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要旨：群馬県南西部南牧村砥沢の砥沢岩体は，関東山地北部の秩父帯の堆積岩類を貫く鮮新世

のデイサイト質浅所貫入岩体で，熱水変質を受けて一部が良質な砥石鉱床となり，我が国有数

の砥石産地となってきた．砥沢岩体の熱水変質の実態を解明する目的で，化学組成やK-Ar年

代を求めた代表的変質岩につき，水簸により粘土鉱物を濃集して定方位試料を作成し，エチレ

ングリコールや塩酸による処理も加えて，X線粉末回折法により解析し，これまでの全岩X線

粉末回折結果を検証した．

砥沢岩体南部に産する砥石鉱床の主な粘土鉱物は，絹雲母・緑泥石およびカオリン鉱物であ

る．この絹雲母は，金の鉱化を伴う岩体北部の強変質帯に産する結晶度の高い絹雲母よりも結

晶度が低く，スメクタイトとの混合層鉱物であると判断される．それらの（001）面の反射は，

強変質帯の絹雲母が示す10.0Åより低角側の10.4－11.4Åにピークを持ち，幅も広くなっている．

ピーク位置が11.4Åに及ぶ一試料は，比較的多くのカオリン鉱物を伴い，Reichweite g＝１の

積層秩序をもつ絹雲母／スメクタイト混合層鉱物とみられる．この砥石鉱床を形成した熱水変

質は，CO2分圧が比較的高い条件下で進行したため，Caを含まない珪酸塩鉱物＋炭酸塩鉱物の

鉱物組み合わせをもつに至ったと考えられる．
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Clay minerals in the Tozawa pluton：
a preliminary study by X-ray powder diffraction method
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Abstract：Tozawa pluton in Nanmoku, southwestern Gunma is a Pliocene dacitic pluton which

was emplaced in a shallow level within the Mesozoic sedimentary sequences of the northern

Kanto Mountains.  The pluton was hydrothermally altered, and its fine-grained matrix with

phenocrysts replaced by clay and carbonate minerals was favorable for high-quality whetstone

(toishi) ; the southern part of the pluton was one of the most productive sites of toishi mining

in Japan until the middle 20 th century.

Representative specimens provided for chemical analysis or K-Ar dating in the previous

reports (Sato, 2002, 2006) were studied by X-ray powder diffraction method using clay-rich

fractions which were prepared by hydraulic elutriation.  Clay minerals within the altered rocks

near the toishi mine sites are sericite, chlorite and kaoline.  Sericite is actually

sericite/smectite mixed-layer mineral with broad peaks around 10.4-10.6Å or 11.4Å which were

shifted toward higher angles by ethylene-glycol treatment. These features are in contrast with

those of sericite of high-crystallinity in the northern part of the pluton where the hydrothermal

alteration was accompanied by Au mineralization and crystallization of pyrite.  Mineral
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はじめに

