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グリーンタフ中から,現在迄のところ長崎県

と長野県の 2ヵ 所か ら斜桃簾石
Dが

報告 されて

いる (Fig。 1)。 前者は,竹下・松本 (1979)に

よって報告された。後者は,日 本におけるグリー

ンタフの名称や位置づけがまだおこなわれてい

なかったはるか以前,山崎直方 (1897)に よっ

て,長野県小 県郡入軽井沢産紅簾石流紋岩 とし

て簡単に報告され、その後竹下・松本・林 (1978)

によって,日 本におけるグリーンタフの酸性岩類

中第 2の産出であることが報告された。最近の

私信によると,第 3の産出もありそうである
動
。

いずれの産地点についても,そ の共通性はヒ

ン岩又は石英閃緑岩等の貫入をうけて甚だしい「

熱水変質をこうむった部分にこのピンクの美 し

い鉱物を生 じていること,著 しい珪化・炭酸塩

化のため岩石は脱色され白色を呈する中に,黄

鉄鉱による鉱化がみとめられることなどである。

黄鉄鉱はさらに褐鉄鉱によって交代されその仮

晶をとどめたいわゆる
｀
武石

″
(Buseki)と なっ

ていることが多い。そしてさらに,斜桃簾石の

分布する周辺地域は緑簾石の発達をみる。中通

島のばあいは,さ らにそのほかにスコンス沸石

をはじめ,ワ イラケ沸石, トムソン沸石,輝沸

石等の沸石類,それにブドウ石が伴って くる。

ここでは中通島における産状をのべる。Fig.

2は産地点及び周辺の岩相分布 を示す。 これら

は五島火山岩類 (植田,1961)に属するもので,

五島層群 (植田,同)よ り上位にある有川層群

(塚原ほか,1975)の一部層である。尚産地は

Fig.4に示すごとく,こ の海岸は奈良尾港拡張

のため埋立てられようとしている。

岩脈における産状

斜桃簾石を含有する岩脈は優白質で一見石英

斑 岩様 であ るが,追って ゆ くと (Fig.3中 の

Dike H)内部が暗色のヒン岩 となり (Fig.5中
^の

人物の左手の下から前方,右手前方の漂白さ

れた部分は岩脈の周辺にあたる),周辺は Fig.6

に示すごとく,漂白されこの部分に斜桃簾石が

みられる。さらにこの岩脈の延長 とみられる部

分は,周辺の方がかえって暗黒にみえ,急冷相

を有するヒン岩岩脈 となる。そして斜桃簾石は

最早存在せず,代 りに緑簾石がみられる。漂白

された部分で斑品の斜長石 と石英は変質による

影響をうけ,タ ンパク石や脈石英の浸入をうけ

ている。石英斑品のばあいにはその周辺の脈石

英の外帯を生ずる (Fig。 7)。 岩脈の周辺だけで
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Fig。 l  lndex map,showing the locality of clinothulite‐ bearing rocks,plotted in the Green Tuff Region

(dOtted area)。

× :Locality, 1 :Narao, 2 :Irikaruisawa, N:]Nagasakl.

なく,内部にポケット状に珪化がすすみ,生 じ

た丸い空洞を方解石・ スコンス沸石・黄鉄鉱の

順にそれを充たし,外壁に斜桃簾石がリンク状

に集まるばあいもある (Fige 8)。 スコンス沸石

が晶洞を充たして放射状集合体 として産出する

有様はみごとである (Fig.9)。 ブドウ石は肉眼

では気付かなかったが,鏡下では屈折率が斜桃

簾石より低いが斜長石より高い鮮やかな干渉色

を呈する鉱物 としてみとめられる (Fig。 10a,

b)。 さらに重液によって分離されたほぼ純粋な

粉末についてのX線回折図からブドウ石を同定

することができた。スコンス沸石・斜桃簾石 。

脈石英が相伴って産出する状況は,鏡下におい

てよく観察できる (Fig。 1la,b)。 縞状に消光す

る特有な干渉模様のスコンス沸石は特徴的であ

る。斜桃簾石は100面 に双晶することがあり、001

裂開もよくみられ単斜輝石によく似た累帯構造

を呈することがある (Fig。 12a)。 累帯構造の内

核は光学性 (+)であるが,外側はしばしば(一 )

である。微妙に連晶するスコンス沸石 (Fig。 12b)
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Fig。 2

