岩） 
■愛媛県藤野々（流紋岩）  
■島根県布施村(アノーソクレス粗面岩)  
■高知県足摺岬（アルカリ流紋岩） 
■長崎県三股（流紋岩） 
■鹿児島県隼人町（苦土大隅石デイサイ
ト） 
■Thander Bay, Morathoke、Canada（石
英長石流紋岩） 
■Stahisb ,US River, USA.（レータイ
ト） 
＜広域変成岩＞ 
■北海道下幌加内)広域変成岩)  
■新潟県青川渓谷)広域変成岩)  
■新潟県姫川（広域変成岩）  
■新潟県平岩（広域変成岩）  
■新潟県青海川（広域変成岩） 

■新潟県青海川（広域変成岩） 
■新潟県清水倉（広域変成岩） 
■富山県高沼（広域変成岩） 
■福井県板倉（広域変成岩） 
■茨城県日立市穂積付近（広域変成岩） 
■茨城県日立鉱山（広域変成岩） 
■茨城県日立鉱山（広域変成岩） 
■茨城県長谷鉱山（広域変成岩） 
■茨城県長谷鉱山（広域変成岩） 
■茨城県長谷鉱山（広域変成岩） 
■茨城県北の沢（広域変成岩）  
■茨城県稲荷橋東方（広域変成岩） 
■茨城県助川町（広域変成岩） 
■茨城県杉本(広域変成岩)  
■茨城県西堂平（広域変成岩） 
■栃木県深沢（広域変成岩） 
■群馬県茂垣（広域変成岩） 
■埼玉県根小屋（広域変成岩） 
■埼玉県本郷（広域変成岩） 
■埼玉県本郷（広域変成岩） 
■埼玉県荒川左岸（広域変成岩） 
■埼玉県宮内（広域変成岩） 
■埼玉県宮内（広域変成岩） 
■埼玉県風布（広域変成岩） 
■埼玉県八反田（広域変成岩） 
■埼玉県西ノ入（広域変成岩） 
■東京都数馬下（広域変成岩） 
■東京都留（広域変成岩） 
■東京都盆堀川（広域変成岩） 
■神奈川県谷峨（広域変成岩） 
■神奈川県中川温泉(広域変成岩)  
■山梨県枇杷寝沼上流（広域変成岩） 
■愛知県師崎（広域変成岩） 
■三重県白木（広域変成岩） 
■和歌山県下津町（広域変成岩） 
■和歌山県地の島（広域変成岩） 
■和歌山県毛貝海岸（広域変成岩） 
■岐阜県羽根谷（広域変成岩） 
■岐阜県木地屋（広域変成岩） 
■岐阜県羽根谷（広域変成岩） 
■岡山県小田川（広域変成岩） 
■岡山県千谷鉱山西側（広域変成岩） 
■鳥取県後谷鉱山（広域変成岩） 
■鳥取県滑（広域変成岩） 
■愛媛県寒川山(広域変成岩)  
■愛媛県鹿森（広域変成岩） 
■愛媛県鹿森（広域変成岩） 
■愛媛県五良津山（広域変成岩） 
■愛媛県五良津山(広域変成岩)  
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■愛媛県五良津山（広域変成岩） 
■愛媛県関川（広域変成岩） 
■愛媛県関川（広域変成岩） 
■愛媛県関川（広域変成岩中脈） 
■愛媛県五良津山（広域変成岩） 
■愛媛県五良津山（広域変成岩） 
■愛媛県別子鉱山（広域変成岩） 
■愛媛県別子鉱山（広域変成岩） 
■愛媛県別子鉱山（広域変成岩） 
■愛媛県鹿森（広域変成岩） 
■愛媛県市ノ川（広域変成岩） 
■徳島県地蔵超（広域変成岩）  
■徳島県高越鉱山（広域変成岩）  
■徳島県奥の井川（広域変成岩） 
■徳島県大歩危（広域変成岩） 
■高知県桑の川林道（広域変成岩） 
■高知県本山町（広域変成岩） 
■長崎県戸根鉱山（広域変成岩） 
■長崎県向郷（広域変成岩） 
■長崎県ヨチギレ海岸（広域変成岩） 
■熊本県内田（広域変成岩） 
■Langban,Wermland,Sweden.（広域変成
岩） 
■Uto,Is Sonder,manland,Sweden.（広域
変成岩） 
■Norra kare,Sweden.（広域変成岩） 
■Scourie More,Scotland（広域変成岩） 
■Scourie More,Scotland（広域変成岩） 
■Calvine, Scotland（広域変成岩） 
■Calvine, Scotland(広域変成岩) 
■Mojne in werifss Scotland(広域変成
岩) 
■Fluhalp Swiss(広域変成岩)＜119＞ 
■Palm baumx, Germany.（広域変成岩） 
■Geco Mine, Thunder Bay, Canada（広
域変成岩） 
■Memio Mine Canada（広域変成岩） 
■Yellow knife Canada（広域変成岩） 
■Ignace area（広域変成岩） 
■Anglesex wales（広域変成岩） 
■メレ鉱床 Yellow Knife（広域変成岩） 
＜接触変成岩＞ 
■岩手県白石（接触変成岩） 
■岩手県中里（接触変成岩）  
■岩手県奥新切（接触変成岩） 
■岩手県白石（接触交代岩）  
■岩手県白石（接触変成岩）  
■福島県羽山ニッケル鉱山（接触変成岩） 
■福島県羽山鉱山（接触変成岩） 
■福島県八茎鉱山（接触変成岩） 
■福井県中竜鉱山（接触変成岩） 
■福井県中竜鉱山（接触変成岩） 
■茨城県柴内(接触変成岩)  

■茨城県久慈川（接触変成岩） 
■茨城県岩間採石場（接触変成岩） 
■茨城県日立鉱山（接触変成岩） 
■茨城県稲田（接触変成岩） 
■茨城県柊山（接触変成岩） 
■茨城県日立鉱山（接触変成岩） 
■栃木県加賀田鉱山（接触変成岩） 
■栃木県野門鉱山（接触変成岩） 
■埼玉県秩父鉱山石灰沢（接触変成岩） 
■神奈川県ザレノ沢（接触変成岩） 
■山梨県田野(接触変成岩)  
■山梨県扇山（接触変成岩）  
■山梨県扇山（接触変成岩） 
■愛知県額田町（接触変成岩） 
■愛知県鳳来町小松小立砕石（接触変成
岩） 
■三重県宮妻（接触変成岩） 
■三重県加太（接触変成岩）  
■三重県宝並（接触変成岩） 
■長野県甲武信鉱山（接触変成岩） 
■長野県下高遠（接触変成岩） 
■長野県甲武信鉱山（接触変成岩） 
■岐阜県春日鉱山（接触変成岩） 
■岐阜県春日鉱山（接触変成岩） 
■岐阜県春日鉱山（接触変成岩） 
■岐阜県神岡鉱山栃洞坑（接触変成岩） 
■岐阜県神岡鉱山（接触変成岩） 
■京都府井手町（接触変成岩） 
■大阪府秦野市（接触変成岩） 
■岡山県東三原（接触変成岩） 
■岡山県東三原（接触変成岩） 
■岡山県梅木川（接触変成岩） 
■岡山県梅木川（接触変成岩） 
■岡山県梅木川（接触変成岩 orスカルン
鉱床） 
■岡山県三原鉱山（接触変成岩） 
■岡山県山宝鉱山（接触変成岩） 
■岡山県布賀（接触変成岩） 
■岡山県布賀（接触変成岩） 
■岡山県銅珍鉱山（接触変成岩） 
■岡山県三原鉱山（接触変成岩） 
■広島県久代平田露頭（接触変成岩） 
■広島県久代上野谷露頭（接触交代岩） 
■広島県父石（接触変成岩） 
■広島県久代上野谷露頭（接触変成岩） 
■広島県久代上野谷露頭（接触変成岩） 
■広島県久代上野谷（接触変成岩）  
■広島県平子鉱山（接触変成岩） 
■広島県三原鉱山（接触変成岩） 
■山口県長登鉱山烏帽子坑（接触変成岩） 
■山口県錦帯橋（接触変成岩）＜184＞ 
■山口県藤ケ谷鉱山（接触変成岩） 
■山口県喜和田鉱山（接触変成岩） 
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■愛媛県二名金坑（接触変成岩） 
■福岡県三ノ岳（接触変成岩） 
■宮崎県乙ケ淵鉱山（接触変成岩） 
■宮崎県乙ケ淵（接触変成岩）  
■大分県藤河内（接触変成岩） 
■大分県木浦鉱山金子坑（接触変成岩） 
■大分県尾平鉱山銀鋪（接触変成岩） 
■大分県尾平鉱山（接触変成岩） 
■大分県尾平鉱山銀鋪（接触変成岩） 
■大分県尾平鉱山ハジカミ坑（接触変成
岩） 
■Varo-Mares Near Vevis,Italy（接触変
成岩） 
■Magnet Cove,Hotsprings,Arkansas, 
USA.（接触変成岩）  
＜層状マンガン鉱床・マンガンスカルン
＞ 
■岩手県田野畑鉱山本坑（層状マンガン
鉱床） 
■岩手県野田玉川鉱山（層状マンガン鉱
床） 
■山形県大谷鉱山（層状マンガン鉱床） 
■福井県藤井鉱山（層状マンガン鉱床） 
■栃木県鷹の巣（層状マンガン鉱床） 
■栃木県笹平鉱山（層状マンガン鉱床） 
■栃木県久良沢鉱山（層状マンガン鉱床） 
■埼玉県大蔵鉱山（層状マンガン鉱床） 
■埼玉県大宮鉱山（層状マンガン鉱床） 
■東京都白丸鉱山（層状マンガン鉱床） 
■東京都白丸鉱山（層状マンガン鉱床） 
■愛知県田口鉱山（層状マンガン鉱床） 
■愛知県田口鉱山（層状マンガン鉱床） 
■愛知県田口鉱山（層状マンガン鉱床） 
■愛知県田口鉱山（層状マンガン鉱床） 
■愛知県田口鉱山（変成層状マンガン鉱
床） 
■福岡県河内鉱山（層状マンガン鉱床）  
■福岡県三坂峠（層状マンガン鉱床） 
■宮崎県大猿渡鉱山（層状マンガン鉱床） 
■宮崎県下鶴（層状マンガン鉱床） 
＜花崗岩質深成岩と熱水交代性鉱床＞ 
■岩手県赤金鉱山（接触変成岩-熱水交代
岩） 
■岩手県割沢（熱水交代性鉱床） 
■栃木県文挟クレー（熱水交代性鉱床） 
■栃木県岩花鉱山（熱水交代岩） 
■長野県甲武信鉱山（接触変成岩および
熱水交代岩） 
■長野県余地鉱山（熱水交代性鉱床） 
■長野県余地鉱山（熱水交代性鉱床） 

■山梨県京ノ沢（熱水交代岩）  
■愛知県新城市（片麻岩） 
■岡山県銅珍鉱山（接触変成岩および熱
水交代岩） 
■京都府施福寺（熱水交代岩） 
■岡山県杉谷（熱水交代岩） 
■岡山県天神峡（熱水交代岩） 
■広島県勝光山（熱水交代岩） 
■広島県勝光山（熱水交代岩） 
■広島県勝光山（熱水交代岩） 
■山口県木与鉱山（熱水交代岩） 
■山口県日の丸奈古鉱山（熱水交代性鉱
床） 
■鳥取県後谷鉱山（接触変成岩および熱
水交代岩） 
■鳥取県後谷鉱山（接触変成岩および熱
水交代岩） 
■島根県宇波鉱山（熱水交代岩） 
■香川県猫山（熱水交代岩） 
■Zurich, Swiss（眼球片麻岩） 
■Thunder Bay,Canada（花崗角礫岩およ
び捕獲岩） 
■Yellow Knife Hearne Lake,Canada（熱
水変質岩） 
■Chateau de Sirop, Quebec,Canada. 
(アルカリ角礫岩岩脈） 
＜気成鉱床＞ 
■茨城県錫高野（気成鉱床） 
■山梨県竹森（気成鉱床） 
■京都府鐘打鉱山（気成鉱床脈） 
■岡山県大笹鉱山（気成鉱床） 
■岡山県三吉鉱山（気成鉱床） 
■広島県瀬戸田林（気成鉱床） 
■広島県瀬戸田林（気成鉱床） 
■山口県志津木鉱山（気成鉱床） 
■山口県志津木鉱山（気成鉱床） 
■島根県小馬木鉱山（気成鉱床） 
＜黒鉱鉱床＞ 
■秋田県深沢鉱山角掛沢（黒鉱鉱床） 
■島根県大蔵鉱山（黒鉱鉱床）  
＜熱水鉱床＞ 
■富山県立山温泉（温泉沈殿物） 
■岡山県小泉鉱山（熱水鉱床のからみ＝
鉱滓） 
■鹿児島県八瀬尾(熱水鉱床)  
■鹿児島県王ノ山（熱水鉱床） 
■bastnas mine, Sweden.（熱水鉱床） 
■おくづけ 
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＜堆積岩＞ 

■北海道オコソナイ川（泥岩） 

 この標本は、河原の転石を頂いたもので、淡いうす橙色をした石の表面が、あちこち

球状にえぐれていた。ラベルには「玄武岩」と記されてあったが、手触りは非常に滑ら

かで、粒子が細かい。また、苦鉄質岩にしては軽すぎると感じ、思い切って割ってみる

と、内部は緻密な粒子が詰まった灰色で、堆積岩のように見えた。研磨してみると、硬

度も低く、あっという間に薄片が泥だらけ。粒子の細かさを砂岩と比較すると、圧倒的

に細かいので、泥岩として良いだろう。繰り返すが、私は人のラベルの粗探しをしてい

る訳ではない。ラベルに書かれているものと、自分の経験を比較してみて、疑問に思え

ば、できる範囲の方法で調べてみることもある、というだけである。自分では行くこと

のできない、遠方の産地の標本を頂けたことだけで素晴らしいし、それに自分で答えが

出せるようになった、ということも素晴らしい経験である。いつかこの地に行くことが

できた時は、すでに、おなじみさんである。 

   

 

■茨城健大泉（粘板岩） 

岩石組標本の中のひとつ。泥岩が、弱い接触変成を受けて、やや粗粒な部分ができて

いるもの。より良い条件に恵まれれば、紅柱石や菫青石が現れてくる。 
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■岩手県一関市大東町（縞状鉄鉱層） 

非常に細粒なため、見た目の派手さはないものの、わが国にも縞状鉄鉱層があったと

いう貴重な標本。赤鉄鉱を含む堆積岩が、低い広域変成を受けているようで、磨くと意

外に硬い。 

  

 

■栃木県文挟クレー（石灰岩中脈） 

白色の風化被膜を持つ細粒の石灰岩塊の割れ目に、幅２ｍｍほどの脈ができている。

脈の中には、無色透明で、板状結晶を束ねたような石膏が生成されている。石膏は、突
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くとパラパラと板状に壊れ、非常に低硬度なのですぐ粉になる。黒鉱鉱床における石膏

鉱の組織と似ている。 

  

  

  

 

■東京都五日市市樽（魚卵状石灰岩） 

海外では「ウーライト」として知られる、魚卵状石灰岩。砂粒や、魚の骨などを核に

して、低温の炭酸泉が噴出する付近でできたものと思われる。岩石の組標本には必ず入

っている。カルチャークラブ主催の化石採集イベントで、地学教育に大変熱心な地主の

方に案内して頂いて、山にも入らせて頂いたことがあるが、数年前に亡くなられたので、

現在は気軽には入れなくなっていると思う。サンゴの化石なども一緒に産出する。 
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■東京都館谷（泥岩） 

玄能石を含む母岩の黒色泥岩。五日市付近に広がる、泥岩砂岩の互層は、一度海底に

堆積したものが、陸側が持ち上がったことで、雪崩が起きるように歪んでいる。ある時、

この辺りを散策していたところ、階段でも作るのか、護岸の一部がショベルカーで、大

きく崩されていた。割れ口の表面が黒曜石のようにつるつるしているので、貝化石かと

思ったが、専門家に話を伺ってみると、泥岩中に断層が走って、何度も揉まれるように

して擦り合うと、擦り合わされた面にカオリナイトという珪質粘土鉱物ができて、つる

つる光るようになるのだという。そうか、こんなことからも断層の痕跡が追えるのだと

思った。 
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■東京都橋詰の堆積岩（砂岩？） 

 地質図で、沢沿いに流紋岩が現れていることを狙って観察に行ったのだが、肌色細

粒の変化に乏しい岩石しか見つけることができず、長い間名前を付けることができず

にいた。ようやく環境が整い、薄片を作ってみたが、灰色で円磨された石英粒が沢山

見られるので、アルコーズ砂岩とでもいうべきものだろうか。ただし、粒度はあまり

一定しておらず、大きい粒や小さい粒、角ばった粒なども見られる。 
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■東京都小仏（硬砂岩） 

古い岩石の組標本の中の一つ。やや広域変成を受けているので、砂岩としては硬質で、

粒と粒の間も詰まっている。また、粒の大きさも均質であるとは言い難く、交差する筋

を内包する、石英以外の異質な鉱物も含まれているようである。 
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■千葉県犬吠岬（砂岩） 

 関東地方、特に千葉県と東京都は、海の底に沈んでいた時代が長いので、地質図の分

布もほとんど堆積岩である。Loch Ness, Scotlandの砂岩と比べてみると、赤鉄鉱が含

まれていないことを除けば、ほとんど違いがない。つまり、犬吠岬は酸化的な環境には

恵まれなかったということが言えよう。 
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■千葉県天羽根町（泥岩） 

 天羽根町の泥岩は、やや赤色味がかっていて、酸化環境に富んでいたようにも見える。

組織的には、オコソナイ川と似ているが、オコソナイ川の包有物は、楕円状無色透明で

あるのに対し、天羽根町のものに含まれているのは、黒色球状物質である。 

  

  

 

■千葉県平久里（砂岩） 

暗緑色の苦鉄質粘土鉱物である、海緑石を含む砂岩。肉眼的にはやや緑色がかった見

かけをしているが、言われないとなかなか気づかないだろう。オープンニコルで暗緑色
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の部分が海緑石。 

  

  

 

■千葉県平久里（泥岩） 

黒色泥岩中に、カキの化石が含まれているもの。暗色塊状の部分は泥岩で、組織の見

られる部分はすべてカキの化石である。このあたりの泥岩中には、犬牙状の方解石集合

が見られ、メタンなどの有機化合物を含む、珍しいに新鉱物千葉石も見つかっている。 
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■奈良県三尾鉱山（石灰岩） 

三尾鉱山は、青色片岩中に斑銅鉱などを産する熱水鉱床。そこで、暗緑-暗い赤色の

珍しい石灰岩を拾ったと、ふぶきさんから聞いていた。非常に細粒の石灰岩で、色に濃

淡があるのが面白い。炭酸泉からゆっくり沈殿したものであろうか。少なくとも、一般

的な石灰岩のように、フズリナなどの化石は見られない。ふぶき標本。 
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■大阪府緑ケ丘（珪岩：オーソコーツァイト）  

中国大陸の山奥から、流れついた古い時代の珪岩。それほど円磨されておらず、比較

的大きさの揃った石英の粒のみで構成されている。非常に硬い岩石で、河原の転石から

切り出そうとしたところ、8ｍｍ程度のチップ 2 枚しか取れなかった。なんとかそれを

樹脂に封入して研磨。1,2枚目の左端部分は、風化被膜。石英のみの堆積岩、と言った

ら、供給源は砂漠の近くだろうか。大陸起源のものと、わが国の堆積岩を比べると、明

らかに組織が違う。 
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■岡山県新成羽（礫岩） 

 緑色の緑色片岩や、白色の方解石、赤色チャートの礫を含んで、礫岩としてはカラ

フルな色合いを持つため、五色石という呼び名を持つ。礫の角が角ばっており、露頭

からそれほど離れていない場所で堆積したことが伺える。礫同士の固結度が高いの

で、割っても分離しない。安山岩のような、斜長石の短冊状組織が見られる部分もあ

る。 
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■岡山県千谷鉱山東側（泥岩） 

淡黄色菱苦土鉱脈を掘っていた鉱山の、東側斜面で見つけた堆積岩の一つ。30ｍｍ四

方の白色方解石片を含んでいることがある。なぜひび割れが入っているのかは不明。ふ

ぶき標本。 
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■岡山県天神峡（方解石頁岩脈） 

岡山県天神峡は、鳥居のついた赤い橋が目印になるが、この鳥居の向かいに、くの字

型の道路をショートカットするトンネルバイパス工事が行われた。というのは、この奥

に、大きな石灰岩の採石場があって、鉄鉱石を溶かす時の融点を下げるために、港にあ

る鉄工所まで、オレンジ色の大型トラックが、１０台ほど連なって、毎日何回も往復し

ているからだ。大型トラックにとっては、天神峡の「くの字型カーブ」が難所であり、

利便を図るために、短いトンネルが掘られたということと推測する。工事の責任者の方

の話によると、「北側は頁岩が多く、南側は緑色凝灰岩が多い。その間には断層があっ

て、間を方解石脈が埋めている」ということであった。大量に積まれたトンネル排石の

中から、揉まれた頁岩の間を埋めている方解石脈を探して、薄片にした。暗い褐色塊状

の部分が、炭質物を多く含む頁岩の破片。三方向の劈開が見える部分が、方解石である。

方解石は、粒状でなく、板状に交差しながら、脈として成り立っているのが興味深い。 
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■山口県美東町赤（魚卵状石灰岩） 