群馬県南西部の南牧村砥沢には，江戸幕府指定の砥石鉱

山として開発が進められた砥沢岩体がある（図１）．この

岩体は5-4Ma頃の前期鮮新世の火成活動で貫入したデイサ

イト質マグマが浅所で固結し熱水変質を受けたもので，岩

体南端部や衛星岩体が砥石として採掘される一方，岩体北

端部の変質帯では金（Au）も採掘されたことがある（佐

藤，2001，2002）．この火成活動は，南牧村の北部から下

仁田町の西部にかけて広く分布する本宿カルデラの活動の

一環として生じたものと思われるが，この地域の関連貫入

岩体との比較検討から，砥沢岩体ではマグマの貫入・固結

の過程におけるいくつかの好条件の重複が，良質な砥石鉱

床の形成につながったことが明らかになってきた（佐藤，

2006）．

砥沢における砥石の採掘は，江戸期だけでなく明治維新

後も盛んに行われ，1950年頃には日本でも最大級の生産

量を誇っていたという（地質調査所，1951）．合成砥石に

押されて天然砥石の生産が衰退していく中でも，砥沢では

1980年まで採掘が続けられた（佐藤，2005a）．しかし，

砥石は生活に密着した天然素材でありながら，岩石学的あ

るいは地質学的な対象として研究された例は皆無に近い．

砥沢岩体についても，筆者らによる報告以外に研究例はな

い（佐藤，2001，2002，2006；佐藤ほか，2003）．この岩

体の調査研究は，産業史跡の基礎資料を提供できるだけで

なく，関東山地北部の鮮新世火成活動史の実態解明にもつ

ながるので（佐藤，2004，2005b），少しずつではあるが

検討を続けてきた．

昨年は砥沢岩体の岩石組織や化学組成について予察的な

研究結果を報告したが（佐藤，2006），変質鉱物とくに粘

土鉱物の鉱物学的な検討は不十分であった．そこで今回は，

化学分析を行った岩石試料について，水簸により粘土鉱物

を濃集させた定方位試料を調整し，X線粉末回折による検

討を行った．これに合わせて，砥沢岩体北部から採取し

K-Ar年代を測定した試料（98N20，佐藤，2002）と最後ま

で砥石が採掘されていた衛星岩体の試料（Toishi-1，砥石

の製品）も検討対象に加えた．

assemblage of Ca-free silicate + carbonate of the tioshi and surrounding rocks suggest that the

hydrothermal alteration may have occurred in relatively high partial pressure of CO２.

Key Words：Tozawa pluton, whetstone (toishi), Nanmoku, hydrothermal alteration, X-ray

diffraction, sericite, chlorite, kaoline, smectite, mixed-layer mineral, clay

mineral, hydraulic elutriation.

図１　砥沢岩体の位置（佐藤，2005a）．
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砥沢岩体の概略

砥沢岩体は南牧村砥沢集落の南方に露出し，その南端

部や衛星岩体から良質な砥石を産する（図２）．岩体南端

部には江戸－明治期の露天掘り採掘跡が残り（「砥石採掘

跡Ａ」），その一部には坑内採掘跡と推定される坑口も認

められる．最後まで採掘が行われていたのは，図２の

「砥石採掘跡B」付近の小岩体であるが，現在はズリが散

在するだけで，岩体の詳しい産状は未解明である．今回

検討した試料の採取地点を図２に示した．

砥沢岩体は，秩父帯の堆積岩類を貫き，いくぶん南北

に延びた径１km程度の露出をなす．岩体西縁部には火道

角礫の可能性がある凝灰質角礫岩も認められ，デイサイ

ト質ポーフィリーとした主岩相中にも同質の岩脈が認め

られることがあり，この岩体は何回かの貫入活動ででき

た複合岩体とみられる（佐藤，2006）．熱水変質により砥

石となった砥沢岩体の主岩相は，おそらく火道を利用し

て上昇してきたデイサイト質マグマが浅所で急冷・固結

し，引き続いて変質を受けたものと解される（佐藤，

2006）．岩体北部の変質岩（絹雲母）につき5-4MaのK-Ar

年代が得られており，砥沢岩体は前期鮮新世の火成活動

で形成されたと考えられる（佐藤，2002）．砥沢岩体を特

徴付ける石英斑晶を欠く細粒な岩石組織は，砥石鉱床形

成の必須条件であり，熱水変質で斜長石や角閃石や磁鉄

鉱などの硬い斑晶鉱物が軟らかい粘土鉱物や炭酸塩鉱物

に交代されるという好条件が重なって，良質な砥石鉱床

ができたと考えられる（佐藤，2006）．

砥沢岩体の中でも熱水変質の様式は南部と北部では明

瞭に異なる．北部の南牧川河床付近では黄鉄鉱に富むが

炭酸塩鉱物を欠き，一部にAuの鉱化を伴う（佐藤，2001）．

黄鉄鉱を含むことが砥石としての適性を欠くため，この

付近の変質岩は砥石鉱床にはならなかったと考えられる

（佐藤，2005a，2006）．一方，砥石鉱床を産する南部では，

炭酸塩鉱物を含むが黄鉄鉱は極めて少ないか含まれず，

近傍に金鉱床は確認されていない（佐藤，2001，2002）．

北部では熱水変質が岩体周辺の秩父帯の堆積岩類にまで

及んでいるのに対して，南部では岩体に接する秩父帯の

岩石に明瞭な変質の証拠が見られず，このことも熱水活

動の温度やスタイルが南北で異なっていたことを示唆す

る．

図２　砥沢岩体の試料採取地点．佐藤（2006）を改変．
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試料の調整とX線回折