の基地の中に,し ばしば斜桃簾石が浮 きたつ

ている。 ときにこの組みあわせが黄鉄鉱によっ

て囲まれているようにみえる(Fig。 13)。 そして

Fig。 14で は斜桃簾石 が方解石 の周辺 にあつ

まっている。

被貫入岩における産状

被貫入岩は堅硬で優白質な流紋岩様の岩石で

あるが,鏡下ではカリ長石がみられず斜長石は

アンデシンであるので,源岩はデーサイ ト質角

礫凝灰岩 と思われる(Fig`15)。 この中に点在す

FUKUE

environs of the Narao Port,southern part of

る斜桃簾石は,岩脈中のものに比 しピンクの色

が淡 く美 しいが,量は少ない。屈折率 もやや低

くなっている。スコレス沸石 と共生 して産出す

る (Fig。 16)。

斜桃簾石 を含 まない岩石中の鉱物の共生

Fig。 3に 示 した Dike Iは 全体 に珪化 されて

いるが,中心部には斜桃簾石 も緑簾石 もみあた

らない。Dike Hの 延長は前述 したとお り,斜桃

簾石の代 りに緑簾石が出現する, と同時に火成

岩の組織 もヒン岩 としての体裁を整えて くる。

12-一

E)istribution of various rocks developed near the

Nakadori lsland,Goto,Nagasaki Pref.

1 :Porphyrite dike,characterized by epidote.

2 :Porphyrite dike,characterized by clinothulite。

3 :Dacite tuff and tuff‐ breccia,not including clinothulite nor epidote.

4 :Dacitic tuff breccia,characterized by epidote and chlorite.

5 :Dacitic tuff‐ breccia,characterized by cHnothlite.

6 :Shale and tuffite of the Goto Group.

7 :E)ip and strike of the boundary bet、 veen dike and country rocks.

8 :E)ip and strike of stratum.         ´



そして斜長石の斑晶 も比較的新鮮で単斜輝石の

斑晶 もみられる。奈良尾港から小奈良尾漁港の

西 方 に は,斜 方 輝 石・ 角 閃 石 ヒ ン 岩

(M74073009,Fig.2)が 発達する。斜長石斑晶

や石基はしばしば緑簾石によって交代 されるが,

斜方輝石は低い複屈折性の緑泥石によって交代

されているのにたいし,褐緑色の角閃石はオパ

サイ ト縁 を有 す る ことな く全 く新鮮 で ある

(Fig.17)。 小奈良尾漁港の北をめぐる岬には

緑簾石を含む凝灰角礫岩が発達する。その構成

礫 は プ ロ ピ ラ イ ト化 さ れ た デーサ イ ト

(M74073007A)や はるかに苦鉄質のカンラン

石 0普 通 輝 石 安 山 岩 (M74073007B,Fig.

18),あ るいはユータキシティク組織のよく発達

した流紋岩 (M74073008)な どがある。後者で

はその流理にそってレンズ状に入っている長石

の斑晶を緑簾石で交代する部分がある。 (Fig.

19bで ,残存 した長石の部分が基地をなして同

一消光位を保っていることがわかる)。 奈良尾港

西方の後背部山稜は全 く緑簾石を含 まない流紋

岩～デーサイ ト質凝灰角礫石 0凝灰岩互層から

成 り,よ く成層する。その中には圧縮 された軽

石片がある (M740730019,Fig。 20)。 本岩は珪

化作用をうけないが,黄鉄鉱は少ないながらも

含 まれている。

以上述べた諸岩石の鉱物共生関係 をTable l

にまとめた。 この中で沸石 としてスコンス沸石

に次いで多いワイラケ沸石は,X線 粉末回折図

74072901

74073003

シ
イδぅ

100m

Fig.3  Distribution of clinothulite‐ bearing rocks and localities of their samples conected at the

southeast coast of Narao Port.

1 :Epidote‐ bearing pyroclastics.

2 :Clinothulite‐ bearing pyrolastics.

3 :Clinothulite― bearing propylitized porphyrite dike.

4 :Epidote‐ bearing porphyrite dike.

5 :E)ip and strike of boundaries between dike and its cOuntry rocks.
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によって確認 された岩石 (N‐51)中の沸石につ

いて,光学性 (― )で光軸角が70よ り大 きいも

のを観察 し,他岩石についても同様の特徴のも

のにつき,同様の光軸角を得たばあいについて,

その存在を記 してある。

おわ りに

グリーンタフの変質鉱物の中で緑簾石はあり

ふれた存在であるが,同族の斜桃簾石は 2例 し

かない。 しかしそれはグリーンタフにとってあ

る重要な指示者 といえよう。ただそれをいうに

は,成因をいうためには,今後多数の事例の報

告により期待 されるべきである。中通島のばあ

い,それに伴 う変質鉱物が多彩である点を注目

したい。

文  献

TAKESHITA,H.&MIATSUMOTO, Y。 (1979);

Thulite and associated minerals from the

Nakadori lsland,Goto,Nttrasaki Pr」 .Japan.