魚卵状石灰岩と言えば、東京都五日市のものばかりと考えていたが、先輩より山口県

にも魚卵状石灰岩の産地があることを教えて頂いた。頂いた標本２点からは、赤道付近

の海底で、魚の骨の欠片などを芯にして成長した球状石灰岩が、後の熱変成もしくは広

域変成で、組織が消えつつある部分もある。偏光顕微鏡下では、五日市のものには見ら

れない、中心から放射状に伸びる、不思議な模様が存在する。 
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■Loch Ness, Scotland（赤色砂岩） 

「地殻進化学」（東京大学出版会）の執筆のため、古い地質時代の資料として採取さ

れた岩石のひとつ。ラベルには「古い赤色砂岩 デボン紀」とある。Loch Nessの赤

色砂岩は、あまり丸みを帯びていない硬質な石英の周りを包む粘土鉱物の一部が、地

球に大量の酸素が生まれた後に、赤鉄鉱となって残されている。こちらの方が、粒度

が細かいということは、同じ濁流から堆積した砂でも、海底の中での比重が軽く、遠

くまで運ばれたものが集まった部分だと言える。 

  

  

 

■Loch Ness, Scotland（赤色砂岩） 

「地殻進化学」（東京大学出版会）の執筆のため、古い地質時代の資料として採取さ

れたがんせきの手がかりとして採取された岩石のひとつ。ラベルには「古い赤色砂岩 

デボン紀」とある。Loch Nessの赤色砂岩は、あまり丸みを帯びていない硬質な石英

の周りを包む粘土鉱物の一部が、地球に大量の酸素が生まれた後に、赤鉄鉱となって

残されている。こちらの方が、粒度が大きいということは、同じ濁流から堆積した砂

でも、比重が重く、海底の中で早く沈んだものが集まった部分だと言える。 
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このような赤鉄鉱を含んだ、赤色砂岩は、我が国では見られない岩石の一つだが、

特にヨーロッパにおいては、比較的広範囲に分布する一般的な岩石だそうである。特

に明治時代の地球科学者、小藤文次郎が足を延ばしたこともある、東京都五日市市付

近の砂岩は、炭質物を含んだ暗い灰色で、還元的な環境を示している。 

 

  

 

■Foel Anglesey Wales,UK（赤色泥灰岩） 

 やや赤味を帯びた灰色で、ざらざらした不純な石灰岩のような見かけの岩石。湖の

ような陸上の場所で、粘土質の泥と石灰成分が混ざり合って堆積し、固まったもの。

四角い粒状の部分が方解石。時に大きな粒子を含む。 
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■Pordoi Pan Itary（苦灰岩） 

苦灰石の英名、Dolomiteの語源となった、産地の薄片。おそらく、少し流れが滞る、

湾のような場所で沈殿した岩石。採石場の規模は大きいが、比較的細粒。参考書籍は以

下。庄司 力偉(1971):堆積岩石学,朝倉書店。  
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＜酸性火山岩＞ 

■長野県和田峠（黒曜石） 

黒曜石は、流紋岩の表面が、空気と触れることで急激に冷えて、非晶質のガラスにな

ったものである。和田峠では、満ばん柘榴石を湛える流紋岩の上部に、黒曜石の層があ

ると伺っている。非晶質のガラスと言うと、硬く感じられるかもしれないが、もともと

はマグマだったものだから、通常の酸性岩と比べると、羊羹みたいな柔らかさである。

また、肉眼では気づかなかったが、透かして見ると流理模様も見えて、固化する前に少

し流動性があったようだ。不透明で、不定形の塊部分は、黒曜石の末期の空隙にできた

クリストバル石。 
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■山梨県淵坂峠（流紋岩 orデイサイト） 

白っぽい母岩に、暗い茶褐色のカミントン閃石斑晶を含む岩石。劈開の見られない大

きな粒は、おそらく石英。 
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■静岡県寝姿山（アルカリ流紋岩） 

一般的な酸性流紋岩に比べて、アルカリ元素の多い流紋岩に、轟石やパイロリュー

ス鉱などの二酸化マンガンの熱水が入り込むことで、肉眼的には赤紫色をした細粒の

岩石に変質している。これに似た産状が、古生代末に噴出した Elgersburg 

Thuringen, 

Germanyのアルカリ流紋岩にも見られる。あまりにそっくりなので、息を飲むほ

ど。 
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■兵庫県七曲り（流紋岩） 

流紋岩中の球顆に、桃色-明緑色の長い柱状結晶集合斜灰簾石を産する産地。先輩の

お宅に遊びに行った折、ズリであるゴミ捨て場に、七曲りのものと思われる素晴らしい

標本が沢山捨てられていたので、無理をしてお願いし、頂いて帰ってきた。「こんなも

のを差し上げては・・」とお困りになっておられたが、一般鉱物が好きな私にとっては

興味深い標本である。比較的大きな欠片を薄片にしていたので、どんな素晴らしい組織

が見られるか楽しみにしていたが、少し目の粗いやすりを使っていたら、半分削り落と

してしまった。不透明な部分は母岩の流紋岩空隙を埋めるクリストバル石（？）で、透

けている部分はすべて斜灰簾石。 
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■岡山県千谷鉱山西側（流紋岩） 

千谷鉱山は、菱苦土鉱を掘っていた鉱山である。以前、緑色片岩をご紹介させて頂い

たことがあるが、この流紋岩も千谷鉱山の母岩の一つである。中国地方に広がる大きな

花崗岩体（＝バソリス）の上を覆っている流紋岩には、いろいろな種類があり、噴火口

が何か所かあったことが伺える。近年、兵庫県赤穂市付近に大きなカルデラが確認され、

地殻の上部が大量に吹き飛ばされた影響で、花崗岩のような深成岩が、地表に浮き上が

ってきたことが理論づけられた。ジオイドの論理は、地学の教科書に紹介されているが、

中国地方はまさにそれを具現化している地域なのだ。千谷鉱山の流紋岩は、粘り気の強

いマグマが流れた痕跡を内包している。 
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■広島県三原市(流紋岩) 

石基が暗灰色ガラス質の流紋岩。関東地方に見られる、新しい時代の火山岩は、典

型的な白っぽい酸性火山岩とした。三原市ホテル前の流紋岩は、見かけが黒っぽいの

で、最初は流紋岩と思えなかった。そういう場合は、構成鉱物に注目すると、苦鉄質

火山岩に見られる橄欖石族や輝石族、角閃石族の斑晶は見当たらず、せいぜい短冊状

の斜長石斑晶が見られるだけ。石基は黒曜石にはならなかったにしろ、急激に冷えた

ので、粒度が細かいのであろう。 
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■鳥取県後谷鉱山（粗面岩） 

 板状の斜長石斑晶が散らばる、粗面岩様の淡い緑色の岩石。全体がやや変質を受け

ており、組織が思ったほどはっきりしなかった。 

  

  

 

■鳥取県後谷鉱山（流紋岩変質部） 

暗い灰色緻密な流紋岩の一部が、スカルンを形成した熱水の影響で、一部肌色に変

色している。こんなクズ石を拾っていると、先輩方に奇異な目で見られる。短冊状の

斜長石斑晶はまだ形を留めており、いくつかの結晶がくっついているのが印象的であ

る。 
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■島根県大蔵鉱山（流紋岩） 

大蔵鉱山のズリに見られる、黒鉱鉱床の母岩の流紋岩。手に持った感触は比較的軽く、

隙間の多い見かけをしている。岩石組織的には、やや変質していて、新しい時代の新鮮

な流紋岩とは、見かけを異にしている。当然のことながら、黒鉱鉱床を作った熱水の影

響を受けたのである。日本海側の黒鉱鉱床は、中国大陸と日本列島の間に日本海が口を

開けた影響で、海底にいくつもの噴気孔が現れ鉱床を作ったものだが、その一部でも、

現在陸上において観察できることは素晴らしい。日本海側の黒鉱鉱床に伴う母岩は、た

いてい流紋岩とされているが、それぞれの鉱床で、差異もあると思うので、できるだけ、

鉱物と母岩をセットで持ち帰るようにしている。 



31 

 

  

  

  

 

■愛媛県千本峠（流紋岩） 

千本峠は、淡い紫色の高温石英を含んだ流紋岩として著名である。分離結晶も良いが、

地元の方に教えて頂き、近くの露頭で、母岩付きのものも少し持って帰った。研磨液は

土埃のような香りがする。非常に脆い岩石なので、粘土鉱物が多いのだろう。薄片にで

きないほど脆くはない（岩石自体が脆すぎたり、劈開が発達している珪灰石など、薄片

にしにくいものも結構ある）。肉眼的な、石英とカリ長石の斑晶が万華鏡のように散ら

ばって見事。このように、石英が飛びぬけて大きくなっているものは、石英斑岩と呼ぶ

こともある。ついでに、この産地のカリ長石も、興味深い形状を示すのだが、まだ手が
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付けられていない。 

   

  

 

■愛媛県藤野々（流紋岩）  

開放系の脈に束沸石ができている母岩の薄片。石基は不純物を含んでいるので、光を

通しにくい。しかし、ところどころに石英の斑晶がみられることから、流紋岩と同定で

きる。 
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■島根県布施村(アノーソクレス粗面岩) 

通称トカゲ岩とも呼ばれる、やや光沢を持つ、白っぽい酸性火山岩。苦土橄欖石と透

輝石、アノーソクレスというカリ長石で構成されている。アノーソクレスの白色短冊状

結晶には、繰り返し双晶と共に、それを斜めに切断する会色の縞模様が見られるのが特

徴的。他ではあまり見られない、変わった味わいの組織となっている。古い岩石組標本

のひとつ。 
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■高知県足摺岬（アルカリ流紋岩） 

足摺岬と言えば、「トール石を含む重砂」「ラパキビ花崗岩」と一通りの知識は持って

いたつもりであったが、ある先輩は、岩石の専門家を目指していたということで、確か

にお譲りくださる品物が、かなり変わっていて、流れるような模様を持った、細粒のア

ルカリ流紋岩中に、薄墨のような薄い層が挟まれている。調べてみると、私が存じ上げ

なかっただけで、1990年の記載論文が入手できた。薄片を作ってみると、なかなか上手

く映せないが、松葉のような細かい結晶が、せめぎ合いながら、みっしり並んでいる。

「流紋岩」という視点から見ても、かなり変わった組織である。参考文献は以下。石原 

舜三,田中 剛,寺島 滋,富樫 茂子,村尾 智,上岡 晃(1990):足摺岬の過アルカリ流紋岩

岩脈:新しいタイプのレアメタル資源の発見,鉱山地質,40(220),pp107-115。 

   

 

■長崎県三股（流紋岩）  

肉眼的に白色で、流理組織を持つ。石基が光を通しにくいので、薄片を作ると、光を
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通しやすい石英だけが、薄片が厚くても、最初に浮かび上がってくる。 

  

   

 

■鹿児島県隼人町（苦土大隅石デイサイト） 

この地域一帯に分布する、空隙に苦土大隅石が林立したデイサイト。全体的に脆い岩

石なので、濃い青色の苦土大隅石を薄片に含めるのは難しいのだが、なんとか視野にお

さめることができた。板状斜長石の斑晶は、内部に累帯構造と繰り返し双晶を見せてい

る。空隙の壁面から伸びているのは鱗珪石。 
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■Thander Bay, Morathoke、Canada（石英長石流紋岩） 

 肉眼的には細粒で、桃色味を帯び、さらに磁鉄鉱のような黒色鉱物も含む、わが国

では見られない酸性火山岩。平行ニコルでは無色に見える石英も、クロスニコルでは

等粒状の粒が集まった組織をしており、さらにその外側は、同じような大きさの粒

の、細かい石基で埋められている。一方向に平行な方向性があるので、流紋組織を持

っているとも言える。流紋岩は、流里組織を持つものも、持たないものもあり、粒の

大きさも細粒だったり粗粒だったり、色も様々で、一つの引き出しに入れても、同じ

岩石とは呼べないほど,見た目にバラエティがある。酸性火山岩は、石英と長石のよう

な白色系の鉱物が主体であると決められているが、微粒の磁硫鉄鉱を含んで、黒っぽ

いものすらある。Thander Bayのものは、流紋岩にしては珍しく、強い磁性がある。

１９９１年採取。 
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■Stahisb ,US River, USA.（レータイト） 

レータイトは、粗面岩の一種で、成分的には流紋岩に近いものだ。肉眼的には黒っ

ぽい岩石で、ところどころに白色板状の斜長石斑晶が散らばっている。確かに、山梨

県千足の粗面安山岩の基質を黒くしたような岩石である。酸性マグマが急激に冷えた

ために非晶質なのか、石墨でも含んでいるのだろう。だから、写真では斑晶の斜長石

しか写し取ることができない。斜長石の輪郭はやや丸く溶けており、内部は繰り返し

双晶をしているようだ。 
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＜広域変成岩＞ 

■北海道下幌加内の広域変成岩（青色片岩相） 

平行ニコルで肌色の部分がローソン石。青色柱状の部分は藍閃石。緑色の粒は緑簾

石。ローソン石も藍閃石も緑簾石も、青色片岩を特徴づける鉱物の仲間。しかし、源

岩が塩基性火山岩であるにしては、磁鉄鉱の粒がひとつも見られない。低温高圧の影

響で、鉄分は藍閃石や緑簾石に取り込まれたのだろうか。確かに今まで見て来たもの

に比べると、粒が粗くなっている。 
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■新潟県青川渓谷の広域変成岩（緑色片岩） 

平行ニコルでは暗い緑色柱状集合の緑簾石に、無色短柱状細粒の曹長石が加わって

いる。塩基性火山岩起源の広域変成岩であるが、明褐色の輝石族が、周囲より大きい

粒として残っているものは源岩の斑晶の名残と思われる。まだ完全に再結晶化が行わ

れておらず、弱い変成度であることがわかる。 
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■新潟県姫川（広域変成岩）  

暗緑色長柱状ジェドル直閃石+肌色斜灰簾石（？）+黄色粒状チタン石で構成される角

閃石片岩の薄片。粗粒なうえ、構成鉱物の組み合わせから見ても、比較的高温高圧生成

の変成岩である。 

  

  

 

■新潟県平岩（広域変成岩）  

緑閃石を主体とした広域変成岩。緑色片岩としては、繊維の幅が細い。ところどころ

に、明るい緑色の粒が見えているが、異種鉱物という訳ではなく、緑閃石の断面が見え
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ているだけかもしれない。 

  

 

■新潟県青海川（広域変成岩） 

緑閃石を主体とした緑色片岩。比較的粗粒で、愛媛県五良津山のものに似ているが、繊

維は直線状で、やや短い。色もやや黒色味が強い感じがする。5,6枚目の中央に写って

いるのは、緑閃石を、柱面に垂直に切断した部分。これが、鉱物学の教科書によく載っ

ている、角閃石の劈開である。これだけ粗粒のものを、偏光顕微鏡で拡大しないとわか

らないのだから、初歩の人が戸惑うのも無理はない。輝石族の劈開と比べてみてほしい。 

  

  

  



42 

 

■新潟県青海川（広域変成岩） 

やや色の淡い緑閃石を主体とした緑色片岩。岩石組織的には中粒で、鉄分が少ないタ

イプである。愛媛県五良津山のように、柘榴石を含まないのは、原岩の玄武岩の質が違

うのだろう。薄片組織では、異種鉱物や累帯構造は認められない。比較的均質なグリー

ンタフが、原岩の場合が多いからかもしれない。 

  

  

 

■新潟県清水倉（広域変成岩） 

肉眼的には青味を帯びた灰色の、透閃石片岩。やや不透明な透閃石の間を埋めている

のは、滑石だろうか。 
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■富山県高沼（広域変成岩） 

長さ 60ｍｍ程度の紡錘状コランダムを含む広域変成岩。記載文には、内側からコラ

ンダム→カリ長石→母岩というシンプルな図が添えられているが、薄片にしたら組織は

どうなっているだろう、ということで、研磨。平行ニコルで無色の部分はカリ長石。や

や青色味がかっている部分は、肉眼で薄い青色のコランダムであるが、複数の繊維が絡

まったような複雑な組織になっている。また、暗い褐色の不明鉱物も貫入している。母

岩には泥質岩由来の石墨が加わっているためか、なかなか光を通さない。非常に細かい

石墨でも含まれているのか、研磨液に油が浮いたような感じになる。 
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■福井県板倉（黒雲母角閃石片麻岩） 

片麻岩としては特別粗粒な、岩石組織を持っている。しかも、斜長石の内部は、累帯
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構造にも、繰り返し双晶にも見えるような、細かな細工がされている。研磨液は暗褐色

で、印象に残る。複雑に絡み合う褐色黒雲母や褐色角閃石も、量が多く、見た目にも黒

っぽい。酸化的な環境でできた片麻岩。  

   

  

  

 

■茨城県日立市穂積付近（広域変成岩） 

含銅硫化鉄鉱鉱床に付随する、硬緑泥石片岩。原岩が、古生代の泥岩に限って出現す

るといわれている。肉眼では、やや変成度の高い細粒の泥質片岩に、直径 3ｍｍ程度の

放射状集合が点在しているが、ほぼ二次元の薄片にすると、板状になった。暗い緑色の

硬緑泥石の周囲がやや乱れていることも特徴的である。 
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■茨城県日立鉱山（広域変成岩） 

随分以前に、先輩から白雲母片岩中の赤色粒状結晶を「もしかしてルチル」というラ

ベル付きで頂いていた。私はようやく定性分析を始めようとしていたところで、何度か

この赤色粒状鉱物も分析してみたのだが、試料の作り方が悪いからか、思うようにチタ

ンが検出できない。この度、「もっと大きいものを見つけたのでお届けします。」と、私

のもとに届けられた標本は、幾分赤色系鉱物が濃集して、見事な斑模様を作っている。

小さな破片を使って、何か所か分析してみたが、一向にチタンが出てこない。それどこ

ろか、珪素の値がやたら高い。とうとう諦めて、家で分析値を計算してみたところ、一

つだけ紅柱石に見合う値があった。赤色粒状鉱物には、光沢が強い柱状で、肘型双晶を

示すものもあるというので、破断面に上手く結晶が飛び出していれば、電子顕微鏡でも

分析はしやすいと思うが、とりあえず、ルチル（？）の共存鉱物として、紅柱石が確認

できた。薄片でやや桃色がかっている長い柱状の部分が紅柱石だろう。 
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■茨城県日立鉱山（広域変成岩） 

「岩石組織集」で、山梨県竹森の白雲母グライゼン中にみられる緑色雲母のことを書
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いたところ、先輩より、日立鉱山の絹雲母片岩とコメントを頂いた。絹雲母片岩は、片

理のはっきりした比較的粗粒の絹雲母に、こちらも比較的粗粒の明るい緑色雲母が標本

の半分以上を占めている。吉木文平著「鉱物工学」技報堂（1954年）によれば、緑色の

原因は Fe と記されているそうである。肉眼的には雲母だけで構成されているように見

えたが、薄片組織を見ると、変成作用で、あちこちに球状の変状斑晶ができつつある。 
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■茨城県長谷鉱山（広域変成岩） 