化学分析に用いた粉末試料から水簸により粘土鉱物を

濃集して定方位試料を作成し，X線回折に供した．今回新

たに検討した２試料（98N20，Toishi-1）も同様の方法で

調整した．この方法で，岩石中の主要鉱物である石英が

ほとんど全て除かれるなど（図４），きわめて良好な結果

が得られた．試料の調整法は以下の通りである．検討し

た岩石の特徴は既報（佐藤，2002，2006）に記載されて

いる（註１）．

１）３－５ｇの粉末を，脱イオン水を満たした２リットル

容量のビーカーに入れて撹拌・分散させて14－15時間放置

し，粘土分を懸濁させる．

２）ビーカーの上澄み液をサイフォンで450－500ml採取し

て遠心分離器で濃集し（2000回転／分，20分間），沈降管

底の濃縮液をピペットで薄片用スライドグラス上に滴下

して乾燥させ，無処理の定方位試料とした．この乾燥に

は，常温の室内に放置した状態で，１昼夜で十分であっ

た．

３）試料中の緑泥石を取り除く目的で，上記の２リット

ルビーカーに残った上澄み液を同様の方法で濃縮して塩

酸処理を行った．濃縮試料の50mlをナルゲン（プラスチ

ックの１種）製の沈降管に移して，等量の塩酸を加え

（濃度約６規定），95℃前後に保った湯煎上で30分間加熱

処理した．この試料を遠心分離器にかけて濃縮し（1000

回転／分，５分間），上澄み液を捨て，新たに脱イオン水

を加えて撹拌し再濃縮する作業を３－４回繰り返すことに

より，試料を洗浄した．最終的な濃縮試料をスライドグ

ラスに滴下し，乾燥させて定方位試料とした．

４）スメクタイトや混合層鉱物の検出を目的に，２）の

方法で作成した定方位試料にエチレングリコール液を３－

４滴垂らし，余剰の液を除いてから約15分間放置した後

でX線回折を行った．

５）１）の段階で分散不良と思われた試料は，再度撹拌

して４－５時間放置してから上澄みを採って遠心分離器に

かけた．以上のような処理によって得られた粘土鉱物の

粒度は，これまでの多くの研究から判断して（例えば，

須藤，1958），２μm以下と見積もられる．

X線回折には理学電気製の回折装置RINT2550V/PCを用

いた．測定条件については，Cu回転対陰極（40kV，

100mA）X線源を用い，ゴニオメーター（Niフィルターお

よびGraphiteモノクロメーターを装着）の走査速度は4.0

度／分（2θ）で，X線強度のサンプリング幅は0.02度であ

った．走査範囲は３－45度（2θ）で，塩酸およびエチレ

ングリコール処理を行った試料も機械的に同様の範囲を

走査した．全岩試料については，スライドガラスを掘り

込んだくぼみ（1.5×2cm，深さ0.5mm）に粉末を詰め，

別のスライドガラスを押しつけて平滑な試料面を整えた．

全岩の測定はこれまでの報告のため実施していたもので，

走査範囲が５－40度（2θ）である以外の測定条件は，今

回の鉱物分離試料と同様であった．

X線回折の結果

X線粉末回折の結果を図３と図４にまとめて示した．

１）全岩試料

今回検討した砥沢岩体の試料の全岩X線回折パターンは

以下の３種類に分類される．図３には代表例を示した．

Ⅰ）絹雲母による10Å付近の反射が強く明瞭なもの

（97N6b，98N20）．

Ⅱ）絹雲母による10Å付近の反射が不明瞭で，方解石の

回折線が認められるもの（02121801，02121805，

Toishi-1，02101406）．

Ⅲ）絹雲母を含まず，角閃石とともに緑泥石やスメクタ

イトの回折線が認められるもの（0 2 1 2 1 7 0 1 c，

