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I口 はじめに

最近の建築物は大変豪華になり,建物内外の

材料が贅沢になってきている。夕ヽ壁全体を岩石

で張 り巡らし,室内は大理石をふんだんに使っ

て美しく仕上げている。これらの石はほとんど

が外国産で日本には産しない種類や20億年前の

岩石など興味は尽きない。石というと宝石や花

と違って関心を引きにくく,見ているけれど記

憶に残らない傾向にある。理科離れと言うが地

学分野離れもひどいように思える。建築物に使

用されている岩石は,標本箱の屋外版として格

好の物ではないかと思う。長崎市内の建築物に

も多 くの種類の岩石が使用されている。中学高

校生向けの教材になればと思い一部の地域につ

いて調査 したので,こ れを元に建築用石材につ

いて報告する。

I口 石材としての岩石

石材として使用される岩石は,美 しく加工し

やすく長持ちする安価な石が良いが相反するこ

とでもある。また均質で数量が多いことも求め

られる。使用例が多いのは屋外には花こう岩類 ,

室内には石灰岩や大理石が多い。

主な岩石についてのべる。

花こう岩・閃緑岩

[御影石]と して各地に産し使用例が多い岩

石である。橋の親柱,鳥居,階段,通路,ビ
ルの夕ヽ壁等に使用されている。国内産は資源

保護のためか,産出量は少なくなってきてお
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り,その代わり韓国や特に中国からの輸入が

多 くなってきている。大規模に使用されてい

る場合はほぼ中国産である。

閃長岩

石材としては [御影石]と して扱われている。

成分としては石英が少なく花こう岩とは異な

る。赤,緑,青等派手な色をした岩石が多 く,

ノルウエー,フ インランド,ポルトガル等外

国産で占められている。花こう岩か閃長岩か

区別できない石も多いが,一般的には派手な

石は閃長岩として良いのではないかと思う。

斑れい岩

重厚な印象を与えるので,記念碑や夕1壁 に使

用されている。これも [御影石 (黒御影)]

として扱われている。アフリカ産が多い。

安山岩

石垣や階段に使用されている。鉄平石タイプ

の石は夕ヽ壁の一部や,路面に使用している。

最近はアルゼンチン等からの輸入品も多い。

玄武岩

柱状節理をした [肥前六方](佐世保市)が
記念碑やベンチとして使用されている。

流紋岩

酸化鉄のしま模様がある [天草陶石]が民家

の玄関回りに使用されている場合がある。

石灰岩

室内の床や壁に使用されている。石材として

は [大理石]と して扱われる場合が多い。化

石を含む場合が多 く,佐世保市では佐世保玉
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屋のエレベーター回の壁 (サ ンゴ),佐世保

シティホテルのロビー (ア ンモナイ ト),ハ

ウステンボスのパ レスハウステンボス前庭

(海百合・さんご),ホ テルヨーロッパのロ

ビー (ア ンモナイ ト),東彼杵町の歴史資料

館床のアンモナイ ト (ド イツ),長崎ブリッ

クホール入り回の柱の貝,海百合 (ス ペイン),

セントヒルホテルエレベーター日の矢石 (ド

イツ),浜屋入 り日の壁の貝 (ポ ル トガル)

などがある。ブリックホールのエントランス

の石灰岩,大理石は一見の価値がある。 (催

しものがない時 2階から見ることを勧める。)

砂岩

歩道の路面に使用される場合が多い。 [諫早

石](諫早市小川町)は有名である。インド

の砂岩は壁全体に使用される場合がある。

粘板岩・頁岩

壁に装飾用として小規模貼 り付けたり,石英

質の石は通路に使用する。

大理石

室内用の建材として多 く使われている。色 ,

模様が多種多様で見飽きしない。イタリア,

スペインなどの石が多い。屋外には不向きな

石であるが,平和公園には中国北京産の純白

の大理石像がある。

結晶片岩

緑色片岩は緑鉄平石と呼ぶ場合がある。記念

碑や家回りに装飾的に使用する場合が多い。

片麻岩

縞状構造をしている。装飾的に使用されるが,

長崎県立美術館の壁や通路にはブラジル産の

ザクロ石を含む石が贅沢に使用されている。

蛇紋岩

記念碑や壁に装飾的に使用される。雪の浦産

の使用例が多い。

人造石

一見すると本物と間違うような製品がある。

各種の鉱物を混合し溶融して作った大理石風

の [ネ オパリエ],大理石や蛇紋岩の小塊を

セメントで固め研磨 した [テ ラゾー]な どが

ある。全 くの偽物としてはセメントで砂岩ら

しくしたものや,印刷物 (ア ミュプラザの床)