 八面体粒状磁鉄鉱を多量に含む、塩基性変成岩岩中の白色粗粒苦灰石脈。平行ニコル

で黒色の部分が磁鉄鉱。白色菱面体の部分が苦灰石。｛10-11｝に完全な劈開がはっきり

映っている。光沢の強い暗赤色長柱状のルチルや、濃青色透明板状鋭錐石も少量点在す

る。これは、クロスニコルでは、磁鉄鉱と苦灰石の境目に、小さな赤色の粒状として見

えている。 
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■茨城県長谷鉱山（広域変成岩） 

玄武岩質の火山岩が、緑色岩程度の変成を受けた磁鉄鉱片岩。黒色部分が磁鉄鉱。こ

の磁鉄鉱は、元の火山岩が広域変成を受ける過程で、集まって大きくなったもの。元の

火山岩が細粒だったのか、もしくは、変成度が低いのか、磁鉄鉱以外の緑閃石+緑泥石

部分は非常に細粒である。斑晶磁鉄鉱の周りだけ、やや組織が乱れている。 

  

  

 

■茨城県長谷鉱山（広域変成岩） 

私は漫画家だから、基本的には興味の対象は「人」である。どういう人が、どういう

ことを考え、どういうことをしているか、を観察しているのが面白い。そのついでとし

て、どういう考えで、この人は石を探しているのだろうか、という方向へ興味が沸く。

日本各地へ採集対象を広げてゆく人。地域を絞り、その中で対象を深めてゆく人。鉱物

を網羅的に集める人。自形結晶や特定の鉱物に拘る人。さまざまである。特に私が興味

を惹かれるのは、言葉でどう、と言うわけではないけれども、小さくても次々と学問的、

および観察の対象を広げてゆく人である。 

この磁鉄鉱緑泥石片岩は、有志の会のバザーで競り落とした品物。ある先輩は、大き
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な磁鉄鉱を母岩から掘り出す過程で、「母岩と磁鉄鉱の悲しい別れ」が幾度もあったこ

とを語られた。この磁鉄鉱、一辺 10ｍｍはあるという巨大なものである。通常の三波川

変成帯に見られる磁鉄鉱緑泥石片岩中の磁鉄鉱というのは、せいぜい一辺が 2ｍｍ程度

のもので、全国どこのものもそんな感じだが、「どこかにもっと大きなものがあるに違

いない」という目標を作り、一見、何でもないような地層のところから、さらに大きな

もの、もっと複雑なものを探求する手法もあるようだ。長い年月を重ねる間に、縁あっ

て、私の手元には長谷鉱山の小さな磁鉄鉱緑泥石片岩と、大きな磁鉄鉱緑泥石片岩が揃

った。こんなに磁鉄鉱が大きくなっているのだから、何かの理由で母岩にも変化がある

だろうと思い、薄片にしてみると、やはり大きな磁鉄鉱緑泥石片岩の方は、ほかの部分

より大きな層状緑泥石の絡まった結晶の姿があった。複雑に絡み合う繊維状組織が美し

い。そして、ようやく視野に入れることができた、磁鉄鉱と緑泥石の境目は、直線では

なくガタガタだった。おそらく、長谷鉱山付近に深成岩が貫入した影響で、小さな磁鉄

鉱が寄り集まって大きくなったのだろう。 
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■茨城県北の沢（広域変成岩）  

この付近には、硬緑泥石を産出する地域が帯状に分布しており、先輩によると、場所

によって少しずつ面付きが違うという。確かに、肉眼的な観察でも、違いは分かるが、

同じ倍率で組織を比べてみたら、どういうことが言えるだろうかと思い、研磨、母岩が、

炭質物質を多く含んだ泥岩なので、なかなか光を通さず、わかりにくいかもしれないが、

暗い緑色放射状の部分が硬緑泥石、捻じれてはいないが、かなり自由で大きな広がりを

見せている。 
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■茨城県稲荷橋東方（広域変成岩） 

「硬緑泥石の差を言葉にしよう」シリーズ続き。この薄片は、暗い緑色放射状の硬緑

泥石が、比較的よく見える。硬緑泥石の広がりは、どの方向にも一様ではなく、ある種

のねじれを伴っているように見える。変成岩ができた時に加わった、圧力の差によるの

かもしれない。 
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■茨城県助川町（広域変成岩） 

「硬緑泥石の差を言葉にしよう」シリーズ、さらに続き。やや見えにくいが、捻じれ
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は少ないものの、束のまとまりが増えている。 

  

 

■茨城県杉本(広域変成岩) 

「硬緑泥石の差を言葉にしよう」シリーズ、さらにさらに続き。非常に見えにくいが、

硬緑泥石の球はあまり捻じれてもおらず、束の大きさも、この中では一番小さいように

感じる。ということは、北の沢はやや高温、稲荷橋東方ではやや高圧条件に恵まれたと

言えるだろうか。 

  

 

■茨城県西堂平（広域変成岩） 

 １枚目の右上に映っている灰色柱状の部分が藍晶石。紅色柱状集合が紅柱石。無色

柱状が珪線石。暗い褐色集合が黒雲母という、アルミニウムと鉄分に富んだ広域変成

岩。同質異像の藍晶石、紅柱石、珪線石が、一つの岩石中で安定な相を作っている。

鉄分を含んだ泥岩が広域変成を受けたもので、比較的粒度は細かく、変成度もそれほ

ど高くない。藍晶石--紅柱石--珪線石--黒雲母片岩とも呼べる。 
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■栃木県深沢（広域変成岩） 

古い岩石組標本の一つで、泥岩が、弱い広域変成を受けたもの。ラベルには頁岩とあ

った。全体が均一ではなく、白い斑状の粒粒ができているので、もう少し変成度が上が

れば、菫青石になる予定なのかもしれない。 
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■群馬県茂垣（広域変成岩） 

わが国では珍しい、タラマ閃石を主体とした青色片岩。藍色短柱状のタラマ閃石だけ

でできた岩石と思いきや、暗い緑色柱状の緑簾石と共存しているようである。どちらも

粒度が小さくなると、黒っぽい見かけになってしまうので、ここは顕微鏡の拡大能力の

おかげというところ。  

  

  

 

■埼玉県根小屋（広域変成岩） 

 筆者は、まだ野外経験が乏しかった頃に、この産地を訪れた。特に沸石類の共存関
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係に興味を持って、陽イオンと珪素の量比を調べてみたが、たいした結論が出せなか

った。一つは、菱沸石が珪酸分の量比には、左右されにくい沸石だったためと、母岩

が広域変成岩という、沸石としては特殊なものだからである。関東地方において、こ

のような高い変成度の岩石が、小規模に残されていることは興味深い。柘榴石は、光

学的に等方性なので、クロスニコルにすると真っ黒に見えるが、マグネシウムを主成

分とした苦礬柘榴石だけは、光を通すという特技を持っている。より結晶の粒が粗

く、内部に斜めに交わる劈開が見られる短い柱状の部分は苦土普通角閃石で、それ以

外の部分は曹長石である。広域変成岩としては比較的全体的に粗粒。苦礬柘榴石—苦土

普通角閃石片岩とも呼べる。 
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■埼玉県本郷（広域変成岩） 

 苦鉄質岩を原岩とする苦土リーベック閃石片岩（青色片岩相）中に含まれる、ステ

ィルプノメレンが濃集した黒色部分。スティルプノメレンは、偏光顕微鏡下では褐色

で、はっきりした劈開を持つため、以前は黒雲母と誤認されていた。ところが、ひと

つの鉱物種と思われていたスティルプノメレンをよく調べてみると、複数の鉱物の集

まりだということが解りつつあり、近く「スティルプノメレン族」が提唱される予定

となっている。黒い不定形の粒は磁鉄鉱。 
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■埼玉県本郷（広域変成岩） 

 本郷の河原で転石として見られる、透閃石を主体とした、透閃石脈を含む緑色片

岩。触感はややつるつるとしていて、細かい雲母族が含まれている感じがする。平行

ニコルで暗褐色細かい柱状の部分は透閃石。やや粗粒で、多色性が大きい部分は曹長

石。平行ニコルで無色の広い面積を占めており、クロスニコルで黒色に見える部分は

白雲母の集まり。平行ニコルでもクロスニコルでも黒く見えるものは炭質物。還元的

な環境で生成された、鉄分が少なく、アルミニウムの多い構成鉱物の組み合わせであ

るが、「鉱物観察ガイド」松原聰偏著（東海大学出版 2008 年）では、石英片岩と輝

石橄欖岩が反応して生成されたものである可能性が指摘されている。変成度はあまり

高くなく、河底の露頭では、藍閃石青色片岩とのつながりも観察できない。 
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■埼玉県荒川左岸（広域変成岩） 

非常に細粒の藍閃石を含む青色片岩。肉眼でも緻密な感じがするが、偏光顕微鏡で拡

大しても、細粒であることに変わりない。おそらく、苦鉄質火山岩の泥が集まったよう

な岩石が、弱い広域変成を受けたものだと考えられる。これがもし深成岩マグマの影響

を受けたなら、もっと粗粒な組織になるだろう。 
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■埼玉県宮内（広域変成岩） 

石墨片岩中に苦灰石脈が走る標本。黒色部分が石墨で、視野を斜めに切る暗い褐色の

帯状部分が、後に貫入した苦灰石の脈である。苦灰石は、そのものも立派な自形結晶が

出るのだが、石墨片岩の方も、複雑な褶曲を示していて、魅力的。 
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■埼玉県宮内（広域変成岩） 

緑泥石片岩中に、苦灰石脈が入り込んでいる広域変成岩。暗い緑色が緑泥石。それ以

外の部分は白雲母。苦灰石の脈は、薄片作成時に外してしまったようだ。 
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■埼玉県風布（広域変成岩） 

緑閃石の標本もたくさん頂いたので、薄片を作って比較してみる。一種類と思ってい

た鉱物も、分析してみると、不思議な数値が出たりすることもあるからだ。薄片を作っ

てみるのは、（１）異種鉱物が含まれていないか。（２）部分的に成分が違うことがない

か。などを確認するためである。もちろん、同じ倍率で比較すると、繊維の大きさの違

いもよくわかる。風布の緑色片岩は、繊維が細かく、全体的に色も淡いので、透閃石も

多く含まれている。オープンニコルでやや太い繊維状の部分が緑閃石。その間を埋めて

いるのは透閃石。 
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■埼玉県八反田（広域変成岩） 

緑閃石主体の緑色片岩。新潟県青海川の緑色片岩の、短柱状版、という感じ。  

  

  

 

■埼玉県西ノ入（広域変成岩） 

西ノ入は、本書でも何度か取り上げているが、実に色々な石が見られるところである。

本岩は、黄色柱状のヒスイ輝石と、深い藍色の藍閃石が、白地の基質にさざ波を立てて

いて、実に美しい。しかし、ヒスイ輝石の硬度が高いので、なかなか薄く削れず、完全

には石が透けていない。偏光顕微鏡下の藍閃石の鮮やかな藍色は、本当に美しいのにな
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あ。 

  

  

 

■東京都数馬下（広域変成岩） 

 黒色の炭質物の層の間に粒度の違う大小の石英粒が挟まれる、砂質片岩。粒はやや

円磨されており、太平洋側にも近いので、濁流のような形で堆積したような感じを受

ける。海洋性堆積物に特徴的な、青緑色の粘土鉱物海緑石が含まれていないため、陸

性起源の堆積物だと思われる。  
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■東京都留（広域変成岩） 

東京都留に流れる第一級河川、秋川は、当時の自宅が近かったこともあってよく通

ったが、泥岩や砂岩などの堆積岩のみならず、上流から流れてくる花崗閃緑岩のよう

な深成岩や、写真に見られるような変成岩を、河原で観察することができた。中でも

特に変わっていたのが、細粒柱状の緑閃石緑色片岩中に、灰紅色楕円状の赤鉄鉱の周

りを、白色の曹長石が取り囲んでいる「目玉」を持つ奇妙な岩石。典型的な緑色片岩

から別の相へ移る途中経過が残されたような石で、明確な片理を持っている。１枚目

と２枚目の写真は、塊状赤鉄鉱部分を４０倍に拡大したものだが、驚くことに内部に

白色放射状の組織が観察できた。何の鉱物であるか、想像もつかない。２枚目、３枚

目で長柱状集合として映っているのはアルミノパンペリー石。 
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■東京都盆堀川（広域変成岩） 

暗い緑色は緑泥石族。黒色は炭質物質。緑色や赤紫色の多色性の強い細粒もしくは

粗粒集合部分は石英。石英が非常に多くて硬いため、砂岩が弱い広域変成を受けた緑

泥片岩と見られる。 
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■神奈川県谷峨（広域変成岩） 

安山岩が、非常に弱い広域変成を受けて、アルミノパンペリー石を生成しているもの。

ほのかに繰り返し双晶を示す、短柱状の斜長石の組織を残したまま、石基に含まれてい

た輝石族が、アルミノパンペリー石に変わろうとしている。肉眼的にはやや青味がかっ

た岩石に見えるが、言われないと全く気付かないだろう。こうして薄片を作ってみても、

どこがアルミノパンペリー石とは言えないくらいのささやかな存在である。もう少し変

成度があがると、緑閃石や緑簾石が現れてくる。 
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■神奈川県中川温泉(広域変成岩) 

発見当時は、世界一若い結晶片岩で、直閃石を含む広域変成岩。時代が新しいだけに、

繊維の幅も細く、すべてが同じ方向にまっすぐ並んでいる。苦鉄質火山岩が、弱い変成

を受けてできた岩石であるが、鉄よりマグネシウムに富んでいる直閃石が主体となって

いるということは、磁鉄鉱をほとんど含まない火山岩だった可能性がある。 

  

 

■山梨県枇杷寝沼上流（広域変成岩） 

暗青緑色塊状の角閃片岩を研磨。地味な見た目に反して、角閃石続鉱物はバイカラー
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で、累帯構造もあるし、今までに見たことのない組織である。奇しくも、後述する、鳥

取県滑と、似たような特徴を持っている。比較的粗粒な岩石。ふぶき標本。 

  

  

  

 

■愛知県師崎（広域変成岩）  

斜プチロル沸石を主体とした、非常に低変成の広域変成岩。泥質の堆積岩が、弱い広

域変成を受けると、このようなものができるそうだ。肉眼的には白色緻密だが、手で持

つと非情に軽い。割れ口は滑らかな陶器のようになる。 
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■三重県白木（広域変成岩） 

 暗い灰色の岩石で、ラベルには「蛇紋岩」と書かれていたが、撫でるとやや滑らかさ

に欠ける。少し疑問に思って、薄片にしてみたところ、頁岩であろうということになっ

た。肉眼的にもやや緑色味に乏しく、蛇紋岩のすべり面を、片理ととらえ間違えたので

あろう。岩石の同定は、肉眼だけではなかなか難しい。よく慣れた人でも、地域が変わ

れば見かけも変わってくるので、相当こなれてこないと、誤ることもあるようだ。後述

の下津町の千枚癌に比べて、粒度が細かい。ふぶき標本。 
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■和歌山県下津町（広域変成岩） 

泥岩からはじまり、頁岩→千枚岩と続く低変性の広域変成岩。石英、絹雲母、緑泥石、

石墨など、一方向に劈開が完全な鉱物を主成分とするため、片理がはっきりしている。

石墨による黒色は還元環境で生成されたことを示す。平行ニコルで暗い緑色部分が緑泥

石。黒色で光を通さない部分は、石墨が多いところ。 

  

  

 

■和歌山県地の島（広域変成岩） 

 スティルプノメレンを含む低変性の緑色片岩。構成鉱物にスティルプノメレンを含む

ものとしては、高温低圧状態を示すものと言える。埼玉県本郷では、苦土リーベック閃

石などと共存していて、低温高圧状態で生成したことを示している。構成鉱物が苦鉄質

鉱物であるだけでなく、粒度も細かいので、岩石全体の硬度も低く、研磨液が粘土のよ

うになり、削りやすかった。平行ニコルで、褐色長柱状の部分がスティルプノメレンで、

それ以外の灰緑色長柱状の部分は緑閃石である。広域変成岩としては、非常に低い変性

度を示している。一部に、立方体の黄鉄鉱集合も見られる。 
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■和歌山県毛貝海岸（広域変成岩） 

 暗い緑色中粒塊状の岩石で、一見すると緑泥片岩に似ている。しかし緑色輝石族・緑

色角閃石族・方解石で構成されているため、やや光沢に乏しい感じがする。一方向に剥

がれやすい片理も見られるが、層状鉱物でできている緑泥片岩ほどはっきりしていない。

平行ニコルで白色粒状の楕円状集合に見えるのが方解石。緑色系の部分は、緑色輝石族・

緑色角閃石族のどちらかであろう。ラベルには「輝岩」とあり、一説には「緑色凝灰岩

が変成を受けてできる」と言われている。輝石族鉱物を多く含む広域変成岩。ただし、

この方解石の多さはちょっと変わっていて、石灰岩と玄武岩の互層が、広域変成を受け、

斑状変晶になったのかもしれない。つまり、輝岩というのは、輝石族鉱物を多く含む広

域変成岩、もしくは輝石片岩と言ってもよい。もっと特殊な岩石ではと思っていたが、

広域変成岩としては特殊と言えば特殊である。 
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■岐阜県羽根谷（広域変成岩） 

ラテライト質のアルミニウムに富んだ、金雲母-コランダム片岩と共に、現地でみら

れる滑石片岩。白色および灰色の、細かい繊維が集まった見かけは、一見珪灰石に見え

るが、爪でこするとすぐに粉になることから、低硬度の滑石だと同定できる。山田滋夫

著「日本の鉱物産地総覧」（栄光ブックス 2017年）によると、記載論文では「珪灰石」

とされているようで、研究者でも間違うことがあるようだ。実際、当時は、図鑑やパソ

コンなどで得られる情報が十分でなく、すべての研究者において、一般鉱物の同定や、

産出状態の知識が共有される状況ではなかった。特に、産出状態の知識の方は、膨大な

記載が積みあがることで、ようやく近年「主要鉱物各説」加藤昭著（無名会 2017年）

として纏められた。大雑把に説明すれば、接触変成岩（スカルン）ならば、珪灰石が産

出してもおかしくないが、コランダムを含むような広域変成岩に、珪灰石が出る可能性

はほとんどない。コランダムと珪灰石は非常に共存確率が低い鉱物である。このような

ことに気づくには、まず、ある程度一般的な標本を集めた上で、系統分類によってそれ

ぞれの鉱物を、比較してみることである。そうすると、これとこれは似た産状ではない

か、これは少し違うのではないか、ということに気づきやすくなる。 
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■岐阜県木地屋（広域変成岩）  

「軟玉」というラベルがついていたもの。肉眼的には暗い緑色だが、薄片にしてみる

と、非常に細かい繊維状の角閃石集合である。黒色はおそらくクロム鉄鉱。変成する前

の岩石が、クロム鉄鉱を含む苦鉄質岩で、緑色片岩相程度の、弱い広域的圧力を受けた

ものだと思われる。 
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■岐阜県羽根谷（広域変成岩） 

 紡錘状のコランダムを含んだ特異な接触変成岩。アルミニウムに富んだラテライト

質の岩石が、広域変成を受けて片麻岩となり、さらに後の花崗岩の貫入による接触変

成を受けて、コランダムが大きく成長したもの。金雲母-コランダム片岩とも呼べる。 

この薄片は、硬度の高いコランダムの部分は避け、金雲母を含む母岩の部分を薄片

にしたものである。手塚恒人「中部地方領家帯から含コランダム片麻岩の発見」地質

学雑誌 89（4） p243-244(1983)によると、金雲母やコランダムのほかに、カリ長

石、珪線石、白雲母、斜長石などが含まれている。変成岩としてはかなり粗粒な法。 

  

  

 

■岡山県小田川（広域変成岩） 

 岩石全体が青色味を帯びており、細かい柱状集合のパンペリー石が生成されている

青色片岩。白色に見えるのはおそらく葡萄石。この二つの鉱物が見られれば、葡萄石-

パンペリー相という低変成の広域変成岩を特徴づける鉱物であると判断できる。緑色

の部分は緑簾石で、黒い筋のように見える部分は赤鉄鉱。これらの鉱物は、葡萄石-パ

ンペリー相の広域変成岩で仲の良いグループである。苦鉄質岩の源岩から生成された
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もので、藍閃石ができるまでには到っていない。 

  

  

  

 

■岡山県千谷鉱山西側（広域変成岩） 

薄い黄色の菱苦土鉱脈を産出した、千谷鉱山西側斜面の母岩の一つ。肉眼的には緑泥

石片岩のように見えるものだが、この組織はどう形容したらよいものか。ふぶき標本。 



79 

 

  

  

 