Assoco Mine Petr.Econ.Geol.74,No.6.

竹下 壽・松本4玉夫・林 正雄 (1978):長野県

入軽井沢産桃簾石 地質学会85年総会講演発

表要旨

塚原俊一・松本径夫 (1975);五島列島中通島に

おける新第二系の新知見 日本地質学会講演

発表要旨

植田芳郎 (1961);五 島層群の研究 九大理研報

(地質),5, 2,51-61.

YAMASAKI,N。 (1897);On the piedomontite‐

rhyolite fronl Shinano.Mem. Fac. Sci.

Tokyo lmp.Univ.,9,303-312.

註

1)こ の名称はまだ用いられていない。エピ

ドー ト族鉱物 (単斜晶系,斜ユウ簾石・緑簾

石・紅簾石)の一変種で,桃色を呈するもの

を呼ぶことにする。紅簾石に比べると多色性

は弱 く,屈折率の低い斜ユウ簾石 (光学性十)

から屈折率の高い緑簾石 (光学性―)の 成分に

またがっている。これにたいし,紅簾石は多

色性も顕著,屈折率もさらに高 く,光学性が+

となる。そして斜方晶系のユウ簾石のうち,

桃色のものを桃簾石 と呼ぶことにしたい。

2)長野県屋代高等学校宮下平司教諭による。

場所は入軽井沢の北方,志賀高原西麓である。

Abstract

Clinothulite,a pinkish variety of the epidote group,has been known in the Green Tuff Of Japan

as only two instances. The first、 Ⅳas reported by the present writers from Narao,Nakadori

lsland,Goto,Nagasaki Prefecture. The second is ascertained by some authors including the

present writers, from lrikaruisawa, Nagano Prefecture.  Here the rrlineral assemblage,

clinothuHte‐ scolecite‐prehnite,of the samples frorrl Narao is speciaHy described.
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Explanation of Photographs

Fig。 4  The coast of Narao,which is planned for reclamation.

Fig.5  Porphyrite dike intruding into dacitic tuff breccia,showing leucocratic appearance,and

also being grown dun in c。 1。r at the margin of the left“handed side of rather mela‐

nocratic dike(to the right).

Fige 6  The leucocratic margin of porphyrite dike,toward the upper right from the hammer.

Clinothulite is found in sman amounts in this part.

Fig。 7  Corroded quartz,surrounded by aureole composed mainly of fine‐ grained secondary

quartz,enclosing numerous dusts. Under crossed nicols. Propylitized porphyrite,No。

74073003。

Fig。 8  Pocket filled with scolecite,quartz,calcite,clay rninerals and pyritee ClinothuHte and

sman amounts of prehnite are aggregated along the wan showing ring in form.

Fig.9  Scolecite white in color,radiany aggregated in the druse. A:deep yenowish brown

antigoriteo Sample Noo N‐ 51。

Fig。 10 PropyHtized porphyrite,No.N― -51。 a;open nicols,b;crossed nicols. Prehnite (Pr),

poikiloblasticany enclosing clinothuHte, which is also present in the matrix.  The

opaque grain is pyrite.

Fig。 1l The rnineral asserrlblage,clinothulite一 scolecite(Sc)一 in the sample NooN-51.Under

the crossed nicols (b), the hexagonal basal section of vein quartz (Q)shOWS an

darkness: The group of scolecite gives wavy extinction.

Fig.13 The sarrlple is the sanle as abovee Clinothulite(Th)一 SCOlecite(Sc)aSSemblage

encircled by pyrite(Py)。    Sman amOunts of scolecite is also seen in the matrix.

Observed under crossed nicols.

Fig。 14 Ditto,open nicolso Prisms of clinothulite (′ rh)are grOuped at the margin of calcite

(CC).

Fig。 15 Dacitic tuff breccia,No.740729。  Open nicols.Debris of quartz(Q),plagiOClase(Pl),

felsic sandy tuff(′ r), and dark clay minerals are seen.