02121704）．

Ⅰ群は砥沢岩体北部の比較的強変質を受けた部分から

採取したもので（図２），絹雲母の結晶度が高く炭酸塩鉱

物を含まないことから，年代測定に供された試料である

（佐藤，2002）．変質により斜長石はほとんど全て分解し

ており，これらの試料が主に石英と絹雲母からなること

がX線回折パターンに表れている（図３）．含まれる黄鉄

鉱は微少量で，主要３強線が微弱なピークとしてかすか

に認められる程度であった．

Ⅱ群は砥石採掘跡付近で採取されたもので（図２），Ⅰ

群とは明瞭に異なる複雑な回折パターンを示す（図３）．

これは絹雲母や緑泥石や炭酸塩鉱物といった変質鉱物に

加え，多数の回折線を示す斜長石が残存するためである．

Ⅱ群の中でも低角側の回折パターンは試料ごとに微妙に

異なる．これは粘土鉱物の特徴が試料ごとに異なるため

で，水簸試料の回折結果と合わせて後で記述する．

Ⅲ群は砥沢岩体中央部で見出された弱変質小岩体の試

料で，変質鉱物としては緑泥石またはスメクタイトが特

徴的であり，絹雲母は含まれない．安山岩02121704には

変質で生じた石英も含まれ，２つの試料は類似の鉱物組

み合わせをもつ．これらは鏡下では著しく異なる組織を

もつが（佐藤，2006），類似の全岩X線回折パターンを示

すので，ここでは便宜上一括した．

２）水簸試料

水簸によって得られた粘土鉱物の定方位試料と同一の

試料にエチレングルコール（EG）および塩酸（HCl）処

理を施した試料の回折結果を図４に示した．薬品処理を

施した試料の回折パターンは，見易くするため，３－20度

（2θ）の範囲だけを採用し，未処理の回折パターンの上

方にずらして表示した．20度以上の回折パターンは未処

理のものと同様である．
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Ⅰ）全岩試料でⅠ群とした２試料（97N6b，98N20）は

互いに良く似ており，ほとんど全て絹雲母からなる．Ⅱ

群の試料に含まれる緑泥石やカオリン鉱物は検出されな

かった．絹雲母の回折線は鋭く明瞭で，（001）面の反射

のd値は10.04Å（97N6b）と10.02Å（98N20）であった．

これらは薬品処理によっても顕著な変化を示さない（図

４a）．既に指摘したように（佐藤，2004，2006），この絹

雲母は結晶度が高く，白雲母（muscovite）に近い化学組

成と結晶構造をもつものと推定される．これら砥沢岩体

北部で金や黄鉄鉱を伴う熱水変質により形成された絹雲

母と比べ，次に述べる砥石鉱床の絹雲母の結晶度は低く，

混合層鉱物になっていると思われる．

Ⅱ）砥石鉱床周辺のⅡ群の４試料では，絹雲母の10Å付

近の反射の幅が広く，かついくぶん底角側にずれている

ことが，Ⅰ群の試料と明瞭に異なる（図４）．この反射は，

幅が広いだけでなく，形態も試料ごとに微妙に異なり，

図３　砥沢岩体の全岩試料のX線粉末回折図の代表例．
Qz：石英，Pl：斜長石，Ch：緑泥石，Sr：絹雲母，Ka：カオリナイト，Hb：角閃石，Py：
黄鉄鉱，Mt：磁鉄鉱，Sm：スメクタイト．Ⅰ，ⅡおよびⅢの分類は以下の通り（本文参照）．
Ⅰ）絹雲母による10Å付近の反射が強く明瞭なもの．この絹雲母は，2θ=25－30度の特徴的な

回折線などから，ポリタイプは2M1と判定される．
Ⅱ）絹雲母による10Å付近の反射が不明瞭で，方解石の回折線が認められるもの．このグルー
プの絹雲母（Sr＊）は，実際にはスメクタイトとの混合層鉱物．

