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1 はじめに

この巡検会の内容は,平成16年 10月 4～ 5日

に行われた研修講座「理科地球科学 (長崎変成

岩類に迫る)」 (長崎県教育センター主催)に も

とづくものです。西山忠男教授 (熊本大学理学

部)を 講師に招き, 1日 目は講義「地球科学分

野の学習指導の在 り方」,講義・実習「地球科

学における観察,実験の工夫」, 2日 目は実習

で,大瀬戸町雪浦海岸の蛇紋岩と黒色片岩の反

応帯,長崎市三重町向郷海岸の蛇紋岩メラン

ジェの観察を行い,最新の話をうかがいました。

今まで何度も同じ露頭に行っているが,今まで

知らなかったメランジェの観察をして,そ のと

き受けた感動,驚 きを多くの人に知ってほしい

と思い計画しました。

2 観察露頭の説明

(1)長崎市三京町海岸

○観察地点① (藍閃石石英片岩)

藍閃石は,一般に蛇紋岩にともなう変成

帯に産することが多い。藍閃石が形成され

るのは変成作用としては比較的低温・高圧

の条件のもとです。温度は低くとも,生成

に要する圧力は10Kb以上と高く,日 本海

溝のような海溝の地下深く,冷たいプレー

トの沈降に伴うストレスを実証する場所で

できたようです (写真 1)。

○観察地点② (縞状曹長岩塩基性片岩の等斜

櫂曲)

写真 1 藍閃石石英片岩の露頭

地下 (400℃ ,地下20km付 近)で圧力 を

受け塩基性片岩ができる時,鉱物がこの時

の環境 (温度,圧力)で再編成される時に

余分な成分が源岩からしぼ |)出 される。そ

して,その余分な成分が,そ の時の環境 (温

位置図
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写真 2 縞状曹長岩塩基性片岩の全景

写真 4 縞状曹長岩塩基性片岩 dの貫入

写真 3 縞状曹長岩塩基性片岩の近接

度,圧力)の中で安定した曹長石になった。

この時,近いものどおしで交代作用を行っ

たので,縞模様がたくさんできた (写真 2,

写真 3)。

緑色片岩 aと bの間は断層で接している。

緑色片岩 aの片理は一定の方向で安定して

いるのに対 して,緑色片岩 bの片理は複雑

になっていて,大 きな力を受けたことがわ

かる。この露頭を西山教授は,「大 きな岩

塊 cと 等斜櫂曲した縞状曹長岩塩基性片岩

dが,緑泥石一アクチノ閃石片岩 bを潤滑

剤 として入 り込んできた。」と説明されま

した。写真 4の岩塊 cと dが入 り込んでき

たと聞いて,驚 くばかりでした。

入 り込んできた縞状曹長岩塩基性片岩 d

のまわりには,写真 5の ようなドラッグ櫂

曲 (引 きづり櫂曲)が見られます。

bの音Б分には, ひときわ緑が濃い丸い音Б

分がある。これはクロム絹雲母である。ク

ロム (cr)を含んでいるため,密集部分は

写真5 縞状曹長岩塩基性片岩 dの貫入近くで
見られるドラッグ (引 きずり)櫂曲

光沢が強い濃い緑色をしている。緑色はク

ロムによる発色である。丸 くなっているも

のは,蛇紋岩起源のクロム鉄鉱のまわりに

できたためである。

また,縞状曹長岩塩基性片岩 dに ある曹

長岩を分泌石英脈が横断する部分がある。

最後に石英分の流体が生じたのだろう。

※分泌石英……変成作用で,余分な石英

成分 (Si02)が しぼり出された。

○観察地点③の手前 (曹長石脈剪断構造)

片理面と櫂曲面が平行になって,すべっ

ている。横からの力 (プ レートの沈み込み

帯の力)を 受けているのだろう (写真 6)。

○観察地点③ (緑 レン石ザクロ石クロス閃石
バロア閃石岩の構造岩塊)