■鳥取県後谷鉱山（広域変成岩） 

 後谷鉱山はスカルン鉱床で、ヘイスティング閃石と灰鉄輝石の見事な「蝋燭の芯」

的スカルン鉱物を産する。地質が複雑なところに鉱床が生成された。ざっと眺めただ

けでも、母岩の岩石の種類が７種類くらい見られた。ここに示した角閃片岩は、その

中の一つで、褐色黒雲母と暗褐色角閃石が作る縞状構造の間を、透明粒状石英が埋め

ている。源岩は苦鉄質火山岩だったのだろうが、角閃片岩としては粒度が細かく、変

成度もそれほど高くない。 
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■鳥取県滑（広域変成岩） 

滑（なめら）は、高圧低温型の広域変成岩である。ここを訪れたのは、石をはじめて

間もないころだった。先輩が、暗い緑色長柱状集合の標本を拾われ、「このようなもの

は見たことがないから、調べてもらう」と伺った後、15年が過ぎた。ようやく自分でも

定性分析ができるようになったので、他の鉱物が混ざってないか調べるために薄片を作

ってみると、内側が緑色で、外側が褐色というウォーターメロン状の苦土電気石だった。

残念ながら十分に熟れてはないようだ。硬度は比較的高く、広域変成岩中に苦土電気石

ができているとは。外側の褐色部分は、中心に比べて、イットリウムが増え、マンガン

やヴァナジウムが減っている。 
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■愛媛県寒川山(広域変成岩) 

緑簾石を主体とした石英片岩と言いたいところだが、肉眼的にはほとんど黒色に見

える、鉄とマンガンを多く含む緑簾石が、見栄えがするほど大きく成長している。偏

光顕微鏡下では、緑簾石は暗い緑色から藍色味を帯びた放射状結晶集合として観察で

きる。 

一般的な石英片岩の緑簾石は大抵塊状で、肉眼的な柱状結晶が見られるものはそう

多くない。特に、寒川山では、広域変成岩に特徴的な片理組織を示しておらず、自由

に結晶が成長しているため、広域変成岩ができた後に、花崗岩の貫入によって接触変
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成も受けたように感じられる。平行ニコルで無色、クロスニコルで細かい粒状集合の

部分は石英。 

  

  

   

 

■愛媛県鹿森（広域変成岩） 

青緑色の曹達雲母片岩中に、幅 5ｍｍの脈が入っていて、脈の外側は白色（灰簾石？）、

中心はやや桃色味がかっている（斜灰簾石？）。私は体力がないので、ほとんどの産地

は一回しか訪れたことがない。しかも、あまり石に関する感覚は鋭敏ではないから、こ

のような変わった石は、ほとんどふぶきさんが拾ってくる。どうしたらそんな良い石が

拾えるのかコツを聞いてみると、「その場にじっとしていないで、広く歩き回り、色々
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な石を割ってみることだ」と言うのだが、それができないから困っている。鹿森ダムを

訪れたのも、この時が最初で最後。後にこの脈は、先輩から斜灰簾石であることを教え

て頂いた。1,2枚目で先の鋭い長柱状に写っているのが斜灰簾石脈の組織。柱面に平行

な劈開がはっきりと映っている。3,4枚目以降で、やや幅が広く、全体を埋めているの

は曹達雲母。斑糲岩質の塩基性深成岩が、広域変成を受けて曹達雲母片岩となり、後に

深成岩などの貫入を受けて、斜灰簾石脈ができたのだろう。 

  

   

 

■愛媛県鹿森（広域変成岩） 

苦鉄質火山岩が広域変成を受けて、鉄ばん柘榴石を含む変成岩になったもの。暗い緑

色は緑閃石。白色部分は曹灰長石。広域変成岩らしい、非常に複雑な組織。 
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■愛媛県五良津山（広域変成岩） 

五良津山で、15年前には到るところにあった鉄ばん柘榴石-普通角閃石片岩が、今は

全く見つけられないそうである。あれだけの大きな規模の産地で採り尽くされるという

のは、どこかこの趣味の啓蒙の仕方が間違っているのではないか。三波川変成帯には、

苦鉄質火山岩が弱い広域変成を受けた、緑泥石片岩が産出するが、五良津山のものは一

部に粗粒玄武岩から変質したと思われる、斑晶の名残なども見られて初々しい。もしく

は、これから大きな圧力を受けて、変成度を高めてゆく途中だったのかもしれない。肉

眼的な見かけが地味な割には、興味深い組織を持つ石。  



85 

 

  

  

   

 

■愛媛県五良津山(広域変成岩) 

五良津山名物、褶曲した太い繊維状の緑閃石の隙間を滑石が埋めている標本。苦鉄質

火山岩が、強い広域変成を受けたもので、非常に粗粒。やや緑色がかっている、劈開の

顕著な部分は緑閃石。それ以外の部分は滑石。滑石は、肉眼では手触りの滑らかさが特

徴となるが、薄片組織で見ると、曲がったり、複雑に絡みあったりしていて、対象とし

て面白い。羽根谷のコランダム片岩と共に出てくる。鳥取県滑と比べると、五良津山付

近の滑石の繊維の大きさはお化け級。それだけ莫大な力が加わっていたということ。 
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■愛媛県五良津山（広域変成岩） 

暗い緑色長柱状の普通角閃石集合の中に、白色短柱状の曹長石の斑点が含まれている。
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点紋角閃片岩とも呼ばれる。普通角閃石集合部分は、厚みのある私の薄片では、なかな

か光を通さないので、曹長石の斑点部分の境目などを撮影した。こうしてみると、肉眼

的には、比較的分離しているように見えても、曹長石の斑点部分と普通角閃石の境目は、

線を引くようにはっきり分離している訳ではない。これが、温度と圧力によって長い時

間をかけて、少しずつ結晶構造を組み替えてゆく、化学反応速度が非常に遅い、広域変

成岩組織の特長である。 

  

  

  

 

■愛媛県関川（広域変成岩） 

関川の普通角閃石や斜灰簾石を主体とした広域変成岩は、斑糲岩が高い圧力を受け
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てできたものと言われている。この広域変成岩が花崗岩の貫入により接触変成を受け

ると、藍晶石や鉄礬柘榴石、曹達雲母などが見られるようになる。平行ニコルで暗い

緑色短冊状集合を見せているのが普通角閃石。結晶の向いている方向によって、色に

濃淡が見られる。普通角閃石が緑色系であるということは、還元環境で生成されたこ

とを示している。薄い橙色で断面が菱型の部分は斜灰簾石。肉眼的にも薄い橙色に見

える。広域変成岩としても比較的粗粒。 
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■愛媛県関川（広域変成岩） 

地質調査所(1958)によると、愛媛県小河谷川周辺は古生代に生成された、砂質片

岩、黒色片岩、緑色片岩および石英片岩などが見られる三波川変成帯である。関東地

方では、玄武岩の空隙の壁面や、安山岩の割目、および低変性の凝灰岩などに鮮やか

な緑色のアルミノセラドン石がよく見られる。四国では、それらの岩石が広域変性作

用を受けており、明るい緑色の苦鉄質粘土ができている。黒色片岩中の割目に生成さ

れているため、別の理由付けが必要である。 
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■愛媛県関川（広域変成岩中脈） 

関川に見られる、広域変成岩中の淡い黄色塊状の菱苦土鉱脈に、鮮やかな緑色塊状

の緑泥石（古い呼び名ではスメクタイト）が生成されている標本。偏光顕微鏡写真

で、淡い黄色。劈開がはっきりしている部分は菱苦土鉱。内部に劈開が見られない部

分は、やや温度が低く、細かい結晶が集まったもの。平行ニコルでは暗い緑色で、長

い繊維の束が集合しているように見える部分は緑泥石である。 

  

  

  

 

■愛媛県五良津山（広域変成岩） 

五良津山の鉄ばん柘榴石を含む広域変成岩は、柘榴石の直径が１センチ以上あるも
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のが出回っている。現地を訪れたところ、柘榴石は含んでいるものの、ちょっと違っ

た見かけの石を採取してきた。柘榴石--黒雲母片岩とも呼ぶ。偏光顕微鏡下では、平

行ニコルでは無色、クロスニコルでは黒色に見える小さな鉄ばん柘榴石をはじめ、褐

色集合の黒雲母や、暗緑色の角閃石族、クロスニコルで鮮やかな縞模様を見せる石英

粒などの存在が認められる。変成度も比較的低く、粒の大きさもそれほど大きくな

い。鉄分を多く含んだ泥質堆積岩が広域変成を受けたものだと思われる。 

  

  

 

■愛媛県五良津山（広域変成岩） 

五良津山の名物として名高い緑色片岩。暗い緑色柱状集合の緑閃石と、その間を埋

める暗い緑色層状集合の緑泥石の組み合わせは、細粒のものから粗粒のものまで、見

かけ上の変化が楽しめる。偏光顕微鏡下では、斜めに交差する劈開を持つ部分が緑閃

石、平行する劈開を持つ部分が緑泥石である。黒色の粒は磁鉄鉱であろうか。塩基性

岩を源岩とし、緑色片岩相の中でも圧力的にも温度的にも比較的高い変成を受けた変

成岩である。うっかり削りすぎて、薄片の面積が少なくなってしまったため、40 倍で

撮影している。  
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■愛媛県別子鉱山（広域変成岩） 

石英安山岩のような塩基性火山岩が、低温高圧を受けて再結晶した緑色片岩。再結

晶後の構成鉱物は、緑色粒状の緑簾石と無色透明粒状集合の石英、肺褐色でやや大き

な粒状の輝石族。緑簾石と石英は元の岩石の石基部分から変化しているが、輝石族は

元の岩石に含まれていた斑晶のなごりかもしれない。いずれにしろ、緑色片岩相の中

でも、非常に低変成である状態を示し、それぞれの粒の方向も定まっていて、褶曲し

ていない。 
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■愛媛県別子鉱山（広域変成岩） 

 平行ニコルでは緑色に見える緑簾石と、無色透明な石英、褐色層状の黒雲母が織り

成す湾曲した平行縞を持つ、緑色片岩。石英安山岩のような塩基性火山岩が源岩だっ

たためか、石英の量が多く、研摩するのに非常に時間がかかった。前掲した緑色片岩

と産地は同じだが、こちらの方が粒が大きくなっており、圧力の影響を強く受けてい

る。このように、一つの鉱山に限定しても、場所によって母岩の状態がかなり違って

くるのが地殻の状態。 
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■愛媛県別子鉱山（広域変成岩） 

 別子鉱山の母岩の一つである、普通角閃石--斜灰簾石片岩。クロスニコルで、結晶

の対角線上に交差する縞模様が見えるのが普通角閃石。見えない部分は斜灰簾石。赤

色の粒はルチル。結晶の粒面に沿って、別の細かな鉱物ができており、他にも複数の

鉱物が確認できる。このように角閃石が粗粒の状態で見られるのは、かなり変成度が

高い証拠である。斑糲岩が源岩だったという説がある。地震の専門家は、大きな地震

が起こっている時、地下の深いところでは、どんな変成岩が生成されているのか、な

どと想像しているという。 
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■愛媛県鹿森（広域変成岩） 

平行ニコルで淡い褐色粒状に見える斜灰簾石と、緑色柱状の緑閃石、やや藍色味の

ある柱状集合の藍晶石で構成された斜灰簾石－緑閃石藍晶石。斑糲岩が変化して生成

されたもの。比較的粒が粗く、変成度が高い感じがする。 

  

  

 

■愛媛県槇の川（広域変成岩） 

安山岩中の大きな空隙に、ダトー石や沸石族が産出する産地の、緑閃石を主体とした

緑色片岩。このようなところの、母岩まで着目しているとは、流石。肉眼的には、一般
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的な緑色片岩なのだが、どういう訳か、結晶の先端だけ、やや鉄分が多くなって、かす

かに青緑色になっている。また、緑閃石中に、粒状の異種鉱物も認められる。やはり、

前述した安山岩が噴出した時の影響を受けているのだろうか。 

  

  

 

■愛媛県市ノ川（広域変成岩） 

緑泥石片岩と、白色半透明の粗粒石英脈の間に生成された、暗褐色長柱状の苦土電気

石。高知県本山町のものに似ているが、組織はだいぶん違う。全体的に粗粒だが、柘榴

石は生成されていない。 

  



98 

 

  

 

■徳島県地蔵超（広域変成岩）  

青色片岩中の藍閃石。藍色部分が藍閃石。中粒。 

  

  

 

■徳島県高越鉱山（広域変成岩）  

藍閃石を主体とした、中粒の青色片岩。藍閃石の鮮やかな藍色が際立っている。やや

緑色味がかった角閃石族も見えるので、緑色片岩との間くらいの変成度なのかも。 
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■徳島県奥の井川（広域変成岩） 

青色片岩相の広域変成岩。２枚目のクロスニコル写真で上部左側で灰色に映ってい

る部分は、チタン石。チタン石の右側にあるカラフルな細かい粒の集合は、石英。そ

れより下部は母岩の青色片岩で、anglesex wales より細かい藍色柱状の藍閃石と粒状

緑簾石の集まりである。源岩は苦鉄質火山岩で、広域編成を受けた後、深成岩の熱の

影響を受けた接触変成岩でもある anglesex wales のものに比べると、低温で生成され

たことが見て取れる。 
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■徳島県大歩危（広域変成岩） 

泥岩起源の堆積岩が、弱い広域変成作用を受けて生成された、泥質変成岩。砂に比

べて泥は粒子が細かいため、全体的に組織も細かい。平行ニコルで暗緑色に見える部

分は緑泥石。４０倍で撮影。 

  

  

 

■高知県桑の川林道（広域変成岩） 

 苦土電気石—白雲母片岩。暗褐色柱状の部分が苦土電気石。その他の透明で劈開が

顕著な部分は白雲母。暗い緑色細粒の部分は緑泥石族で構成されている。変成度とし
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ては中程度で、マグネシウムとアルミニウムに富んだ泥質堆積岩。源岩の組織は残っ

ていない。方向性がなく、比較的高い変成を受けたもの。 

  

  

  

 

■高知県本山町（広域変成岩） 

暗褐色長柱状の苦土電気石を含む、白雲母片岩。粒状に見えるのは鉄ばん柘榴石。そ

の他の無色部分は石英。層状集合は白雲母。 
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■長崎県戸根鉱山（広域変成岩） 

マンガン白雲母を伴う、紅簾片岩。オープンニコルで、淡い桃色味のある部分がマン

ガン白雲母。透明な部分は石英。暗紅色長柱状部分は紅簾石。散らばっている暗褐色の

小さな塊は、ブラウン鉱。原岩は、マンガンノジュールの上に、チャートが降り積もっ

たような地層だろうか。 
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■長崎県向郷（広域変成岩） 

白色の滑石中に、暗い緑色長柱状の緑閃石が散在する標本。このような岩石は、三波

川変成帯の各所に見られるが、長崎県のものは初見。オープンニコルで白っぽい部分が

滑石。緑色味のある部分は緑閃石。比較的中粒な組織。 
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■長崎県ヨチギレ海岸（広域変成岩） 

緑色味のあるクロム白雲母と緑閃石の集合中に、暗い褐色長い柱状の苦土電気石が散

在する。非常に珍しい産出鉱物の組み合わせ。1,2枚目の中央を横切る暗い褐色柱状の

部分が苦土電気石。柱面に垂直に劈開と呼ばれる、分子同士の結合が弱い部分が見られ

る。やや緑色味がかった明るい繊維状部分は緑閃石。そのほかの柱状部分は、斜灰簾石。

オンファス輝石や翡翠輝石、チタン石などの報告もあり、比較的高い圧力でできた広域

変成岩。 
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■熊本県内田（広域変成岩） 

コランダム+チタン鉄鉱+鉄スピネル（青色）+金雲母で構成される、広域変成岩。肉

眼では、コランダムは六角柱状のイメージが強いが、スライスして、中心を撮影。「こ

れがコランダムなんて、信じられない」「難しい」と言われても、画像処理をしている

訳ではなく、これが自然というもの。広島県勝光山のコランダムの組織と、比較すると、

似たような、暗い青色の葉片状物質が絡まっていることがわかる。なんとなく、毛細血

管のようにも見える。コランダムの外側は、比較的粗粒な褐色の金雲母で取り巻かれて

いて、見事。 
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■Langban,Wermland,Sweden.（広域変成岩） 

変成層状マンガン鉱床中の、苦灰岩レンズ中に生成された、黒色粒状のフレドリクス
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ン石を含む広域変成岩。グラニュライト相の広域変成を受けている。フレドリクスン石

は、ルドウィヒ石族の硼酸塩鉱物で、３価のマンガンと鉄を含んでいるため、手に持つ

とずっしりと重い。岩石組織的には中粒。淡い色の部分は粒状苦灰石。標本全体の感じ

は、岐阜県春日鉱山の鉄スピネルを主体とする岩石に似ている。 
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■Uto,Is Sonder,manland,Sweden.（広域変成岩） 

肉眼的には黒色の母岩に、雉猫の黒い毛の部分だけを摘まんで散りばめたような、

リチア閃石を主体とする広域変成岩。比較的粗粒なので、変成度もそこそこあるのだ

ろう。基質の色も黒っぽいので、とてもリチウムが入っているとは思えないが、薄片

にしてみると、見慣れた桃色柱状のリチア閃石が現れた。黒色の粒は磁鉄鉱。緑色柱

状は緑閃石。そのほかは不明。柔らかい岩石なので削りやすい。岩石愛好家の私とし

ては、世界の岩石図鑑というものが、入手出来たら最高なのだが、ある先生の話によ

ると、某国の富豪が、私財をはたいて世界有数の岩石コレクションを持っているもの

の、本として公開される気配はないのだという。それでも、わが国では、すべてでは

ないにしろ、一部でも入手して遊ぶことができるのだから、とても幸せなことだよ

ね。 
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■Norra kare,Sweden.（広域変成岩） 

暗い緑色長柱状結晶の、エッケルマン閃石を主体とした広域変成岩に、比較的大きな

淡い緑色の、斜長石斑晶が含まれる標本。暗い緑色繊維状部分がエッケルマン閃石。そ

れ以外の部分は、斜長石。こちらも広域変成岩としては粗粒で、五良津並み。Sweden

というところは、低温高圧部分が多くあるらしい。エッケルマン閃石は、Sweden の岩

石学者 Claes Walther Harry von Eckermann（1886-1969）に、捧げられた名前であ

る。ナトリウムとマグネシウムを主成分とする、こんな素敵な母国の岩石に含まれる鉱

物に名付けられたら、たとえ悔いがあっても文句は言えない。 
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■Scourie More,Scotland（広域変成岩） 

 暗い灰色の粗粒玄武岩に似た見かけのグラニュライトと呼ばれる広域変成岩、薄片

を作ってみると、玄武岩とは全く違った組織であることが理解できる。比較的粒の大

きさが揃っているが、多少の大小はある。暗い緑色の粒集合は透輝石。薄い橙色の粒

集合は斜長石で、双晶しているものも見られる。玄武岩質の岩石が、岩石が溶ける直

前まで高温高圧を強いられると、このような高い変成度の広域変成岩ができる。 
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■Scourie More,Scotland（広域変成岩） 

前項と同じ産地のグラニュライト。肉眼的には暗い灰色の岩石だが、こちらの方が

粒が粗い。また石英の量も多いため、ガラス光沢の部分が多く、全く違う岩石に見え

る。粒の内部組織も複雑である。高温高圧で、岩石全体がほとんど溶ける寸前とな

り、辛うじて固体となった、というような様相を示している。 
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■Calvine, Scotland（広域変成岩） 

肉眼的には、細粒の石英と黒雲母が一方向に並んで、弱い片理を見せる石英片岩。

前項と比べると、石英の粒の大きさに大小の変化があり、細い柱状の鉱物も含まれて

いて、やや雑然としているように見える。これは、石英の粒があまり丸まっていない

ことから考えても、やや鉄分を含んだ砂が、比較的露頭から近い場所で堆積し、粒の

大きさで篩分けがなされないまま固化した後、広域変成作用を受けたものだと推測で

きる。 
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■Calvine, Scotland(広域変成岩) 

 やや鉄分を含んだ、砂岩のような岩石が、変成を受けた石英片岩。平行ニコルで白

い粒状に見える部分はすべて石英。やや形が不揃いで、角張っている。赤褐色に見え

る部分は黒雲母。 

  

  

 

■Mojne in werifss Scotland の接触変成岩（雲母頁岩） 

 鉄分を含んだ泥岩が、深成岩マグマと接触してできた接触変成岩。暗褐色板状の黒

雲母と比較的粗粒な透明石英で構成されているため、熱源に近かった部分。
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■Fluhalp Swiss の接触変成岩（藍閃石頁岩） 