Ⅲ）絹雲母を含まず，角閃石とともに緑泥石やスメクタイトの回折線が認められるもの．
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特に02101406では底角側へのずれが著しく，いくぶん非

対称な形状を示す（図４b）．EG処理の結果，02121801・

02121804およびToishi-1の３試料ではこのピークが高角側

にずれた単純なパターンを示すのに対して，02101406で

はピークが大きく２つに分かれ，高角側のピークはさら

に２つのピークからなる点でも特異である．これらの特

徴は，砥石鉱床周辺の変質岩中の絹雲母が，実際にはス

メクタイトとの混合層鉱物であり，スメクタイトの割合

あるいは積層構造が試料により異なるためとみられるの

で，考察の項で改めて検討する．

また，Ⅱ群の４試料については，02101406以外の３試

料で緑泥石が，02121805以外の３試料でカオリン鉱物が

検出され，全岩X線回折を基にした前報（佐藤，2006）の

粘土鉱物の同定が妥当であったことが確認された．試料

02121805には比較的多量の緑泥石が含まれ，その回折線

がカオリン鉱物の回折線と重複している可能性が考えら

れたので前報では同定を控えたが（佐藤，2006，表１），

今回の水簸試料の塩酸処理により，少なくともX線粉末回

折で検出できるほどのカオリン鉱物は含まれていないこ

とが確認された．試料02101406に比較的多くのカオリン

図４a 砥沢岩体の水簸試料の
Ｘ線粉末回折図．

薬品処理を施した試料の回折
強度が未処理試料の回折強度と
異なるのは，同一試料を別々の
スライドグラスにマウントした
ため，それぞれの試料濃度が同
一ではないことによる．Qz：
石英，Pl：斜長石，Ch：緑泥
石，Sr：絹雲母，Ka：カオリ
ナイト，Hb：角閃石，Sm：ス
メクタイト．EG：エチレング
リコール処理試料，HCl：塩酸
処理試料．試料番号の後に付け
たⅠおよびⅡの分類は図３と同
様．Ⅱ群の絹雲母（Sr*）は，
実際にはスメクタイトとの混合
層鉱物（本文参照）．
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鉱物が含まれることは，混合層鉱物のピークの形状が他

の試料と異なることと合わせて注目される．

Ⅲ）Ⅲ群の試料の粘土鉱物は，02121701cが緑泥石，

02121704はスメクタイトからなり，前報（佐藤，2006）

の同定結果が再確認された．後者のピークはEG処理によ

って低角側に明瞭にずれており，スメクタイトの特徴が

良く表れている．前者には斑晶鉱物の角閃石が認められ

るが，この試料は粘土分が少ないため静置時間を短くし

て懸濁物を多めに採取したので，緑泥石化した角閃石の

一部が紛れ込む結果になったものと思われる．

考　察

１）砥石鉱床周辺の混合層鉱物

絹雲母の10Å付近の反射は，02121801・02121805および

Toishi-1では10.4-10.6Åにピークがあるが，02101406では

ピークが11.4Åにあり，上述のように，かすかではあるが

高角側が緩やかな非対称な形状を示す（図４b）．EG処理

によって，前者は高角側の9.7-10.0Åにずれるが，後者は

３つのピークに分離する．

エチレングリコール処理を施した02101406の水簸試料

図４b 砥沢岩体の水簸試料の
Ｘ線粉末回折図．

測定条件および鉱物の略号は
図４aと同様．EG：エチレング
リコール処理試料，HCl：塩酸
処理試料．試料番号の後に付け
たⅡおよびⅢの分類は図３と同
様．Ⅱ群の絹雲母（Sr*）は，
実際にはスメクタイトとの混合
層鉱物（本文参照）．
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のX線回折結果を拡大したものを図５に示す．上記の３つ