ここの場所で見られる岩石の中で,一番
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写真 7 緑レン石ザクロ石クロス閃石バロア閃石

岩の構造岩塊

高圧のもとでできた岩石ということです

(写真 7)。

「閃石」がつく鉱物は角閃石の仲間であ

る。全体的に黒っぽいが,表面を見るとし

ま模様になっている (写真 8)。 だから
,

これも結晶片岩の仲間である。赤いしま模

様の部分がザクロ石,黄色いしま模様の部

分が緑レン石の密集部分である。赤い部分

をルーペでみると,小 さいがザクロ石の結

晶を見ることができる。Mgを 多く含む鉱

物が含まれているので,マ ントルに近い部

分でつくられたものであろう。

○観察地点④ (偽斜交層理構造)

この岩石の表面には,ク ロスラミナのよ

うな模様が見えます。よく観察するとたい

積作用でできたクロスラミナとは違うこと

がわかります。しかし, よく似ています。

写真 8 緑レン石ザクロ石クロス閃石バロア閃石

岩の構造岩塊の近接"縞状構造,○ は一

円硬貨

写真9 偽斜交層理構造

しかし,こ の模様は櫂曲面がすべつた構造

的な変化でできたものです (写真 9)。

長崎市為石町年崎の海岸に見られるれき

岩状の変成岩体 (「れき質片岩」とよぶ人

もいる。)中 にも,ク ロスラミナ状の部分

がある。今までは,ク ロスラミナと思い
,

また含まれているれきの種類が多いので
,

れき岩が変質 してできた岩石 (れ き質片

岩)だ ろうと思っていたが,上の写真のよ

うな構造的変化によってできた偽斜交層理

構造を見せられると,年崎のをもう一度調

べてみたいと思うようになりました。

○観察地点⑤ (変成単斜輝石岩,蛇紋岩と緑

色片岩の反応帯)

右の写真左側の崖をつくっている緑色片

岩は,大 きくS字状に櫂曲しています。そ

写真 6 曹長石脈剪断構造

偽斜交層理構造
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写真11 変成単斜輝石岩

写真10 変成単斜輝石岩,蛇紋岩ヮ緑色片
岩の反応帯

の下の くぼんだ部分に変成単斜輝石岩,蛇
紋岩 と緑色片岩の反応帯 を観察で きます

(写真 10)。

変成単斜輝石岩は,単斜輝石だけからで

きている。この岩石はマントル物質で,蛇
紋岩が地下から取 り込んできたものである。

そのため,一見れきのように見える。変成

前は,「ザクロ石単斜輝石岩」であった (写

真11)。

また,す ぐ近 くには小規模ながら蛇紋岩

(写真 b)と緑色片岩 (写真 a)の反応帯

(写真 c)が見られる。小さい蛇紋岩の貫

入岩体があり,緑色片岩との境に数cm幅の

しま模様が多く見られる。どのような鉱物

帯になっているかは不明だが,滑石やアク

チノ閃石は確認できた (写真12)。

近 くの緑色片岩には,大 きなMgに富む

角閃石 (黒 っぽい)の集合部分がある (写

真13)。

これは単斜輝石岩の交代作用によってで

きたものである。長崎市為石町年崎海岸の

写真12

れき質片岩中にも見られる。

○観察地点⑥ (縞状曹長岩塩基性片岩のれき

質片岩状構造)

一見白い部分がれき岩中のれきのように

見えるが,う すい曹長岩が力を受け引きち

ぎられ,れき状になったものである (写真

14)。

長崎市為石町年崎にも,同 じようなれき

緑色片岩 aと 蛇紋岩 bの反応帯 c

写真13 緑色片岩中のMgに富む角閃石の集合

―-29-―



写真14 縞状曹長岩塩基性片岩の礫質片岩状構造

写真15 小規模な蛇紋岩の貫入岩体

岩状のものがある。年崎のも構造線上の岩

石であるといわれている。 しかし,為石町

年崎のれき状構造をつ くっているれきの種

類は豊富なので,両者を比較 して今後調べ

る必要がある。

〇観察地点⑦ (小規模な蛇紋岩の岩体)