青色片岩相程度の熱変成を受けた接触変成岩。平行ニコルで薄い藍色柱状に見えて

いる藍閃石も非常に粗粒であるため、高温で生成されたことが推測できる。低温高圧

の広域変成岩、たとえば Anglesex wales の広域変成岩と比較すると、粒度の違いや、

組織の方向性のあるものとないものの差が見える。 
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■Palm baumx, Germany.（広域変成岩） 

緑泥石と白雲母を主体とする緑色片岩の割目に、黄色立方体の蛍石・桃色塊状の重晶
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石が生成されている標本。蛍石と重晶石をもたらした熱水の影響で、母岩の広域変成岩

も若干変質している。赤色味を帯びている部分は、重晶石。立方体に近い部分は、蛍石。

筋状に写っている部分は、緑泥石。 

  

  

   

 

■Geco Mine, Thunder Bay, Canada（広域変成岩） 

肉眼的には、愛媛県五良津山の柘榴石角閃片岩に似ている。ただし、Geco Mineの

柘榴石は、赤色であることは共通しているが、結晶の分離はあまり良くない。なの

で、割れ口に覗いている柘榴石は、全て断面。普通角閃石の柱状結晶も、五良津山よ

り粗粒で、色も褐色系、つまり酸化環境でできたことを示す。比較的高い圧力を受け
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た広域変成岩。もう少し高温を受けると、角閃石から OHが抜けて、輝石族が現れ、グ

ラニュライトとなる。 

  

  

 

■Memio Mine Canada（広域変成岩） 

Memio Mine Canada の鉱床の下盤に見られた堆積岩起源の低変成砂質片岩。クロ

スニコルで灰色に見える粒状石英が、砂質堆積岩としての組織を、なんとか保ってい

る部分もある。変成度が上がって再結晶が起き、苦鉄質の輝石族あるいは角閃石族に

変化している部分もある。平行ニコルで緑色の色がついている鉱物ができているｎｏ

は、堆積岩中に黒雲母でも含まれていたのかもしれない。  
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■Yellow knife Canada（広域変成岩） 

 暗緑色粗粒柱状の角閃石と、細粒から中粒の石英、黒色の磁鉄鉱から構成される角
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閃石片岩。方向性は見られないが、深成岩の熱で溶融して、再結晶したようなまろや

かな境目が見られないため、広域変成岩とした。 

  

  

  

 

■Ignace area（広域変成岩） 

 硬緑泥石は、接触変成岩、広域変成岩ともに現れるが、源岩が古生代の鉄に富む泥

岩である時のみ，現れる特徴を持っている。このようなものを硬緑泥石片岩とも呼ぶ。

Ignace area では平行ニコルで、独独の青緑色柱状集合として観察される。無色透明

で細粒の部分は白雲母と石英の混ざり。１枚目と２枚目の中心に映っている無色透明

の大きな粒は不明。 
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■Anglesex wales（広域変成岩） 

 比較的細い柱状の藍色藍閃石が、平行に並ぶ隙間を、褐色の丸い粒が乱している青色

片岩。藍閃石のないところは、淡い緑色の細かい粒で埋められている。これは、源岩で

ある泥質堆積岩が、片理と呼ばれる方向性を持っていた名残り。苦鉄質鉱物である藍閃

石が多量に生成されているところから推測すると、玄武岩や安山岩などの苦鉄質岩から

生成された泥岩だったのであろう。 
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■メレ鉱床 Yellow Knife（広域変成岩） 

 ラベルには角閃石石英片岩とある。平行ニコルで暗褐色柱状の部分が角閃石族。無

色粗粒粒状の部分が石英なのであろう。石英のカラフルで斑な干渉色がよく確認でき

る。これを接触変成岩と判断したのは、深成岩の貫入による高温のために、通常の広

域変成岩よりも粒が粗い事と、組織に方向性が見られないため。 
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＜接触変成岩＞ 

■岩手県白石（接触変成岩） 

斜灰簾石-緑簾石－チタン石で構成される、スカルン鉱物集合。平行ニコルでもクロ

スニコルでも変化に乏しい部分が斜灰簾石。クロスニコルで色鮮やかに写っている部分

は緑簾石。1,2枚目の右下に移っている赤褐色の小さな粒状はチタン石。珪灰石や柘榴

石など一般的なスカルン鉱物だけでなく、ちょっと変わった緑簾石の変種に加え、末期

には沸石族も現れる，というなんとも贅沢な産地。地学研究 61（3-4）pp193-196（2013

年）、地学研究 62（3）pp169-175（2015年）参照。 
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■岩手県中里（接触変成岩）  

菫青石を含む、黒雲母ホルンフェルス。おそらく平行ニコルで干渉色の図表から考え
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ると、無色の部分が菫青石だとは思うが、薄片下でわかるような代物ではないところが、

心憎い。菫青石は、母岩の部分より硬度が高いので、河原の転石などで、風化面にボコ

ッと飛び出した粒を見つけられれば、しめたもの。粗粒。 

  

  

  

 

■岩手県奥新切（接触変成岩） 

泥岩に、花崗岩が接触してできた、紅柱石ホルンフェルス。標本の端の方で、ようや

く紅柱石の断面をとらえることができた。双晶している影響で、空晶石となっている。 
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■岩手県白石（接触交代岩）  

白色の束沸石+白色放射状スコレス沸石+濃緑色緑簾石が共存するスカルン鉱物の薄

片。硬度が高い鉱物が多いので、磨くのに時間がかかった。無色透明で、やや幅が広い

部分が束沸石。無色透明で、やや繊維が細く、放射状集合がはっきりしているのはスコ

レス沸石。暗い緑色粗粒部分は緑簾石。暗い褐色部分は灰ばん柘榴石。 
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■岩手県白石（接触変成岩）  

珪灰石+黒柘榴石+灰ばん柘榴石で構成された、スカルン鉱物の薄片。オープンニコル

で透明な部分ｈａ、珪灰石。珪灰石としては中粒．オープンニコルでもクロスニコルで

も黒い部分が黒柘榴石。それ以外が灰ばん柘榴石ということになる。肉眼的には、白・

黒・赤が混ざっていて、非常にコントラストが良い。参考文献は以下。鈴木 保光,原田 

誠治,村上 修(2013):ミネラルレポート 岩手県遠野市宮守町達曾部白石地内の鉱物,地

学研究,61(3・4),pp193-196 
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■福島県羽山ニッケル鉱山（接触変成岩） 

橄欖岩や輝岩に、花崗閃緑岩が接触してできた、特殊なマグネシウムスカルン鉱床。

この産地のように、苦灰石でなくとも、マグネシウムを多く含む橄欖岩のような岩石と、

花崗閃緑岩が出会うことも、地殻の多様性を考えれば当然あるのである。肉眼的には、

褐色味を帯びた、高硬度細粒の岩石に、暗褐色繊維状の透閃石集合が散らばっている。

オープンニコルで暗褐色に見えている部分が透閃石。参考文献は以下。長谷川 修三 , 

苣木 浅彦(1952):福島縣羽山産のルウドウィヒ石,岩石鉱物鉱床学会誌,36(4),pp103-

109,苣木 淺彦 , 長谷川 修三(1952):福島縣羽山ニッケル鑛床,鉱山地質.2(6),pp185-

196 
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■福島県羽山鉱山（接触変成岩） 

苦灰岩という堆積岩が、花崗岩という深成岩の貫入を受けて、再結晶した苦灰石の

粒の中に、暗褐色板状の硼酸塩鉱物であるルドウィヒ石を生成している。いわゆるド

ロマイトスカルン。ルドウィヒ石生成後の岩石全体は、接触変成岩という枠に入れら

れる。クロスニコルでは、ステージを回転させると、いろいろな方向を向いた、炭酸

塩岩の粒が、カラフルに変化して美しい。同じ堆積岩でも、泥岩や砂岩の場合は、石

英や長石が多いため、灰色系の色調になって、面白味がなくなる。これらの薄片が、

筆者の写真で色味がついているのは、薄片の厚みがまだ厚いという、単純な理由。  
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■福島県八茎鉱山（接触変成岩）  

灰鉄輝石と緑簾石を主体とするスカルン鉱物の薄片。バビントン石の母岩。暗い緑色

で、やや劈開のきめが細かい方が、灰鉄輝石。明るい緑色に映っているのは緑簾石。 
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■福井県中竜鉱山（接触変成岩）  

灰鉄輝石と閃亜鉛鉱を主体とするスカルン鉱物の薄片。暗い緑色部分は灰鉄輝石。 

  

 

■福井県中竜鉱山（接触変成岩） 

スカルン鉱床に産出する、鉄バスタム石。鉄バスタム石は、カルシウムのような金属

元素の入る部屋の一つを，鉄が占めている。褐色繊維状の見かけで、灰鉄輝石と密に共

存する還元的な生成環境を好む特徴がある。灰鉄輝石が多量に見られるスカルン鉱床な

らば、どこにでも産出する可能性があるが、広報が足りないのか、世界的にも産地の報

告は少ない。 
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■茨城県柴内(接触変成岩)   

紅柱石ホルンフェルスとも呼ぶ。微細な黒雲母の中のどこかに、柱状の紅柱石がある

はずなのだが、どこにあるのかわからない。岩石カッターを使わないと、目的の鉱物が

入っていないというようなことが起こる。 
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■茨城県久慈川（接触変成岩） 

泥質片岩に、花崗岩が貫入して、腕時計模様の菫青石斑晶が生成された菫青石ホルン

フェルス。同じようなものは、全国各地で産出するが、久慈川のものは六連双晶構造が

見事。非常に柔らかい岩石で、削るのは容易。 
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■茨城県岩間採石場（接触変成岩） 

細粒の灰ばん柘榴石と灰鉄輝石のスカルン鉱物集合。平行ニコルで赤味がかっており、

クロスニコルで黒色の部分が灰ばん柘榴石。それ以外の部分は灰鉄輝石で、黒色は磁鉄

鉱。 

  

  

■茨城県日立鉱山（接触変成岩） 

含銅硫化鉄鉱鉱床に伴われる泥質片岩に、花崗岩のようなマグマが接触して、豆状の

菫青石が生成され、同時に硫化鉱物の鉱染も受けているもの。白い部分はおおむね菫青
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石。見てもらえばわかると思うが、２ｍｍ程度の視野の中で、これだけの鉱物が混ざっ

ている。黒色不透明の部分は硫化鉱物。褐色層状部分は金雲母。このような組織を見せ

ると、恩師は「偏光顕微鏡の威力だね」と仰る。古来より、研究者はこのような組織を

観察してきたはずだし、各研究機関でも大量の薄片が保存されているはずだが、愛好家

に親しみのある産地の薄片が、十分に公開されていないので、難しく感じられるだけだ

と思う。 

  

  

  

 

■茨城県稲田（接触変成岩） 

黄褐色粒状のチタン石や緑色繊維状の緑閃石（？）が散らばった、全体的に紫色味を
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帯びる、スカルン鉱石。自分で採集したものではない、レアな産地なので、手元に集ま

った標本を並べてみると、柘榴石、金雲母、珪灰石なども産出していて、なんとなくス

カルンっぽい。と思ったが、紫色の母岩の高度は高く、塩酸にも反応しない。暗い緑色

繊維状部分が緑閃石。透明で、他よりやや大きい粒はおそらくチタン石。 

  

  

  

 

■茨城県柊山（接触変成岩） 

灰色がかった塊の中に、長い柱状の劈開が光沢を放つスカルン鉱物の薄片。オープン

ニコルで無色柱状集合に見えている部分は灰柱石。灰柱石だけと思いながら研磨したが、

3～6枚目に、暗赤色の脈が現れて驚いた。苦土電気石、もしくは錐輝石だろうか？ 
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■茨城県日立鉱山（接触変成岩） 

 日立鉱山は、関東地方では珍しいキースラーガー（含銅硫化鉄鉱鉱床）とされ、緑色

片岩中に、鉱体が生成されている。キースラーガーと言えば、黒鉱鉱床全体が、広域変

成を受けたものと解釈できるが、このような菫青石ホルンフェルスが存在するという事

は、後に貫入してきた花崗閃緑岩による、鉱床とは別の地質現象で生成されたものと捉

える方が良いのだろう。岩石名としては黒雲母菫青石ホルンフェルスとなるが、ホルン

フェルスとしてはかなり粗粒不均質である。暗い褐色板状の黒雲母も、粒状他形の石英

も、大きく成長している。後述する錦帯橋の菫青石ホルンフェルスと比べると、黒雲母

が散らばっている。クロスニコルで灰色の部分が菫青石だろうか。大隅石と間違えやす

いと聞いているので、いつか大隅石を含む岩石の薄片も作ってみることにしよう。 
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■栃木県加賀田鉱山（接触変成岩） 

 加賀田鉱山は、灰重石や灰ばん柘榴石を産出するスカルン鉱床である。比較的深所で
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生成されたため、石英も大きな塊状として共存しているが、本岩は比較的細粒の部分を

薄片にしたもののようだ。しかし、すでに本人がいないため、どのような岩石を薄片に

したのか聞くこともできない。クロスニコルで黒色の部分が灰ばん柘榴石で、他にもい

ろいろな鉱物が見えている。ふぶき標本。 

  

  

   

 

■栃木県野門鉱山（接触変成岩） 

わが国では珍しい珪亜鉛鉱を含むスカルン鉱床の一部。短波の紫外線を当てると、珪

亜鉛鉱の存在がわかるが、偏光顕微鏡では、その存在を認めるのは難しかっただろう。

炭酸塩岩としても変化に乏しいが、粒状の方解石は、石灰岩としても細粒で、比較的低
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温でできた鉱床であることが伺える。右端に見えているのが珪亜鉛鉱だろうか。 

  

 

■埼玉県秩父鉱山石灰沢（接触変成岩） 

淡い黄緑色の灰ばん柘榴石と、青色の亜鉛スピネルを主体とした、スカルン鉱物の薄

片。1,2枚目の中央に沿って縦に連なっている青色粒状鉱物が亜鉛スピネル。筆者の分

析では苦土スピネルの部分もあるようである。（つゆねこ記載学 2：2018）亜鉛スピネル

は等方性なので、クロスニコルにすると柘榴石と同じように真っ黒に見える。その他の

粒状部分は、ほとんど柘榴石だが、5.6枚目の左下には、異種鉱物が映っている。 
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■神奈川県ザレノ沢（接触変成岩：スカルン） 

我が家に、ヴェスブ石の標本が集ってきたので、「ヴェスブ石を削ってみよう」プロ

ジェクトを立ち上げた。ザレノ沢の、そろばん玉に似た、短い柱状ヴェスブ石を、贅沢

にも研磨。非常に粗粒であるだけでなく、内部に不明鉱物を含んでいる。1、2枚目の左

橋に写っている、明るい領域は柘榴石。 
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■山梨県田野(接触変成岩) 

おそらく、黒色泥岩と石灰岩の互層だったような地形に、深成岩マグマの影響を受け

てできた、低変成スカルン。原岩の互層構造が残ったまま、スカルンとしては比較的低

温で、細粒のスカルン鉱物を生じている。偏光顕微鏡の視野では、細かい白色繊維状の

珪灰石が大部分を覆い、やや透明感がある部分は、鉄分の少ない無色板状の透輝石であ

る。この産地は「鉱物採集の旅」シリーズ（築地書館）で紹介されているが、中国地方

のキラキラ珪灰石に慣れていた私は、こんなに清楚な珪灰石もあるのだと感心した。生

成温度が違えば、産出状態もずいぶん変わるものだ。 
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■山梨県扇山（接触変成岩）  

辺り一帯に分布する泥岩に、扇山の主体となる花崗閃緑岩が貫入してできた、黒雲

母ホルンフェルス。肉眼的には源岩の堆積構造を残しており、黒雲母の濃集している

部分と、石英の濃集している部分とに分かれている。一部に径 1mm程度の鉄ばん柘榴

石を生じていることもある。平行ニコルで褐色に写っている部分は黒雲母。暗い緑色

は緑泥石。無色透明の粒状集合は石英。 

  

  

 

■山梨県扇山（接触変成岩） 
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 扇山の花崗閃緑岩に熱変成を加えられた、黒雲母ホルンフェルス。肉眼的にはやや赤

色味がかっている。平行ニコルで暗褐色に見えるのが黒雲母で、比較的細粒。共存する

石英の粒も、向いている方向が違うのか、干渉色が様々変化して楽しい。堆積岩の層状

構造を残した部分には、四周完全で小さな自形鉄ばん柘榴石ができていることがある。

確か２４面体だったと思う。 

  

  

  

 

■愛知県額田町（接触変成岩） 

アルミニウムの多い泥岩が、花崗岩の接触を受けると、紅柱石黒雲母ホルンフェル

スという接触変成岩となる。岡山県東三原の泥質ホルンフェルスに比べると、細粒に
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見えるのに、紅柱石というアルミノ珪酸塩鉱物ができているのは、高温にさらされた

状態が長く、全体が再結晶しているから。鉄分は還元的な黒雲母に吸収されている。

肉眼的には暗い灰色の岩石で、一方向に剥げやすい片理を生じている。紅柱石は、幅

3mm、長さ 15mm程度の紡錘状で、色も際立った紅色を示している訳ではないので、あ

まり目立たない。岩石の割れ口に多少でこぼこがあるため、気づく感じである。平行

ニコルで褐色に写っているのが黒雲母。やや暗い灰色に写っている部分が紅柱石。ふ

ぶき標本。 

 

   

 

■愛知県鳳来町小松小立砕石（接触変成岩） 

 比較的組織の変化がある黒雲母ホルンフェルス。赤褐色に見える部分は黒雲母。だが、

黒雲母も非常に大きく成長しているものがある。灰色粒状の部分は石英。麦わら色長柱

状の鉱物も見られる。紅柱石でもできていそうな雰囲気。ふぶき標本。   
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■三重県宮妻（接触変成岩） 

黒雲母ホルンフェルス。層状で褐色の部分が黒雲母だが、白雲母も含まれているよう

に見える。クロスニコルが赤く映っているのは、同じ設定で撮影しても、カメラが自動

的に判断して、感度を変えてしまうため。ふぶき標本。 

  

  



148 

 

  

 

■三重県加太（接触変成岩）  

白色長柱状の曹柱石を含むスカルン鉱物の薄片。甲武信鉱山のものに比べて、かなり

粗粒。 

   

  

 

■三重県宝並（接触変成岩） 

灰鉄柘榴石や灰鉄輝石と石英で構成されるスカルン鉱床の薄片。平行ニコルで赤色系

透明に見えている比較的粗粒な粒が灰鉄柘榴石。それに伴う暗緑色、短柱状集合が灰鉄

輝石。その他の無色粗粒部分は石英。タングステンの鉱物である灰重石も含まれている
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かもしれない。ふぶき標本。 

  

   

  

 

■長野県甲武信鉱山（接触変成岩）  

白色で、長柱状集合の曹柱石を含む、スカルン鉱物の薄片。中粒。 
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■長野県下高遠（接触変成岩） 

粒状の菫青石を含む、黒雲母ホルンフェルス。黒雲母に含まれている鉄に、３価のも

のが多いからか、赤色味が強い。薄片を見るだけでは、マンガン鉱床の鉱物に見えるく

らい似ている。1～4枚目の左半分を占めている、白色粗粒部分が菫青石。やや小さい石

英の粒は、黒雲母と密雑に入り混じっている。 
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■長野県甲武信鉱山（接触変成岩） 

ほとんど灰鉄輝石からなる、スカルン鉱物の薄片。規模が大きな鉱床なので、非常に

粗粒。C軸方向に切断された部分では、輝石の種類によって変化する、劈開の角度が観

察しやすい。 
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■岐阜県春日鉱山（接触変成岩） 

透閃石と緑閃石で構成されるドロマイトスカルンの薄片。無色で太い繊維状集合が透

閃石。暗緑色繊維状集合は緑閃石。 
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■岐阜県春日鉱山（接触変成岩） 

苦灰岩に、チタン鉄鉱系の花崗岩質マグマが接触してできた、ドロマイトスカルンの

標本。黄色い粒が斜ヒューム石。その他の灰色部分は苦灰石。苦灰石は、流れてきた熱

水の温度によって、粒の大きさが小さくなったり大きくなったりしている。三方向の劈

開が顕著。ふぶき標本。 
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■岐阜県春日鉱山（接触変成岩）  

肉眼的には金雲母と長い柱状灰色の透閃石と共生する、レンガ色部分が柱石。ドロマ
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イトスカルンに産出する。研磨液は灰紫色という、他では見られない色。一般的な石灰

岩と接触したスカルンに見られる柱石は、名前の通り長い柱状になることが多いが、春

日鉱山のマグネシウムスカルンにおいては、長い柱状になるのは透閃石にまかせたよう

で、柱石は粒状。とにかく、苦灰岩が母岩の場合は、自形主張ができる鉱物と、できな

い鉱物があるようだ。 

   