等もある。

Ⅲ.岩石の名称

石材として商品名には,産地の名称を使用し

た [万成]・ [諫早石]・ [ラ ステンバーグ],岩

石の印象から付けた [ブルーパール]・ [マ ホガ

ニー],両者を併用 した [テ キサスピンク]等
がある。中国産は [G603]等 単純なものが多

い。名称は石材業者によって少し異なっている。

Ⅳ.調査方法

(1)関 ケ原石材,イ ナックス等発行の石材カタロ

グやHPを 参考にする。特徴のある岩石につい

ては判断しやすいが,自色系の花こう岩類は色

調が微妙で判断しにくい場合が多い。また磨き

方によって印象が異なる。

(2)施工した石材店に聞くのが早い。記念碑は施

工業者名が裏側に記載されている場合が多い。

ビルなどは設計会社に問い合わせて納入業者を

教えてもらい聞くことになる。ただし,岩石学

上の名称,地質時代等はわからない場合が多い。

(3)専 門書を活用する。石材に使われる岩石は
,

岩石図鑑にはほとんど載っていない。今のとこ

ろ唯一の参考書は鷹村燿著「建築学及び岩石学

から見た石材 と都市美」 (松永書店)があり,

名称・成分 0地質時代等の解説が詳しい。

V.主な岩石について

( )の数字は図 1における所在地番号である。

・[レ ッド・サンドストーン](砂岩)

インド・ラジヤスタン ジュラ紀 陸成堆積

物 白色系,緑色系があるが同質である。

(平和会館の壁面)(63)
・[ボテチーノ](石灰岩)

イタリア・ブレッシア 灰色の波線と5111mく

らいの楕円形の白斑が特徴で,室内の壁に使

用されている例が多い。新第三紀 (大村市の

国立長崎医療センターのロビー)(40)
・[稲田](黒雲母花こう岩)

茨城県笠間市稲田 古 くから使用されている

代表的な花こう岩。6500万年 岩相変化があ

る。(3, 33, 41, 46, 69)
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建築用 (外壁・床・

・[G306](普 通角閃石花こう岩)

中国 山東省 時代は中生代 と思われる。(大

村市の国立長崎医療センターの外壁)(34,

45, 61)
まんなり

・[万成](黒雲母花こう岩)

岡山県万成 日本の代表的な花こう岩 ピン

ク色のアルカリ長石が特徴 約8500万年 最

近は産出量が少ない。 (原 爆落下中心地の

「1945碑」の台座)

・[バルチックブラウン](ラ パキビ花こう岩)

フィンランド・ユレーマ マグマ起源の花こ

う岩とされている。大きな楕円形のアルカリ

長石の回りを石英や斜長石が取 り囲んでいる。

十数億年 ラパ :腐 った キビ :岩石 (ホ テ

ルシーボル ト,西洋館,絃洋会)(11,44,67)
・[G684](角 閃岩)

中国 福建省 全体的に黒いが特に黒い斑点

(角 閃石)が 目立つ。角閃岩は玄武岩や斑れ

い岩が変成作用を受けて出来たとされている。

この石の採掘現場の写真を見ると,見事な柱

状節理を示 している。 (ブ リックホールの前

庭敷石)

・[ベルフアースト](両輝石斑れい岩)

南アフリカ共和国・ベルファース ト 斑れい

岩の代表である。全体的に細粒であるが,黒
い輝石の結晶が目立つ。約20億年 (長崎県医

自雨者や会官) (3, 45, 69, 73)

・[ラ ステンバーグ](両輝石斑れい岩)

アフリカ共和国・ラステンバーグ 斑れい岩

の代表で使用例が多い。斜長石の結晶が目立

つ。約20億年 (三菱昭和寮)(12,30,66,70)
・[カ レドニア](バーゲビ閃石アルカリ石英閃

長岩)

カナダ・ケベ ック州 使用例が多い。始生代

～原生代 (JTB,ICNビル)(9,14,23,29)
結晶が これ より少 し大 きい岩石 を [ポ リク

ローム]と いい,検察庁の標柱に使用されて

いる。

・[サフアイアブラウン](閃長岩 )

インド 先カンブリア時代 青みを帯び,乳
白色の石英が特徴である。 (ス テーキハウス

おかの)(44)

道路)の石材について

・[シ ェニー トモンチーク](霞石閃長岩)

ポル トガル・モンチーク 白色針状の結晶

(長石)と灰色結晶 (霞石)が特徴 第三系

(サ ンパース住吉公園,出島朝日生命ビル)

・[ニ ューインベリアルレッド](閃長岩)

インド・イルカル 暗赤色の派手な岩石 28
億年(JR佐世保駅の構内)(5,32,48,64)

・[ブルーバール](透輝石アルカリ閃長岩)

(ラ ルビキ岩)