小規模な蛇紋岩の貫入岩体が見られる。

全体的に割れ目が多く,圧砕された感じで

ある。また,滑石化作用がすすんでいて表

面は柔らかい (写真15)。 滑石の転石中か

ら,小 さいがきれいな正 8面体の磁鉄鉱や

ドロマイトの結晶を採集した。また,緑色

岩の転石には多 くの黄色いクサビ石を見つ

けた。完全にクサビ形をしているのは少な

かった。

○観察地点③ (蛇紋岩とその交代岩類)

この海岸の複合岩体中に産する最大の蛇

紋岩の露頭で,こ の岩体がヒスイ輝石岩な

どの構造岩塊を取 り込んできた母岩にあた

る。この蛇紋岩は,強 く剪断され,細かい

ひびがたくさん入っている。石綿や炭酸塩

鉱物の脈が多 く見 られる (写真 16)。

○観察地点⑨ (交代性のオンファス輝石岩 と

ヒスイ輝石岩 )

蛇紋岩が地下深 くからヒスイ輝石岩を取

り込みながら,長崎変成岩類の中に入 り込

んだものである (写真17,写真 18)。

ヒスイ輝石の生成条件は,温度約400℃
,

圧 力約10～ 12Kb(地 下30km)で ,長 崎変

成岩類は,温度約400℃ ,圧力約 8 Kbな の

で,生成圧力に違いがある。よって,ヒ ス

イ輝石岩は,長崎変成岩類ができた場所 よ

りさらに深い場所でつ くられたものである。

そして,さ らに深い場所 (マ ントル近 く)

でできた蛇紋岩が深いところにあつたいろ

山川 続・岩永聡輔

写真16 大きな蛇紋岩の露頭と交代岩類

小規模な蛇紋岩の貫入岩体
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長崎市科学館に展示 してあるヒスイ輝石

石

写真20 ドロマイ

(内側 )

いろな岩石 (ヒ スイ輝石岩,単斜輝石岩な

ど)を取 り込みながら上昇してきたと考え

られる。その途中で,圧力を受け,剪断作

用を受け,いろいろな構造変化を生じたと

考えられる。

ヒスイの種類

硬玉→ ヒスイ輝石

軟玉→ネフライ ト (ア クチノ閃石の一種 )

ヒスイの主な産地

日本,ミ ャンマー,グ ァテマラなど

沈み込み帯に多い。

(2)西海市大瀬戸町塚堂海岸 (塩基性片岩中の

ドロマイトー方解石と脈交代作用)

この海岸の塩基性片岩中には,褐色の炭酸塩

鉱物脈がみられ,遠 くからでも岩肌が赤っぼく

見える (写真19)。

この炭酸塩鉱物脈は,泥質片岩中に蛇紋岩が

入 り込んだ時に,接触部分で起こった反応帯で

生成された流体が,割れ目を通じて周囲の変成

岩中に移動したと考えられている。

脈は,夕1側 に赤っぽいドロマイト,内佃1に 白

い方解石が分布 している (写真20)。

また, ドロマイトー方解石脈は,周囲の塩基

性片岩の変色を伴う。塩基性片岩の変色部分の

成分の変化を調べると,脈からの距離に応じて

系統的な変化を示す様子がみられる (写真21)。

(外側)と 方解石

写真19 ドロマイ トー方解石脈

写真21 塩基性片岩の変色部分 ○は一円硬貨
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写真22 泥質片岩 と蛇紋岩の反応帯および炭酸塩

鉱物脈

写真23 国指定石鍋製作所跡ヮホゲ ッ トウ第 6工

房

(3)西海市大瀬戸町雪浦海岸 (泥質片岩一蛇紋

岩反応帯と炭酸塩鉱物脈)