  

 

■岐阜県神岡鉱山栃洞坑（接触変成岩） 

灰鉄輝石を含むスカルン鉱床。方解石は比較的粗粒で、三方向の劈開がはっきり見え

ている。見る方向によって、劈開の幅も異なって見えるのが興味深い。暗い緑色粒状で、

不規則な割目が入る、透明度が高い部分が灰鉄輝石。 
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■岐阜県神岡鉱山（接触変成岩） 

神岡鉱山の灰鉄輝石を主体とした鉱石。オープンニコルで淡い緑色に見える部分が灰

鉄輝石。ふぶきさんが酒を飲みながらゆっくり削ったものとあって、見事な組織が浮か

び上がっている。このようにガラス板と研磨粉を使ってゆっくり磨くと、色も美しい見

事な組織が現れる。 
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■京都府井手町（接触変成岩） 

泥岩より、粒の大きい砂岩が、花崗岩質岩の接触を受けてホルンフェルス化したもの。

砂岩ホルンフェルスとも呼ばれる。当たり前のことだが、泥岩ホルンフェルスより粒が

粗い。黒色不明鉱物や、褐色不明鉱物なども見られる。 



158 

 

  

  

 

■大阪府秦野市（スカルン鉱床） 

灰鉄輝石と閃亜鉛鉱を主体とした鉱石。不透明部分は鉄を多く含んだ閃亜鉛鉱。暗緑

色繊維状集合は灰鉄輝石。白色繊維状は珪灰石か。 
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■岡山県東三原（接触変成岩） 

砂岩ホルンフェルスと互層する、暗灰色の泥質ホルンフェルスの薄片。同じ倍率で撮

影しているので、これくらい拡大すると、砂岩ホルンフェルスと比較して、粒度が細か

いことは歴然。また、砂岩を構成する石英は、低温の熱水の影響を受けにくいが、泥岩

の方は、粘土鉱物が主体なので、熱水の変質を受けやすい。そのため平行ニコルでは、

ところどころに暗緑色の粘土鉱物のひとつである須藤石がみられる（Ｘ線粉末解析で確

認済み）。須藤石は、わが国では、黒鉱鉱床や熱水交代岩に見られることが多く、岡山

県三原鉱山のスカルン鉱床を作った熱水の影響で生成されたものは、世界でも初めての

観察。ただし、あまりにも地味なので、誰も気づいていない。スカルン鉱床の近くに砂

岩と泥岩の互層があれば、どこにでも普遍的に見られるような気がする。この場所は、

岡山県三原鉱山を訪れようとした折に、鉱山の手前の露頭の切り割りに、濁沸石や緑簾

石を伴う脈が見えていたので、採取したもの。年配の方には「普通はこんな石を持って

帰らないよね」と言われるが、往年の名品を手に入れられないものにとっては、こんな

小さな石でも愛らしいのである。しかも、小さくても、一応新産地。この道を花滝付近

まで下ると、堆積岩の割目に、濁沸石や 0.5ｍｍ程度の立方体黄鉄鉱を見ることができ

る。 
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■岡山県東三原（接触変成岩） 

岡山県東三原は、一部にビスマス鉱物や、高温スカルン鉱物も産するスカルン鉱

床、岡山県三原鉱山の、やや南にある道路脇の露頭である。露頭では、暗い灰色で硬

質な泥岩ホルンフェルスと、明るい灰色の砂質ホルンフェルスが、うねりながら層状

に重なる。この、二種類のホルンフェルスの割目に、黄鉄鉱、方解石、菱鉄鉱、緑簾

石、氷長石、菱沸石、濁沸石などで構成される細い脈が見られた。おそらく、熱水の

供給源は、三原鉱山のスカルン鉱床を作った黒雲母花崗岩と同じだと思うが、その最

外縁に生成された鉱物ということになろう。砂の粒は角ばっており、あまり遠方に運

ばれた経験がないことを物語る。以前観察した折には、暗い緑色層状の須藤石があっ

たと思うのだが、写真には写っていない。須藤石としては珍しい産状であると伺っ

た。平行ニコルで黒っぽく見えているのは、炭質物。 
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■岡山県梅木川（接触変成岩） 

肉眼的には、地味な白色で、ボソボソの軽い岩石。スカルン鉱物ではあるのだろうが、

薄片にしてみると、珪灰石ではなさそうで、玄武岩中の灰長石が集まり、葡萄石に変化

している過程なのだろうか。ともかく、大きな石灰岩がなくとも、石灰岩の代わりにな

るような、灰長石のような存在があれば、スカルンというものはできてしまう。ただし、

見た目は非常にパッとしないので、私のような変り者しか興味を持たないかもしれない。 
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■岡山県梅木川（接触変成岩） 

 岡山県梅木鉱山は、熱水鉱脈中の硫砒鉄鉱を焼いて亜ヒ酸を作っていたと言われるほ

ど、多量の砒素鉱物の産出があったところである。梅木鉱山にほど近いところに流れる、

梅木川の転石には、玄武岩の母岩に幅１５センチ程度の櫛葉型石英脈が生成されている。

玄武岩には、ところどころに空隙があって、暗い緑色放射状の緑閃石や、暗い褐色粒状

の柘榴石（？）ができている。こちらは、石英脈を伴っていないので、スカルン鉱物と

いうことにした。同じ場所でも、産状が違うという事があり得るのである。緑閃石が生

成されている部分を薄片にしてみると、かわいらしい小さな放射状集合の姿が浮かび上

がった。母岩は熱水によって、やや変質を受けていて、もともとの組織を失っている。

系統分類で標本を整理していると、緑閃石の標本がやたらと多い感じがしていたが、分

析してみると、緑閃石ではない場合も多い。 
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■岡山県梅木川（接触変成岩） 

 梅木川の玄武岩に、緑閃石が生成されていることは、先に書いたが、もう少し変成の

程度が高くなってくると、全体が葡萄石やパンペリー石でできた塊に再構成される。平

行ニコルでは白色、クロスニコルで色が鮮やかに見える部分が葡萄石で、「干渉色が強

い」とも言う。玄武岩中の灰長石成分が、集まって葡萄石を構成する。平行ニコルで緑

色の部分は、全体が繊維状集合の緑閃石塊に変わりつつある。前項では一部でしかなか

ったものが、全体に広がったわけである。このような岩石の一部には、白色葡萄石と混

ざった、灰赤紫色の斑点のようなものがあるのだが、斧石だったら嬉しい。 
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■岡山県三原鉱山（接触変成岩） 

岡山県三原鉱山のスカルン鉱床には、斑銅鉱を伴うやや高温になった場所があって、

白黒の濃淡で現される、不定形な塊状鉱物が産出することで、高温スカルン鉱物の同定

は難儀する。誰に聞いても、はっきりした答えが得られないので、思い切って薄片制作。

灰色塊状の部分はスコート石。平行ニコルでやや赤味がかり、クロスニコルで粒状集合

になっている部分は布賀石。平行ニコルで茶色味がある部分はゲーレン石。どちらでも

真っ黒い部分は黒柘榴石。 
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■岡山県山宝鉱山（接触変成岩） 

暗灰緑色長柱状の斜灰簾石と、灰鉄柘榴石の間を、無色塊状の石英と白色塊状のカリ

長石が埋めるスカルン鉱物標本。斜灰簾石は、私の中ではマイナな鉱物種。産出状態に

よって、見た目も色も変幻自在で、特徴がつかみにくい。ラベルに付されていると、「そ

うなのか」と思うが、何も情報のない中で、初見で同定するのは、きわめて難しい鉱物

である。本産地では、最初ヴェスブ石と誤認していた。薄片にしたら少しはわかるかと

思ったが、そう甘くはゆかない。特徴らしい特徴がないというのが特徴。赤色味を帯び

ている部分が灰鉄柘榴石で、それ以外の部分は斜灰簾石。 
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■岡山県布賀（接触変成岩） 

逸見石は、肉眼的には青紫色だが、偏光顕微鏡で見たら、どのように見えるのか薄片

を作ってみた。なかなか極限まで薄くできず、なんとなくしかわからないのだが、偏光

板を一枚通した平行ニコルでは、逸見石は暗褐色に見えている。「白色もこもこの母岩

は、新鉱物にもなりうる」と聞いたことがあるが、未だに公表されていないようだ（こ

れはダトー石だった）。布賀では、確かに深成岩の貫入があるので、高温スカルンとさ

れているが、私から見ると、深成岩の影響よりも、母岩の方が特異。わが国では、この

ような母岩を伴う高温スカルンは見たことがない。なので、たまたま塩湖の代わりに硼

素を多くふくんだ干上がった湖があって、たまたま深成岩が貫入してきたのではないか。

客観的に見て、あまりにも珍しい産状だということを、ちゃんと考えて差し上げなけれ

ば。 
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■岡山県布賀（接触変成岩） 

1,2枚目の左側部分が、紫色スパー石。スカルン鉱石というのは、蝋燭の芯のような、

繊維状の鉱物がより合わさっている特徴的があるため、鉱山で働く人が使い始めた言葉

である。しかし、高温スカルンの標本は、薄片にしてもみな、ボンヤリとした感じにな

る。特に布賀の白色鉱物は、脈の部分ならいざ知らず、薄片で、大きな差が見られる訳

でもない。多少スパー石以外の鉱物も含んでいるよう。 
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■岡山県銅珍鉱山（接触変成岩） 

某同好会の観察会で訪れた折り、鉱石の空隙に、白色絹糸光沢の微細な鉱物を確認し

た。肉眼的には白色のパリゴルスキー石に似た感じであったが、光学的性質を調べるた

め、その一部をカッターナイフで書き取り、スライドグラス上に、サーモワックスで埋

め込んだ後、ガラス板上で 1500番のアランダムを使って 0.01mm程度の厚さに研摩、偏

光顕微鏡で観察したところ、平行ニコル下では暗褐色繊維状に見え、やや鉄分を含んで

いることがわかった。クロスニコルでは無色から明るい褐色の繊維集合である。これら

の証拠から、銅珍鉱山の鉱石の末期の隙間に生成されていた白色絹糸光沢の鉱物を、緑

閃石 Ca2(Mg,Fe2+)5[OH|Si4O11]2 と同定した。この緑閃石は、微細な赤色粒状鉱物と直

接共存している。ここでは他にも、（１）微細な水晶ができている,小さな空隙の多い,

暗緑色塊状部分と明緑色塊状部分が入り混じったような岩石.（２）割れ口が放射状に

な る 緻 密 な 泥 質 ホ ル ン フ ェ ル ス と 塊 状 緑 簾 石  Epidote  

Ca2(Fe
3+,Al)Al2[OH|O|SiO4|Si2O7] が接したような岩石.（３）一部に 8mm程度の塊状水

色の加水柘榴石様鉱物を含み,空隙に c 面を持つ水晶や板状水晶など奇形水晶と,淡い
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クリーム色の柘榴石様鉱物がある,肌色の変質岩のような岩石.（４）貧弱な硫化鉱物を

伴う鉱石に点在する,0.01mm 程度の赤色透明粒状鉱物など,ここで未だ記載されていな

い岩石・および鉱物も採集している。これらの研究も続けたいところだが、気力が・・・。 

  

＜写真１、２ 銅珍鉱山の緑閃石 左：オープンニコル 右：クロスニコル＞ 

  

＜写真３、４ 緑簾石 加水柘榴石（軟）。左が平行ニコル、右がクロスニコルで撮

影したもの。視野の直径は９ｍｍ、倍率は４０倍。以下同条件＞ 
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＜写真５～１０ 緑簾石-柘榴石スカルン（赤色粒状不明鉱物含む＞ 

 

■岡山県三原鉱山（スカルン鉱床） 

暗淡桃色の加水柘榴石に伴う白色脈の一部に、淡い桃色放射状部分があったので、研

磨。かなり硬度が高い。現場ではゾノトラ石かと話していたが、詳細は不明。かろうじ

て柱状集合の鉱物が存在することは確認できた。 
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■広島県久代平田露頭（高温スカルン） 

ゲーレン石+ヒプシュ柘榴石+黒柘榴石の標本から切り出した岩石薄片。オープンニコ

ルで広い面積を占め、クロスニコルで等粒状組織を見せるのがヒプシュ柘榴石。暗黄色

部分がゲーレン石。黒色染み状部分が黒柘榴石。久代のヒプシュ柘榴石は、淡い緑色塊

状に見えるため、柘榴石の自形結晶に慣れている人には、なじみにくい。しかし、私に

とっては、柘榴石はここからのスタートだった。ヒプシュ柘榴石は結晶水を含んでいる

ので、塊状なのだが、千葉県平久里で、橄欖岩が変質してできたヒプシュ柘榴石に出会

ったときは、産状は全く違うものの、なんとも懐かしい気持ちになったものだ。 
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■広島県久代上野谷露頭（接触交代岩） 

珪灰石とヴェスブ石を主体とする、高温スカルンの標本。繊維状部分が珪灰石。やや

大きな粒状部分がヴェスブ石。ここではこれらの鉱物は、再結晶石灰岩（大理石）と接

している側に、帯状分布するので、三方向に劈開のはっきりした方解石の存在も確認で

きる。 

  



173 

 

  

  

  

 

■広島県父石（接触変成岩） 

泥質岩に花崗岩が熱変成を与えた黒雲母ホルンフェルス。父石付近には、（１）微斜

長石が白色の中粒花崗岩（２）微斜長石が淡紅色の粗粒花崗岩（３）細粒花崗岩、の少

なくとも三種類の花崗岩があり、どの花崗岩が影響を与えたのかは、露頭を見ていない

ので不明。肉眼的には、赤紫味が強く、初めて見た時は面白い岩石だと思ったが、黒雲

母に含まれる鉄分の量で、見かけが変わってくる。石英の粒も、山梨県扇山に比べて、

やや大きく、不規則な粒で現れ、熱の伝わり方が均一でなかったことが伺われる。山梨

県扇山の花崗閃緑岩は、一つの山程度の広さしかないが、広島県父石付近に存在するの
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は、幾種類もの花崗岩が集まってできた大きなバソリスである、あるいは、一度だけの

変成ではなかったのかもしれない。 
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■広島県久代上野谷露頭（接触変成岩） 

黒柘榴石や霞石を含む高温スカルンの標本。平行ニコルでもクロスニコルでも黒い部

分が黒柘榴石。通常のスカルンに見られる柘榴石とは違って、輪郭がぼんやりしている。

無色透明で小さな六角短柱状の粒に見える部分が霞石。視野の広い範囲を占める肌色部

分はカリ長石。茶褐色の染みはおそらく錐輝石。 

  

  

  

 

■広島県久代上野谷露頭（接触変成岩） 

白色中粒スパー石中に、微量の磁硫鉄鉱を含む標本。オープンニコルで、灰色粒状に

見えるのが、スパー石。暗褐色部分はゲーレン石。不透明部分は磁硫鉄鉱。私の石人生
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はこんな石から始まったので、自形結晶にこだわる形にはならなかった。出会う石は、

なんでも楽しもうと思ったわけだ。 

  

  

  

 

■広島県久代上野谷（接触変成岩）  

白色厚板状の珪灰石。少量の磁硫鉄鉱（黒く映っている部分）を含む。 
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■広島県平子鉱山（接触変成岩） 

平子鉱山は、ベリリウムを含むデーナ石を産出することで有名なスカルン鉱床。平行

ニコルで赤褐色に移っている部分が、デーナ石。無色透明は蛍石。暗い緑色部分は灰鉄

輝石（？）。肉眼的に黒っぽい鉱石。 
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■広島県三原鉱山（接触変成岩） 

三原鉱山の薄橙色放射状斜灰簾石+赤褐色塊状半自形灰鉄柘榴石+紫色塊状蛍石スカ

ルン鉱物標本。広島三原では、縞状鉱石が見られるのが特徴的だが、灰鉄柘榴石にも累

帯構造が存在し、成分の供給に濃淡があったことが伺われる。長い柱状集合の部分は斜

灰簾石。 
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■山口県長登鉱山烏帽子坑（接触変成岩） 

ラベルには珪灰鉄鉱（バビントン石？）とあったので、もしバビントン石ならば、90

度回転させた時に、色変化が見られるだろう、と期待して研磨した。厚みが厚いせいか

もしれないが、ここまで薄くしても光が透けないのだから、バビントン石ではなく、珪

灰鉄鉱。わが国の珪灰鉄鉱としては、同じスカルン鉱床でも、岐阜県神岡鉱山や埼玉県

秩父鉱山のものに比べれば、比較的細粒。 
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■山口県錦帯橋（接触変成岩） 

泥質岩に花崗岩質マグマが貫入して、接触変成を与え、菫青石ホルンフェルスとなっ

たもの。平行ニコルで茶色細粒集合は黒雲母。白色部分は石英。灰色部分が菫青石。全

体としての粒度は中粒程度か。 

  

    



181 

 

  

 

■山口県藤ケ谷鉱山（接触変成岩） 

再結晶石灰岩+含錫チタン石+灰重石+灰鉄石榴石を主体とするスカルン鉱石。再結晶

石灰岩との境目にあたるため、全体的に鉱物は細粒。短波の紫外線を使うと、緑色に蛍

光する粒状の含錫チタン石が確認できる。平行ニコルではやや赤味がかっていて、クロ

スニコルで黒色に写っているのが灰鉄柘榴石。クロスニコルで灰色粒状、三方向の劈開

が見られる部分は方解石。 
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■山口県喜和田鉱山（接触変成岩） 

喜和田鉱山のスカルン末期の晶洞に生成された、幅６ｍｍの白色半透明六角柱状の

内部に、直径２ｍｍ程度の芯を持つ方解石。断面が六角形なうえ、中心部に白色と灰

色の芯を含んでいるので、鉛筆を連想させる。芯の部分が何なのかは、現在研究中。

白色と灰色の芯を持つ部分は、手標本中で共存している。薄片組織を見ると、灰色の

芯を包む方解石は均一だが、白色の芯を持つ方は、やや乱れている。このことから、

白色の芯を持つ方解石の方が、荒れた環境で、比較的先に生成されたのではないか。

参考文献は以下。瀧本 清(1939):「山口縣喜和田鑛山附近の地質鑛床」地質學雜誌 

46(545), pp47-57、佐藤 興平(1977):「山口県喜和田・藤ケ谷・玖珂鉱山の接触交代灰

重石鉱床に含まれる鉄マンガン重石」鉱山地質 27(1), pp31-37、長原 正治(1978):

「山口県喜和田鉱山の地質鉱床と探鉱」鉱山地質 28(6), pp373-384 
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■愛媛県二名金坑（接触変成岩） 

 二名（にみょう）金坑には、特殊な産状の石英脈がある。（１）単晶（２）群晶

（３）板状に開いた群晶（４）松茸水晶（５）平板状水晶（６）粘土鉱物を被ってい

る水晶（７）いくつかの結晶が集まって、塔のようになっているもの（８）明瞭な劈

開を示す水晶の破片。これらの水晶で満たされていた母岩が気になって、薄片にして

みたところ、砂質ホルンフェルスだった。かなり変質を受けていて、源岩の砂粒の形

が失われかけている。平行ニコルで暗い緑色に見えている部分は緑泥石。褐色に見え

ている部分は針鉄鉱。 
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■福岡県三ノ岳（接触変成岩：スカルン鉱床） 

方解石中に含まれる、暗い緑色短柱状集合の透輝石。灰色で雲がかかったように見え

ている部分が方解石。やや緑色味がかっていて、劈開の間隔が開いている部分が透輝石。

スカルン鉱床で透輝石に目が行くようになると、かなり熟練した方だと思う。 
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■宮崎県乙ケ淵鉱山（接触変成岩：スカルン鉱床） 

「ヴェスブ石を削ってみようプロジェクト」その２。乙ケ淵鉱山のヴェスブ石は、比

較的粗粒で、肉眼的には紫がかった赤褐色のような、鉄の多い種類だが、研磨してみる

と、均質ではない。 

  

  

 

■宮崎県乙ケ淵（接触変成岩）  

今回は、曹柱石の偏光顕微鏡下での見え方の比較を目標としている。しかし、平行ニ
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コルで無色に見える鉱物はたくさんあり、組織的にも、目立った特徴がある訳ではない

ので、いきなり薄片から同定しようとしても難しいだろう。この場合は、電子顕微鏡で、

含有元素とその比率を確認する方が、確実性が高い。 

  

  

 