ノルウエー・ラルビク 青色をした特徴的な

岩石で菱形微斜長石 (月 長石)に よる閃光が

ある。二畳紀 少し暗色の石は [エ メラル ド

パール]と いい,同時代の石である。 (新和

楼)(24,39,58)
・[ベルデフォンティン](閃長岩)

南アフリカ共 全体が緑色をしており,大型

の粒状の長石結晶が目立つ。先カンブリア時

代 (興士会館,水辺の森公園)(8,25,31,
44,60,71)

・[マ ホガニー](フ ェロヘステング閃石石英

閃長岩)

北アメリカ・南ダコタ州 マホガニー色 17

億年 (野村証券)(28)
・[ビアンコ カラーラ](大理石)

イタリア・カラーラ イタリアは大理石の産

地として有名であるが,こ の石は大理石の代

表で,自地に薄くぼやけたすじ模様が特徴で

ある。ビアンコ :自  白亜紀末 (浦上天主堂 ,

田崎真珠)(53)
・[イ ンディアンジュバラナ](片麻岩)

インド 縞状構造をしている。先カンブリア

時代 (長崎浜屋の大丸側の入 り口,ラ ッキー

パチンコ店)(47,65)

参考文献

「地球素材」関ケ原石材

「建築学・・都市美」鷹村性

資料提供

横尾石材店

アイティーエックス社

日本設計九州支社

長崎市役所みどりの課
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34サ ンピエール [G306]
35。 松園りし 花こう岩類

36。 親和銀行 花こう岩

37.船舶用品 [アンゴラフラッ例  (アンゴラ)

38.東横イン [G562]
39.PS号  諄 ラルド/f―Jロ

40。 夢彩都  [ライトマホガL― ]

ILM幌 鶴 岩

41。 森谷リ レ 囲憂朗

42日 本生命 花こう岩

43。 M IG3811鵬
師 的

44.オフィス "ァ イノノノフウИ

νVけックフラウソ

[ベルデフォンティИ
45.特攻病院碑 [ベルフアース‖ [G306]
46.皇漢堂   鵬離ヨ]

47.水道局 [インディアンジュ|ヽ月  [G562]
48。 郵便局 に ューインペリア)ヽレッド]

49。 商工会館 [クイーンレッド](スウェつ
5Qイースト パリクロー劇 ゆ
51。 MSビル 花こう書類
52.朝日ビル [ベルフアースト][ラステソ■卜 例

図 1 長崎市役所周辺における使用例

口南■チーノ]

③
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原爆落下中心地碑

端 犠 繕

安曲岩

鍮 争 端

Ａ

Ｂ

Ｃ

(外壁・床・道路)の石材について

[ジンバブユ](ジンバブエ)

[鉄平石](1爾「疑 井FTl

[ベルファースト](南アプリカ共)

図版 X

平和祈念像

A 安山岩 鉄平石 (旧小長井町)

B 上に同じ

斑れい岩 [ベルファースト]

(南アフリカ共)

砂岩 [諫早石](諫早市小川町)

E 閃緑岩 [蓮江緑](中国)

平和の泉

A 花こう岩 [G664](中国)

B 安山岩  (旧西海町)

C 斑れい岩 [G612](中国)

D 砂岩 [諫早石](諫早市小川町)

E   ?

F 砂岩 [諫早石]
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山口 修弘 :建築用 (外壁 0床 0道路)の石材について

江山楼

A 大理石

図版 X

上 四海楼

福建省福州の花こう岩、

鍮 Ъし端

oは 大理石

左

膜 白亘 個朧 )

花こう岩Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

閃長岩 [シュニートモンチーク](ホ
゜
ルトカ

゛
鋤  [台湾自]

斑れい岩 [ラ ステンバー列 (南アプリカ共)

端

県立美術館

A ザクロ石片麻岩

[ジャロサンタ セシリア]

(ブラジノ→

■ ■ ●1. ■ ■■|■■|■ |

長崎プリックホール

A 石灰岩 [ロ ーザジロナ]

(スパイン)

員、海百合のイヒ石を多数含む

B 大理石 [ペルリーノホワイ ト]

(イ タF~/)

C 角閑岩 [G684]
(中国)

B FA5長岩

[～げ

スケールはlcm
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山口 修弘 :建築用 (外壁・床・道路)の石材について

ボテチーノ 稲銀

万成

レッドサンドストーン

G306 ノヤンチックブラウン

G68銀 持 レファー.ス ト テステンバーダ

-41-



山口 修弘 :建築用 (外壁・床・道路)の石材について 図版 畑

カンドニア サファイ
~/

シェニー トモンチーク

ニューインペリアルレッド ブルーパール ベルデ フォンティン

ゞホガニー ビアン凛 カラーラ
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