Fig.16 1)itto, open nicols.  G}rouped clinothulite in the left― ―half and the leucocratic part

composed of quartz and scolecite are observedo The opaque mineral is pyrite.

Fig.17 Hornblende――porphyrite(No.74073009),under open nicols. Hornblende (Ho)has nO

opacite margins. IEpidote(Ep)intrudes into plagioclase frorn the matrix toward the

top.

F｀ig.18 江ゝafic andesite,No.7407307B,occurred as debris in tuff breccia,largely composed of

dacite debrise lCrossed nicols.The groundmass is composed of lath一 shaped plagio‐

clase,shortprismatic grains of clinopyroxene and sman amounts of magnetite. The

phenocryst of plagioclase,tabular in fornl,is very dusty in the coree Sman phenocryst

of oHvine (01)iS largely replaced by clay rninerals.

Fig。 19 Eutaxitic dacite, No。 74073007A. a;open nicols,b;crossed nicols. Fluidal lines run
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fron■ the top to the bottomo G}rouped epidote(Ep)occupies or replaces bulk portiOn Of

feldspaF,Still seen among the grouped crystals possibly recognized under crossed nicols

by equal extinction position.

Fig.20  ■
｀
uff breccia,No.74073001.Open nicols. The compressed pumice (P)appears to be

dusty by clay nlinerals.

Table l  Paragenosis of rrlinerals of gFeen tl渕 :fs and propylites developed at

Primary rnineral

POrphyFitiC Inineral

Remarks:  ■, distinctly present. 一‐, not observed。    *, inclusion

(‐十), replacement by secondary rninerals is distinct。

(  ), COmpletely altered;name of rrlinerals or texture is presumed.

1。  Pseudomorphous forrn probably after pyroxene.

2. 2V(二 )larger than 70° .

R,rarely found.

Rock nalme(OCCurrence)

Rhyolitic tuff(Stratified)

Propylitized dacite(debris)

Augite一 andeSite(debris)

Propylitized dacite(debris)

Hornblende porphyrite

Propylitized porphyrite(dike)

Propylitized poFphyrite(dike)

Propylitized porphyrite(dike)

Ditto,dike,brecciated

Dacite tuff breccia

Propylitized porphyrite

74073001

74073007A

74073007B

74073008

74073009

74072904

74073005

74073003

74073002

74072920,03

N-51

Sp.Number

Quartz

An34-30

+

An71-54

+

An 56-50

An 74-56

An90_64

An87-67

An 82

An42-27

An 74-70

An 34-73

(duSty)

Kali‐feldspar
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the environs of the Narao Port,southern part of the Nakadori lsland

and‐ texture Groundmass

GrOundmass Chl  Ser Carb W Ep  Thu  Pr  Sco Wai  Pソ   Op
httafic rrlinera‐ 1

Au,Mt

Ho,(Au,Hy)

( )

( )

FelSic

Felsic

CpX,(01),Mt,
Alk.Fel,

Eutaxitic

Pl,Al‐ k.Fel,Mt

Blastopi10taxitic

Pl,Qu,Alk.Fel,

Felsic

Brecciated,felsic

Felsic

Blastopllotaxitic

Mt

一  十  一

十  一  一

+  一  一

十
1)一  一

―  +  ―

十  一  十

一  +  一

―  ―  十

一  十  十

一  R  十

―  +  ―

一  十  一

十  +  一

一  十  一

十  R  ―

十  十  一

十  十  +

十  +  十

十  一  +

+  ―  +

一 ― 十 一

+一 +一

一 一 +十

+一 ― 一

一 一 一 +

一 一 +―

一 一 十 一

十  十場 十  一

+一 十 一

十 十 十 一

+++一

十

+

Chl:Chlorite   Ser:SeFiCite   Carb:Carbonate nlineral

Qu:Quartz  Ep:Epldote  Thu:Thulite  Pr:Precnite

Sco:ScOlecite   Wai:Wairakite   Py:Pyrite   Op:(Э pacite

Pl:Plagioclase   Alk.Fel:Alkali fё ldspar   Cpx:Clinopyroxene

01:01ivilne  Mt:M【agnetite  Ho:Hornbl‐ ende  Au:Augite

Hy:Hypersthene
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(b)

Clinothulite in the sample]No.74073003.

(a):TⅥ rinned and zoned clinothulite.

001 parting are well― developed.

(b):ClinOthulite(Th),in the lnatrix of scole―

cite,1:2V(― )=44こ ,2:45`,3:44・ giving

different extinction positions,respectively.

(a)

Fig。 12
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