■大分県藤河内（接触変成岩） 

「ヴェスブ石を削ってみようプロジェクト」その３。非常に粗粒な暗い褐色柱状のヴ

ェスブ石。方解石と直接共存。ところどころに見られる明るい領域は異種鉱物だろう

か？ひび割れが少なく、わずかながらも色変化が見られる。クロスニコルで明るく映っ

ているのは方解石か。 
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■大分県木浦鉱山金子坑（接触変成岩） 

「ヴェスブ石を削ってみようプロジェクト」その４。テルル蒼鉛鉱+ヘドレイ鉱を伴

う、暗褐繊維状ヴェスブ石を研磨。薄片では、斜灰簾石、輝石続や角閃石族と区別がつ

けにくいが、柱面に対する劈開の角度が、やや違うように見える。 
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■大分県尾平鉱山銀鋪（接触変成岩） 

赤穂市の鉱物愛好家より、鉄斧石を頂いたので、薄片にしてみた。自形結晶のみの標

本では、なかなか壊すことができないが、頂いた標本はたまたま塊状に近かったので、

組織を観察するために、研磨。けっこう硬いので手こずった。板状の結晶が集まってい

る様子が確認できる。 

  

  

 

■大分県尾平鉱山（接触変成岩） 
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尾平鉱山のスカルン鉱床に産する、珪灰鉄鉱と灰鉄輝石。黒色部分が珪灰鉄鉱で、平

行ニコルで緑色味のついている部分が灰鉄輝石。珪灰鉄鉱と共存する灰鉄輝石は、細粒

のものが多い感じがする。 

  

 

■大分県尾平鉱山銀鋪（接触変成岩） 

鉱物なのに、鉱物とは思えないゴーフレットのような軽さ。広い面積を占める、薄だ

いだい色部分が、山コルクと呼ばれるグリュネル閃石。繊維が非常に細かいので、軽く

感じるのだろう。暗褐色部分は、密接に共存するスティルプノメレン。ひし形で色の濃

い部分と、やや光を通す部分とがあるが、これは別種になるのだろうか。  
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■大分県尾平鉱山ハジカミ坑（接触変成岩）  

暗黄褐色長柱状放射状集合の苦土電気石の薄片。まだ厚みがあるためか、組織がはっ

きり映っていない。 

  

  

  

 

■Varo-Mares Near Vevis,Italy（接触変成岩） 

 紅柱石の変種であるヴィリディン（Mn2O3を多く含む）を含む黒雲母ホルンフェル

ス。平行ニコルでひときわ明るく見えている、細かい粒状は石英。暗褐色板状集合は

黒雲母で、1.2枚目の中央で暗い灰緑色に見えているのがヴィリディン。層状鉄マン
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ガン鉱床近くの露頭から流れ出してきた泥岩が、接触変成を受けてできたもの。もっ

と高温のマグマが接触して、変成度が高くなると、角閃石族が現れてくる。ふぶき標

本。 

  

  

  

 

■Magnet Cove,Hotsprings,Arkansas,USA.（接触変成岩）  

やや不純な泥岩に、閃長岩のような深成岩が貫入してできた、特殊な接触変成岩。「フ

ェン岩」とも呼ばれる。主な構成鉱物は、紫色のマイザー石と、暗褐色柱状の錐輝石、

白色繊維状のペクトライト。1950年、アメリカのウィルソン鉱泉のものが、最初に記載

された。 
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＜層状マンガン鉱床・マンガンスカルン＞ 

■岩手県田野畑鉱山本坑（層状マンガン鉱床） 

堆積構造を残す、神津閃石を含む低変成のマンガン鉱石を薄片にした。この神津閃石、

なかなか光を通しにくく、かなり薄くしても、ぼんやりと赤色がわかる程度にしかなら

ない。紅簾石と違って、かなり密集しているからかもしれない。白色細粒の部分は石英

か。 
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■岩手県野田玉川鉱山（層状マンガン鉱床） 

「ウルバン輝石」というラベルのついた、黒っぽい岩石を頂いた。ウルバン輝石とい

うのは、マンガン錐輝石の古い名前のようだ。ところどころに劈開のはっきりした部分

があるが、電子顕微鏡の分析で、数々の不可解な通知を出しながら失敗し、事前準備が

大切だということを身に染みて知った。間違ったところを分析しては、元も子もないと

思い、先に薄片を作ると、透過光で鮮やかな赤色を示す、マンガン錐輝石が現れて感動

した。それにしても、こんなに密雑に混ざっているものは、やはり EPMA とかの方が簡

単なのだろうな。 
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■山形県大谷鉱山（層状マンガン鉱床） 

比較的粗粒の暗緑色繊維状ヨハンセン輝石。桃色塊状の薔薇輝石を伴う。偏光顕微鏡

下では、遷移の伸びの方向を斜めに切る劈開がはっきり見えている。 

  



195 

 

  

 

■福井県藤井鉱山（層状マンガン鉱床） 

ラベルに「園石・菱マンガン鉱」とあった購入品。平行ニコルで白濁して見える脈状

の部分が菱マンガン鉱。その周りが園石。こちらはやや低温生成であるためか、組織が

細粒で、園石が含まれているかどうかよくわからない。ふぶき標本。 

  

 

■栃木県鷹の巣（層状マンガン鉱床） 

マンガン斧石と緑閃石の共存は、大変変わった組み合わせである。まずは、他の鉱物

が混ざっていないか、端の方を欠いて、研磨。マンガン斧石は、比較的細い結晶が絡み

合っている。緑閃石の部分は、やや白濁していて、光を通さない。あるいは苦土斧石な

のか。 
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■栃木県笹平鉱山（層状マンガン鉱床） 

「ダンモネラ閃石」というラベルがついた標本。赤色碧玉の割目に入り込んだ、白色

粗粒石英との境目に、桃色繊維状の石綿状鉱物が生成されている。聞いたことのない鉱

物名だったので、調べてみると、現在は、「マンガングリュネル閃石、もしくはマンガ

ンかミントン閃石」で良いということだった。昔は「マンガンカミントン閃石+グリュ

ネル閃石+マンガングリュネル閃石」の３つと混同されていたこともあったようなので、

電子顕微鏡で分析できるかどうか、薄片を作ってみる。思っていたより繊維の幅は広く、

分析できないこともなさそうだが、正確な数値を出すのは難しそうだ。 
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■栃木県久良沢鉱山（層状マンガン鉱床） 

久良沢鉱山の層状マンガン鉱床の含マンガン透閃石。肉眼的には黄褐色長柱状集合で、

隙間は赤鉄鉱で埋められている。ステージを回しても、色変化や変わった組織も見られ

ない。ただし、類似の産状である加賀田鉱山と比べると、全体的に比較的粗粒である。

ふぶき標本。 

  

  

 

■埼玉県大蔵鉱山（層状マンガン鉱床） 
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以前、大蔵鉱山の変質玄武岩中のグリーナライト（軟質）をご紹介させて頂いたが、

こちらは硬質な方。グリーナライトのモース硬度は３であるが、同じズリの中で拾った

こちらの標本は、結構硬さがあり、研磨液も赤褐色であった。透けるまで磨いてみると、

堆積岩に見られる玉葱状風化のように、同心円状の割目が見られた、色と比較的高い硬

度の感じからすると、ハウスマン鉱ではないかと思っている。ただし、鉱石のつるつる

した表面には、緑色の被膜が生成されていて、これをグリーナライトと仰っていたのか、

同定までの詳しい経過を伺わなかったのでわからない。現地を案内してくださった方は、

変質玄武岩も、ハウスマン鉱被膜も、どちらもグリーナライトと仰っていた。後でよく

観察してみたところ、変質玄武岩の方は、緑色味が薄く、全体的に黒色部分が斑で、薄

くはげるように割れるのに対し、ハウスマン鉱被膜の方は、硬い塊として採取でき、被

膜の黒色もより漆黒に近い。 

  

  

 

■埼玉県大宮鉱山（層状マンガン鉱床） 

褐色塊状のカリオピライトの中を、脈壁に垂直な繊維状ガノフィル石の脈が切る標本。

ガノフィル石は、肉眼的には繊維状に見えるのだが、特徴がよく表れているのは、1－
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4枚目か。炎のような赤色をした部分は、カリオピライト。 
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■東京都白丸鉱山（層状マンガン鉱床） 

白丸鉱山の鉱物は、肉眼同定が難しいことで有名。黒色塊状のブラウン鉱+褐色塊状

の曹長石の割目に、淡いオレンジ色のマースター石が生成されている。視野を横に流れ

る明るい部分が、マースター石脈。明るい板状結晶の部分は重晶石か方解石。不透明部

分は母岩のブラウン鉱+曹長石。それにしても、この褐色塊状鉱物が曹長石って言うの

だからね・・。似たような色の赤色チャートや、赤色凝灰岩なども一緒に産出するので、

実に紛らわしい。 
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■東京都白丸鉱山（層状マンガン鉱床）  

層状マンガン鉱床の母岩の一つである砂岩の薄片。肉眼的にも、粗粒な感じを受ける

堆積岩だが、組織を見ると、石英の粒にも大きさのばらつきがあるのがわかる。産地も

比較的内陸なので、選別を受けにくい場所に堆積した岩石なのだろう。堆積岩母岩の割

目には重土十字沸石が生成されている。 

  

  

  

 

■愛知県田口鉱山（層状マンガン鉱床） 

ラベルに「リヒター閃石」とある標本を研磨。どうやら、オープンニコルで緑色粒状

の部分がリヒター閃石のようだ。やや桃色がかった広い面積を占める部分は薔薇輝石。
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丸っこい粒状部分は石英。比較的粗粒な組織だが、ここからリヒター閃石を取り出すの

は難しそう。 

  

  

  

 

■愛知県田口鉱山（層状マンガン鉱床） 

明るい褐色のマンガンカミントン閃石を主体とする部分。久良沢鉱山のマンガン透閃

石と長い柱状結晶の集合状態や粒度がよく似ている。ただし、こちらの方は、クロスニ

コルで干渉色が見られることで区別できる。ニアー石、パイロファン石、チロディ閃石

などと、縞状構造を残した鉱石を形成する。これは、花崗岩の接触変成を受ける前の層

状マンガン鉱床の組織を残している低変性の印。 
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■愛知県田口鉱山（層状マンガン鉱床） 

層状マンガン鉱床の鉱物は、特に肉眼同定が難しいと言われるが、園石もその一つ。

とりあえず、手元に「園石・ファイトクネヒト鉱」と書いてある購入標本を、薄片にし

てみた。すると、今まで見たこともない、赤色の劈開と、クロスニコルで桃色を示す粒

状集合が現れたので、これが園石か、と確信した。マンガン鉱石は、非力な私の腕では

割ることも難しく、訪れることもなかなかない産状だが、このような発見は嬉しいもの。

黒いのは、おそらくファイトクネヒト鉱。ふぶき標本。 
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■愛知県田口鉱山（層状マンガン鉱床） 

原岩の堆積構造を残したまま、広域変成を受けた鉱石。鉱物種で言うと、吉村石+リ

ヒター閃石+薔薇輝石+含ベリリウムカリ長石＋錐輝石+リーベック閃石+石英の集合。薔

薇輝石中に茶色透明板状結晶があれば吉村石ということだが、惜しいことに薄片制作時

に、岩石が半分削れてしまった。そのため、この薄片の中には、吉村石は入っていない。

ふぶき標本。 
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■愛知県田口鉱山（変成層状マンガン鉱床） 

私が知り合う以前のふぶき標本（研磨も）であるため、どのような鉱石を薄片にし

たのか不明。しかしながら、層状マンガン鉱床の生成の由来を現す、実に複雑な構成

鉱物および組織を見せる薄片。先端の切れた明るい茶色長柱状の部分は角閃石族。

色々な明暗を見せる、粒状集合の斑模様を見せているところは、鉱石の割れ目に花崗

岩の貫入の影響で、晩期に入ってきた石英脈。比較的深いところで高圧の変成の影響

を受けているため、構成鉱物に角閃石族が現れるなど、鉱石全体の変成度が高いのみ

ならず、比較的粒も粗く、大きさも揃っていることは興味深い。これを見て「スカル

ン鉱床の薄片と似ている」と感じた学生は達見だった。 
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■福岡県河内鉱山（層状マンガン鉱床）  

マンガン錐輝石を含む鉱石。暗い茶色繊維状で、不透明な部分はマンガン錐輝石。そ
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の間を埋める、無色、粒状の鉱物は、おそらく菱マンガン鉱。クロスニコルでは、菱マ

ンガン鉱が、方向性のない集合になっているからか、色々な色に見えている。 
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■福岡県三坂峠（層状マンガン鉱床） 

「ウルバン輝石」というラベルのついた標本。肌色緻密な塊状の菱マンガン鉱（？）

の中に、細かい間隔で褐色の筋が含まれている。ウルバン輝石の現在名は、マンガン錐

輝石。偏光顕微鏡では、暗褐色細粒柱状集合として見えている。ザラメのような等粒状

組織を見せているのは、おそらく菱マンガン鉱。 

  

   

 

■宮崎県大猿渡（おそたり）鉱山（層状マンガン鉱床） 

「ダンモネラ閃石」というラベルがついた標本。前述のように、昔は 3種の鉱物が混

同されていたようだが、大猿渡鉱山のものは、真っ白い繊維状なので、グリュネル閃石

の領域に入るのかもしれない。笹平鉱山のものと違って、思っていたより繊維の幅は広

い。どちらかといえば、水苦土石に似ていて、とても層状マンガン鉱床の鉱石とは思え

ない見かけの鉱石。 
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■宮崎県下鶴（層状マンガン鉱床）  

鮮やかな桃色長柱状細粒集合の、ほとんどマンガングリュネル閃石のみの塊。全体的

にやや薄片が厚いためか、クロスニコルの方は、うまく映っていない。 
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＜花崗岩質深成岩と熱水交代性鉱床＞ 

■岩手県赤金鉱山（接触変成岩-熱水交代岩） 

赤金鉱山の亜鉛スピネルを含む鉱石は、鉱床学ではスカルン鉱床に含まれる。石灰岩

に、花崗岩よりも温度の高い斑糲岩質マグマが接触することで、高温スカルン鉱物も一

部に生成されている。亜鉛スピネルは、肉眼的には、白色細粒の石灰岩中に、ぼんやり

とした輪郭の青色の染み状亜鉛スピネルが生成されているというものである。広島県瀬

戸田林の気成鉱床の割目に生成された、八面体の亜鉛スピネルの時も驚いたが、赤金鉱

山のものは、また別の味わいがある。このぼんやりとした亜鉛スピネルの、母岩との境

目はどうなっているのだろうか。薄片にしてみたると、粒は粒であることがはっきりし

た。地の石灰岩を作る方解石の粒が、あまり再結晶していないので、斑糲岩岩体からか

なり離れたところでできたものであろう。＜参考文献＞豊遙秋・島崎英彦・佐藤興平

(1982):「岩手県赤金鉱山栄鉱床における備中石・ティレー石スカルンの産状と成因」

鉱山地質, 32(2), pp141～150 
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■岩手県割沢（熱水交代性鉱床） 

岩手県にも、ズニ石を産出する鉱床があるとは。肉眼的には鉄分が少なそうな白っぽ

い母岩で、実際にダイアスポアも産出していて、アルミニウムが多そう。貴重な標本か

ら、小さな欠片を作り、涙を呑んで研磨。同じ倍率で撮影しているが、余地鉱山のもの

より、こちらのズニ石の方が、粒が大きい感じがする。参考文献は以下。早川 典久

(1952):岩手県石鳥谷町割沢附近に於けるズニ石及びデイアスポールを伴う鉱化作用,

東北鉱山,(7),pp25-29 
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■栃木県文挟クレー（熱水交代性鉱床） 

わが国では有名な、流紋岩中に淡い緑色のトルコ石脈が入っている部分の母岩。あわ

よくば、トルコ石の組織が見られるか、と思ったが、外してしまったようだ。斑点状組

織が興味深い。 

  

  

 

■栃木県岩花鉱山（熱水交代岩） 

菱鉄鉱とカオリナイトを主体とする、非常に変わった岩石。一般的には、流紋岩のよ

うな酸性火山岩が、熱水交代を受けて、コランダムやダイアスポアなどのアルミニウム

に富んだ鉱物を生成するが、苦鉄質火山岩が熱水交代を受けたような岩石は、まだ十分

に研究されておらず、認知も不十分である。岩花鉱山では、酸性の熱水の影響を受けて、

菱鉄鉱とカオリナイトの組み合わせとなっている。元の岩石組織が残っている部分もあ

るというから、熱水の温度は低かったのであろう。暗褐色部分が菱鉄鉱。光に透けてい

る部分はカオリナイト。岩石組織的には熱水交代岩そのものである。 
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■長野県甲武信鉱山（接触変成岩および熱水交代岩） 

甲武信鉱山は、ベスブ石や灰鉄柘榴石、磁鉄鉱を産出する、スカルン鉱床の一つであ

る。甲武信鉱山の鉄ヘイスティング閃石は、手標本全体がほぼ鉄ヘイスティング閃石で

占められているにも関わらず、手に持った感触が軽石のよう。不思議に思って薄片にし

てみたところ、暗い緑色長柱状結晶の間に、物理的な空間があり、その空間は鉱物で満

たされていない。物理的に言えば、空気で占められている。一部に金雲母のような、主

成分にハロゲン元素を持つ鉱物を伴っているので、スカルン末期の揮発性物質の多い部

分で生成されたもの。後述する後谷鉱山の鉄ヘイスティング閃石には、こういう空間は

なく、隙間は透輝石-灰鉄輝石固溶体に満たされていて重い。 
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■長野県余地鉱山（熱水交代性鉱床） 

ズニ石を含む余地鉱山の母岩。ソロ珪酸塩鉱物で唯一の等方性鉱物であるズニ石は、

期待したほど色変化がなかったものの、テトラポットのような、かわいらしい粒の断面

を得ることができて、満足。入手するのも難しい貴重な標本なのに、なんて贅沢な仕事

だろうか。 
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■長野県余地鉱山（熱水交代性鉱床） 

ズニ石の産出で有名な、熱水交代性鉱床の葉蝋石を主体とする部分。層状構造を持つ

珪質粘土鉱物である葉蝋石は、薄片ではどんな姿を見せてくれるか、と思いきや、欠片

に入れられなかったのか、それらしい形がない。しかし、熱水交代性鉱床の薄片は、み

んななんとなくぼんやりとしているのが共通点だ。削ると甘酸っぱい不思議な香りがす

る。 
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■山梨県京ノ沢（熱水交代岩）  

肉眼的には紫色のデュモルチ石や、黄色の曹達明礬石と直接共存する、黒色放射状の

マンガンフォイト電気石。平行ニコルでは、黒い染みに見える部分がフォイト電気石。

光が透けている部分は、粒状のデュモルチ石が集まったもの。 

  

  

 

■愛知県新城市（片麻岩） 

 平行ニコルで白色、大粒の石英の間を、褐色細粒の黒雲母が埋めている。苦鉄質鉱物

が非常に少ない片麻岩である。 
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■岡山県銅珍鉱山（接触変成岩および熱水交代岩） 

銅珍鉱山は、方鉛鉱を主体とした鉱石の割目に、硫カドミウム鉱物、水晶の日本式

双晶、異極鉱、青鉛鉱、モリブデン鉛鉱、緑鉛鉱などを産出する。本岩は、暗い灰色

細粒の爪で傷がつく柔らかい泥岩に、淡い緑色細粒塊状の加水柘榴石のような鉱物が

接しており、加水柘榴石の割目に、二酸化マンガンの染みなどができている。岐阜県

神岡鉱山の産出鉱物と似ている。 
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■京都府施福寺（熱水交代岩） 

夜久野塩基性岩中に生成された、ダトー石+パンペリー石+葡萄石の脈。粗粒等粒状の

部分が葡萄石、細い脈状に見えるのがダトー石、それ以外の母岩全体はパンペリー石。

パンペリー石は、肉眼的には、岩石全体が青味を帯びていることから判断する。ダトー

石にはクロスニコル下で干渉色があるようだ。どにかく、熱水交代岩中の脈には、この

組み合わせがよく見られる。 

  

  

  

 

■岡山県杉谷（熱水交代岩） 

杉谷は、流紋岩質の岩石が、白亜紀の花崗岩から放出された熱水により、山全体が熱
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水交代岩となったものである。山の上部には、カオリナイトと白雲母の母岩に、直径 3