海岸に泥質片岩と蛇紋岩がみられ,両者の接

触部に交代作用による全幅約60cmの 反応帯が観

察できる。反応帯には規則性があり,蛇紋岩側

から,滑石帯→磁鉄鉱・緑泥石帯→緑泥石・曹

長石・絹雲母・アクチノ閃石・透角閃石岩→絹

雲母帯→曹長石・石英・アクチノ閃石・緑泥

石 0絹雲母片岩と変化していく。写真22の反応

帯の白い部分は滑石です。ここでは,肉眼的に

はっきりした反応帯の変化はわかりにくかった。

また観察露頭では,反応帯から多数の炭酸塩

鉱物脈が発生している。泥質片岩中にのびる脈

はドロマイト脈,蛇紋岩中にのびる脈はマグネ

サイトー石英脈である。マグネサイトー石英脈

は,脈壁から中心に向かい,マ グネサイト層と

石英層が交互に繰 り返す内部構造を持つ複合脈

である。この中の空洞に石英の結晶である水晶

や炭酸塩鉱物の結晶を見つけることができる。

0)ホゲットウ石鍋製作所跡見学 (希望者のみ)

石鍋は,その名のとおり,石でできた料理す

るときに使う煮炊き用の鍋です。当時の石鍋は

高価で,石鍋 1個で牛 1頭が買える値段であっ

たといわれています。

石鍋は,やわらかい鉱物,滑石で作られてい

て,小 さいもので直径25cm,深 さ10cmで ,大 き

いもので直径53cm,深 さ15cmです。

石鍋は,平安時代末期から鎌倉時代初期頃に

使われていました。今から,約800年 前頃です。

石鍋の多 くは,西海市内の西彼町・西海町・

大瀬戸町,長崎市外海町で多 く見つかっていま

す。西彼杵半島の山中には滑石の露頭が多 く,

石鍋をきざみつけた遺跡が50ケ 所をこえます

(写真23)。

日本国内で石鍋が出た遺跡は,全国にわたり,

使われていたことが分かります。当時,特に沖

縄周辺の島々では,日 宋貿易がさかんに行われ,

写真24 ソロバン玉状に削った跡

写真25 石鍋り西彼民俗資料館所蔵
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石鍋の作 り方は,ま ず,滑石の岩壁を30～ 40

cmの 四角形にかたどり,ソ ロバン玉状に削った

あとに岩壁から削 り落とします (写真24)。 最

後に,荒削りした石鍋の原型を作業場できれい

に整形します。完成に近づ くにつれて,四角形

から円形に変わり,ま たノミの入れ方も全体的

にあらけずりからこまやかな調整へと変化して

いきます (写真25,写真26)。

製作所跡の岩壁には,石鍋を切 り取った跡や

多くのノミ跡が残っています。近 くに転がって

いる滑石の中に,石鍋の破片を見つけることも

できます。当時,作業していた人たちの活動の

様子や労働者の汗を想像できます。日本の商人たちは貿易品の調達に琉球に来るよ

うになりました。貝細工の材料となる夜光貝と

いうきれいな巻き貝をもとめてです。これと交

換するために,日 本の商人は長崎産の滑石製石

鍋をもってきました。この石鍋は,沖縄の多 く

の遺跡で発見されています。

石鍋の材料に使われた滑石は,や わらかくて

すべすべした鉱物です。鉱物の中で一番やわら

かい鉱物です。爪でも, きずがつきます。滑石

は,印鑑,薬品,紙などに使われています。特

に,質のいい西洋紙には多量の滑石がまざって

おり,そ のため本が重い原因になっています。

参加者22名

山川  続

寺井 邦久

高木 壽和

浦嶋 和義

中尾 篤志

石橋 忠治

阪田 和則

喜種  博

(敬称略 )

岩永 聡輔

小川 七朗

浜田 七郎

浦嶋 大智

川道  寛

井立  尚

北浦  司

武内 浩一

田中 順市

稲尾 正志

上野平優紀

東  貴之

渡邊 康行

宅島 健一

写真26 石鍋"西彼民俗資料館所蔵
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