ｍｍ程度の桃色の綿毛のような紅柱石が生成されている。一般的な愛好家は、ホルンフ

ェルス中の紅柱石などから始めると思うが、中国地方に生まれた私には、これが初めて

の紅柱石との出会いだった。鉱物の名前も産状もわからなかったので、熱水交代岩の理

解には時間がかかった。同じような産状で、もっと規模の大きい広島県勝光山でも、コ

ランダムを含む鉱石の母岩の一部に直径 20ｍｍ程度の範囲で、この薄片と同じくらい

の大きさの紅柱石の華が咲いている。顕微鏡で拡大しても、放射状結晶が細かくて、分

かりにくいが、密に詰まっている部分はすべて紅柱石。クロスニコルで干渉色の強い部

分は白雲母。それ以外はカオリナイト。 

  

  

 

■岡山県天神峡（熱水交代岩） 

天神峡は、夜久野変成岩に属する、弱変成の熱水交代岩で、私と私の母が、軽トラで

河原の石の散策に行ったときに発見した産地。緑色凝灰岩の中に、方解石脈が生成され

ている。 
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■広島県勝光山（熱水交代岩） 

勝光山の青色コランダムには、（１）最も広範囲に見られる、やや柔らかい白色粘土
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鉱物中に、ライオンの縞模様に似た模様を示すもの。（２）肉眼的には球状に集まり、

一部に淡い桃色放射状の紅柱石と白色の葉蝋石を伴うもの。（３）ディッカイト中に薄

い板状のコランダムが斜めに噛み合うもの。の３種類が見られる。（２）（３）は、少量

産したものだと思うが、恩師のお話では、当時の地方研究者は、貴重な標本をお届けし

ても、返事や反応がないことが普通だったようだ。この他にも、鉱床の端の方には、流

紋岩の組織を残した部分に、斑点状のコランダムが含まれていることがある。この写真

は（２）を薄片にしたもので、肉眼的には球状と見えた部分は、コランダムが網目状に

絡まっていることが分かった。赤く映っているのは、カメラの感光具合による。 

  

  

 

■広島県勝光山（熱水交代岩） 

勝光山のごく一部に産出した、板状コランダム。非常に珍しい産状なので、大学の先

生にお分けしたそうなのだが、特に返事は返ってこなかったという。研究者にも意味が

分からなかったのではないか。肉眼的には板状に見える部分がどうなっているのか、薄

片にして偏光顕微鏡で拡大してみたところ、暗い青色のコランダムが、櫛歯状に成長し

ていた、このように幾つもの櫛の歯が、交差するように成長しているとは、通常の教科
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書からは、想像できなかった。急激に成長したことが伺える。 

  

  

  

 

■広島県勝光山（熱水交代岩） 

石英と明礬石で構成された白色で緻密な熱水交代岩。平行ニコルで無色に見えている

部分が石英。そのほかの淡い薄橙色の部分は明礬石である。流紋岩に、あとから貫入し

た花崗岩から放出された熱水が、長期間大量に滞留し続けることで、珪素とアルミニウ

ム以外の成分は、熱水に溶けて拡散し、硫酸塩イオンが加わって、明礬石の鉱石となる。

このような鉱石は、窯業や、製紙工業などに使われる。この鉱山では他にも、葉蝋石、

ダイアスポア、コランダム、紅柱石、ディッカイト、黄鉄鉱などが産出する。 
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■山口県木与鉱山（熱水交代岩） 

全体的に白っぽい面付きと、ラベルに「コランダム、ルチル」と書かれていること

から判断すると、熱水交代岩だと思うが、詳細は不明。薄片にしても、どこがコラン

ダムでどこがルチルかもよくわからない。母岩である白色粘土鉱物は、ダイアスポア

やカオリナイト、白雲母なので、蝋感に乏しい。思ったより削るのに時間がかかった

記憶がある。比較的小規模な鉱床なのか、粒の大きさは中粒。 
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■山口県日の丸奈古鉱山（熱水交代性鉱床） 

日の丸奈古鉱山は、珍しい燐酸塩鉱物を多産する、わが国では類例のない熱水交代性

鉱床。熱水交代性鉱床は、流紋岩が、地下に貫入してきた深成岩マグマからの大量の熱

水の循環を受けて、鉄やマグネシウムなどの元素が溶脱されるのが一般的であるが、日

の丸奈古鉱山の鉱石は比較的重くて硬い。ここでは鉄天藍石などの苦鉄質鉱物も残され

ている。この薄片では暗褐色の粒状ルチルを写真に収めようと思ったが、どうやらルチ

ルを含む部分を外してしまったよう。 
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■鳥取県後谷鉱山（接触変成岩および熱水交代岩） 

平行ニコルで緑色に見える部分は、鉄ヘイスティング閃石で、それより淡い色で粒が

粗いところは透輝石-灰鉄輝石固溶体。赤褐色の粒は鉄ばん柘榴石。鉱物同士の隙間が

全くなく、みっしり詰まっている。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。

石灰岩のような堆積岩に、花崗岩のような深成岩が接触して形成されるので、以前は接

触変成岩と呼ばれていた。しかし、堆積岩側に移動する元素と、深成岩側に移動する元

素には、選択性があるため、堆積岩と深成岩という異質の岩石の境目が浸透膜のような

役割を担っているとして、もう少し詳しい分類では熱水交代岩とされることもある。し

かし、変成岩も交代岩も、現行の教科書では、ほとんど内容に触れられない岩石である。

鉱床的にはスカルン鉱床と呼んでも良い。長野県甲武信鉱山では、同じ鉄ヘイスティン

グ閃石という鉱物が、金雲母と共生しており、結晶同士の空間が粗密である。これは、

スカルン末期の揮発性成分が多い環境で生成され、自由空間が大きい空間で生成された

ことを示している。 
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■鳥取県後谷鉱山（接触変成岩および熱水交代岩） 

 スカルン鉱床に分類される、接触変成岩。肉眼的には、暗い緑色長柱状集合の鉄ヘ

イスティング閃石と、灰緑色短柱状集合の透輝石-灰鉄輝石から構成される。石灰岩に

花崗岩のような深成岩が接触してできる交代岩とも言える。全体的に緑色味を帯びた

鉱物が多いのは、還元的な環境でできたことを示している。前項よりやや、高温状態

で、ゆっくり大きな結晶が成長した部分。 

  

  

 

■島根県宇波鉱山（熱水交代岩） 

宇波（うなみ）鉱山は、地下に貫入したマグマから放出された熱水が長期間滞留し

たことで、母岩の花崗岩に微細な黄鉄鉱の自形結晶が生成されている。結構いろいろ

割ってみたが、硫化鉱物は、母岩中に黄鉄鉱しかみられない。黄鉄鉱にはやや変化に

富んだ形のものがあり、奈良県針道の産状を伺わせる。偏光顕微鏡下では、母岩の黒

雲母花崗岩は変質して、長石類が珪質の粘土鉱物に変化している様子がよくわかる。

平行ニコルで褐色板状の部分が黒雲母、無色だが粗粒のまま残っている部分は石英、

淡い褐色で、板状集合のように見える部分は絹雲母。一部の熱水脈には、安四面銅鉱
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や濃紅銀鉱などが少量みられたようだ。 

  

  

 

■香川県猫山（熱水交代岩） 

青紫色粒状デュモルチェ石を含む、熱水交代岩。白雲母をはじめとして、アルミニウ

ムの多い白色鉱物で構成されていて、思った以上に研磨に時間がかかった。しかも、研

磨液が、白色の粘土のようになって、ダイアモンドと石の表面を埋めてしまうので、何

度も水で洗い流しながらの作業となった。平行ニコルで、赤褐色に見えている粒はルチ

ル。残念ながら、デュモルチェ石はここには映っていない。 
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■Zurich, Swiss（眼球片麻岩） 

 肉眼的には、岐阜県神岡鉱山付近に見られる、眼球片麻岩の、薄橙色カリ長石を白

くしたものとそっくりで、苦鉄質鉱物の並び方には一方向の方向性がある。平行ニコ

ルで褐色に見える部分は黒雲母。クロスニコルでやや小さな粒が集まっている部分は

石英。カリ長石は、幅の大きな繰り返し双晶をしている。 

  

  



230 

 

  

 

■Thunder Bay,Canada（花崗角礫岩および捕獲岩） 

紅色塊状カリ長石主体の花崗岩質岩中に、黒い灰色細粒および中粒の角ばった角礫

が飲み込まれている。1,2枚目の右側を占めているのが、紅色カリ長石。3,4,5,6枚目

は閃長岩質の角礫部分である。長柱状の緑色角閃石や、白色板状集合の斜長石の姿が

見える。ラベルには「閃長岩の礫を含んだ貫入岩」と書かれていた。「閃長岩の礫」は

捕獲岩と言い換えても良いだろう。 
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■Yellow Knife Hearne Lake,Canada（熱水変質岩） 

 ベリリウムペグマタイトの熱水変質帯に生成された、マグネシウムを含んだ白雲母

を含む変質岩。肉眼的には、細かい白雲母の集合に、暗い灰色の太い棒状物質が混ざ

りこんでいるような見かけをしている。明るい色で平行な板状の劈開が見えている粗

粒部分が白雲母。平行ニコルでより明るい部分は石英。暗い柱状部分は角閃石族。平

行ニコルで赤色の部分はクロスニコルで黒色に見えるので柘榴石族だろうか。 

  

  

  

 

■Chateau de Sirop, Quebec,Canada.(アルカリ角礫岩岩脈） 

比較的粗粒で、円磨されていない、黒色や暗い緑色、白色の石灰岩などの角礫を含ん
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だアルカリ角礫岩の岩脈。採集者の行動範囲から推測すると、 Ile（アイ

ル）,Bizard,Quebec,Canada.のキンバーライトと関連があるものだと思われる。様々な

組織を示す、フズリナのような楕円状の粒が興味深い。 
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＜気成鉱床＞ 

■茨城県錫高野（気成鉱床） 

トパズや錫石の産出で名高い産地。グライゼン（英雲岩）→繊維状集合白雲母→丸っ

こい形の紫色蛍石の順に末期となる。細粒部分が母岩のグライゼンで、繊維が絡まった

ような部分は白雲母。白雲母の中で、ひときわ透明度が高い部分は蛍石。以前、山口県

志津木鉱山の気成鉱床に産出する、Botryoidal状の白雲母をご紹介したことがあるが、

同じ気成鉱床の白雲母といっても、随分風貌が変わるものだ。グライゼンは非常に柔ら

かいので、削るのは容易。 
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■山梨県竹森（気成鉱床） 

黄褐色で脆いグライゼンの薄片。藍色鋭錐石や赤褐色粒状緑泥石、オレンジ色板状の

板チタン石などが含まれていると思うが、予想外の面白い組織が現れた。暗褐色部分が

多いのは、褐鉄鉱の汚染だろうか。大きな結晶の間の鮮やかな色変化のある部分は白雲

母が埋めている。このような石に、時折、淡い緑色の雲母が現れるが、何度分析しても、

当時の分析技術ではクロムは検出されず（つまりフクサイトにはならず）、白雲母とし

か呼べないという話だ。 
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■京都府鐘打鉱山（気成鉱床脈） 

鐘打鉱山の気成鉱床脈に見られる、鉄電気石や燐灰石を多くふくむ石英脈部分。平

行ニコルで暗い褐色長柱状に見えているのが鉄電機石。鉄電機石よりやや褐色味が淡

く、より長い柱状に見えるのは燐灰石。その他の不定形な粗粒部分は石英。 
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■岡山県大笹鉱山（気成鉱床） 

黄褐色粉状のビューダン石を含む部分を研磨。赤褐色の部分は褐鉄鉱、それ以外の部

分がビューダン石だと思うが、よくわからない。熱水交代性鉱床の岩石組織とそっくり。 
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■岡山県三吉鉱山（気成鉱床）  

「白雲母化したトパズ」というラベルのついた標本。平行ニコルで、同じくらいの大

きさの粒々の集合に見えている部分がトパズ。1組目の中央やや上側の一部に、層状構

造を見せている部分が白雲母。こうしていろいろな薄片を作ってみると、「白雲母化」

という表現にも、鉱物の表面だけ白雲母になっているものから、鉱物の一部が白雲母に

変化しているものなど、色々な状態があることがわかる。だから、安易な言語化だけで

済ませずに、たとえありきたりな標本でも、薄片で組織を確認してみることが必要なの

である。 
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■広島県瀬戸田林（気成鉱床） 

グライゼンの割れ目に産出する、青緑色八面体の亜鉛スピネル。薄片にしても、際立



239 

 

って目立つ組織がなく、肉眼でみたとおりの色。平行ニコルで無色の部分は石英。 

  

  

 

■広島県瀬戸田林（気成鉱床） 

赤褐色板状の鉄マンガン重石を含む、グライゼン。グライゼンとは、石英や白雲母が

多い岩石になることから、和名では英雲岩と訳されたが、ここでは、白雲母の存在はそ

れほど大きくない。黒雲母花崗岩に、揮発性物質の多い熱水が作用すると、気成鉱床が

作られる訳だが、瀬戸田林には、石英脈もそれほど多くなく、代わりに銅や砒素を含む、

珍しい鉱物が多産する。ガマの壁面も、がさがさとした感じで、熱水が大量に循環して

いたという感じではない。よって、一応産状は気成鉱床とされているけれども、黒雲母

花崗岩に含まれる鉄マンガン重石も、微細な放射状で、熱水性のものとは一味違う感じ

を示している。偏光顕微鏡下では、石英の内部に帯状の構造が見られ、黒雲母はぼんや

りとした形。長く理科の教員を務められた方に、岩石薄片について教わろうとしたが、

「鉱物の同定はすぐできるようになるのだけどね。」と仰った。時間がなくて叶わなか

ったが、その先の言葉をもう少し伺いたかった。 
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■山口県志津木鉱山（気成鉱床）  

気成鉱床の母岩である、主に白雲母と石英で構成されるグライゼン。 
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■山口県志津木鉱山（気成鉱床） 

志津木鉱山は、アタカマ石やパラアタカマ石の青緑色露頭があることで知られている。

海岸線沿いに、黄褐色の鉄明礬石のガサガサの塊や、緑簾石+氷長石+水晶脈などが贅沢

に観察できる。広大なズリの中で、何気なく拾った石に、直径 5ｍｍ程度の白い球状鉱

物がついているグライゼンを見つけた。球が割れた部分をよく見ると、白雲母のようだ

が、偏光顕微鏡で拡大すると、何重もの層になっていて、面白い。イギリスのコーンウ

ォール地方など、低温の気成鉱床で現れやすい産状のようだ。英語では Botryoidal と

呼ぶが、水溶液から結晶を作成する時にも、低温で急激に成長した結晶は、放射状もし

くは球状集合になることが多い。大きな結晶も良いが、このような清楚な白雲母も愛ら

しい。 
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■島根県小馬木鉱山（気成鉱床） 

輝水鉛鉱と鉄マンガン重石が同量共存する、わが国でも珍しい産状を持つグライゼン。

薄い板状鉱物が重なった放射状組織が見えるが、白雲母だろうか。褐色部分は黒雲母。

斜長石は双晶しているようにも見えるが、ややはっきりしない。地下の深いところで結

晶が大きく成長するゆとりがあったためか、グライゼンとしては粒が粗粒。 
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＜黒鉱鉱床＞ 

■秋田県深沢鉱山角掛沢（黒鉱鉱床） 

黒鉱鉱床の一番上部に重なる鉄石英。非常に貴重な試料で、市場にはなかなか出てこ

ない。赤鉄鉱を含んだ緻密で鮮やかな赤色塊状石英に、白色石英の細脈が網目状に入り

組んでいる。黒鉱鉱床の母岩は、通常流紋岩であることが多い。高温の熱水から、黒鉱

や黄鉱などの金属成分を沈殿させた後は、噴出する熱水の温度もだいぶん下がって、酸

化環境の中で、珪酸分に富んだ鉄石英が沈殿する。 
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■島根県大蔵鉱山（黒鉱鉱床）  

石膏、重晶石、霰石主体の硫酸塩岩層。中国地方の日本海側の黒鉱鉱床は、酸化的な

環境で生成されることが多く、硫黄が硫酸イオン（「SO4」2-）となって沈殿するため、硫

化鉱物が非常に少ない。偏光顕微鏡写真では、平行ニコルで白色板状の部分が石膏。そ

れ以外の赤褐色の部分は重晶石。末期の空隙に飛び出している、クロスニコルでカラフ

ルな部分は霰石。この鉱石は、低硬度の鉱物で構成されているため、非常に削りやすい

だけでなく、研磨液が石油のような香りを放つ。生成時に少量のＳ2-イオンが取り込ま

れているのであろう。 
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＜熱水鉱床＞ 

■富山県立山温泉（温泉沈殿物） 
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温泉の噴き出し口に堆積する、魚卵状珪石（オパール）。母岩から温泉中に向かって幅

の広い繊維が広がるようにして絡み合い、上部を白色球状の魚卵状珪石が埋め尽くして

いる。色的には変化に乏しいが、組織的に興味が沸く対象。 
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■岡山県小泉鉱山（熱水鉱床のからみ＝鉱滓） 

小泉鉱山は、閃亜鉛鉱や方鉛鉱を産出した熱水鉱床で、ズリには精錬した後にできた、

大量のからみ＝鉱滓が転がっている。からみ自体は、あちこちの鉱山で見られるが、小

泉鉱山のからみは、楕円状の空洞を多く持ち、その空洞の中に、赤色・緑色・青色など

様々な無機化合物が生成されている。おそらく精錬の方法が十分ではなく、からみにも

多くの金属元素が残ったまま、雨水などに曝され、人知れずカラフルな華を咲かせてい

る。華の方は、まだ別の機会にご紹介するとして、今回は母岩のからみの薄片組織であ

る。大小さまざまな丸っこい粒が多数見られる。 

  

  

 

■鹿児島県八瀬尾(熱水鉱床) 

母岩の黒色頁岩の割目に生成された、黄褐色柱状結晶の斜灰簾石。視野を欠いている

黒色不透明部分が母岩の黒色頁岩。斜灰簾石には累帯構造が存在するように見えるもの

もある。産状としては、同じ黄色長柱状斜灰簾石を産出する、岡山県小泉鉱山と似てい

る感じがする。小泉鉱山では、より黄色味の強いレグランド石への期待があまりにも強

いために、斜灰簾石が誤認されることが多いようだ。 
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■鹿児島県王ノ山（熱水鉱床） 

自然金を含む、熱水鉱床の白色モルデン沸石脈を研磨。石英と密に混ざっている影響

か、非常に硬い。岡山県高瀬鉱山のトムソン沸石脈のように、内部に何か含まれている

かと思ったが、特にそういうものはなかった。黒い粒粒は褐色化した母岩。 
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■bastnas mine, Sweden.（熱水鉱床） 

黄銅鉱と閃亜鉛鉱（？）を主体とした、非常にずっしりとした鉱石の表面に、緑色球

状のテルネボーム石被膜が少量できている標本。テルネボーム石のことも良く知らずに、

母岩を薄片にしたが、テルネボーム石はセリウムやランタンを含むアルミノ珪酸塩鉱物

だった。私が購入した記憶はないから、おそらくふぶきさんが購入したのだろう。ふぶ

きさんの生前は、彼の標本に手を出すことは控えていたが、没後、私の標本として全体

を整理。国内のものは、系統分類しても、頭の中で位置が確認できるが、海外のものは、

元素別に分けてあったものを、とりあえず国別にした。テルネボーム石の母岩は不透明

鉱物の多い母岩である。光を通す部分は肉眼的には石英に見える。 
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＜端書＞ 

本書は、少し厚みが厚いままでも、岩石の組織を楽しもう、という企画書、「地球語

ライブラリィ 11～15、17、18」を、再構成したものである。本書の政策に関わって下さ

った全ての皆様に感謝を捧げる。 

＜撮影機材＞ 

偏光顕微鏡：メイジテクノ社 ML9420   カメラ：Nicon D3200 

レンズ：AF-S NIKKOR 18-55mm（コリメート撮影）  シャッタースピード：1.6 

偏光顕微鏡写真：左側が平行ニコル。右側がクロスニコルで撮影したもの。 

※組織の粒度を比較して頂きやすいように、一部の例外を除いて、視野の直径を 2.5ｍ

ｍ、倍率を 100 倍に統一している。 
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＜おくづけ＞ 

「岩石組織集 2」２０２０年５月３１日 初版発行  

著者 露猫綾乃 発行 つゆねこ企画 印刷・製本 ねこのしっぽ 

ホームページ「つゆねこ FC.」 http://tuyuneko.art.coocan.jp 

メールアドレス tuyunekoayano@nifty.com 

無断の転載,複製は困りますが,作品を素材として発展的な活動を企画される場合は,ご

自由にどうぞ. 
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