のピークのうち，中央の9.93Åのピークは絹雲母，12.3Å付

近の幅の広いピークと右の9.28Åのピークは絹雲母／スメ

クタイトの混合層鉱物の回折線と考えられる．これら混

合層鉱物の２つのピークの角度の差をΔ2θ1，9.28Åと

5.13Åのピークの角度の差をΔ2θ2として，Δ2θ1とΔ2θ2の

値をWatanabe（1988）に当てはめると，この混合層鉱物

にはReichweite g＝１の秩序度でスメクタイトが約20％混

合していると見積もられる．一方，佐藤（1973）を基に

すると，この12.3Åの反射は，11.64Åと12.90Åの２つの回

折線が重なったものと見なすことができる．後者は9.28Å

のピークのg＝１の底角側の反射に対応し，スメクタイト

の割合は約30％と見積もられる（註２）．この場合，

11.64Åのピークはハロイサイトあるいは加水雲母の可能性

が考えられるが，今回の解析からは判定できなかった．

なお，02121801・02121805およびToishi-1の３試料では，

スメクタイトの割合が10％程度と低いため，EG処理した

ときに現れるべき低角側の反射が図４には現れていない

ものと考えられる．

２）砥石鉱床周辺のカオリン鉱物

カオリン鉱物は，金属鉱床や地熱地帯の熱水変質帯に

産し，しばしば黄鉄鉱や明礬石を伴い，酸性変質の指示

鉱物とされることが多い（例えば，Utada，1980）．とこ

ろが，砥沢岩体の砥石鉱床周辺の変質岩中には，少量な

がらカオリン鉱物が含まれ，炭酸塩鉱物と共存する．こ

の共存関係は酸性変質岩には見られない特徴である．砥

石鉱床を形成した変質作用は，典型的な酸性変質作用と

は異なり，酸性－アルカリ性の中間的な条件下で進行し

たのであろう．

H2O-CO2系流体と共存するCa珪酸塩鉱物の安定関係に

関するSeki and Liou（1981）の研究を参照すると（註３），

砥沢の砥石鉱床を形成した熱水変質作用はCO2の分圧が比

較的高い条件下で進行したため，Caを含まない珪酸塩鉱

物＋炭酸塩鉱物の組み合わせが安定になったものと考え

られる．地熱変質帯や低変成度の変成岩にしばしば産す

るCa珪酸塩鉱物である沸石が見られないのは，このため

であろう．

また，この砥石鉱床の変質岩は，斜長石斑晶が絹雲母

と炭酸塩鉱物によって交代される組織で特徴付けられる．

CO2の分圧が比較的高い条件下で反応が進行すると，斜長

石（CaAl2Si2O8-NaAlSi3O8-KAlSi3O8）中のCaO成分はCO2

と結合して炭酸塩鉱物（CaCO3）に移行し，Al2O3やSiO2

成分は斑晶内外のK2O成分やH2Oと結合して絹雲母（KAl2

（Si3AlO10）（OH）2）を形成するのであろう．変質過程にお

ける物質収支の詳細は今後の検討課題であるが，全岩化

学組成のデータと合わせ考えても（佐藤，2006），H2Oと

CO2以外の成分の大規模な出入りは考えにくい．

図５　エチレングリコール処理を施した02101406の水簸試料のX線回折結果の拡大図．
Sr/Sm：絹雲母／スメクタイト混合層鉱物，Sr：絹雲母，Ka：カオリナイト．
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３）砥沢岩体の熱水変質に見られる南北の違い

これまでも指摘してきたように（佐藤，2002，2006），

砥石鉱床付近の砥沢岩体南部と，金の鉱化を伴う砥沢岩

体北部では，変質帯の広がりや変質鉱物の特徴が明瞭に

異なる．南部では一般的な炭酸塩鉱物が北部では見られ

ないのに対して，南部ではきわめて稀な黄鉄鉱が北部で

は広く認められる．今回報告したように，主要変質鉱物

である絹雲母の性格も南北で異なる．このような南北の

差異は，熱水変質の物理化学的条件の違いを反映してお

り，おそらく北側がより高温だったのであろう．砥沢岩

体では変質作用の温度を推定する具体的なデータは得ら

れていないが，浅熱水性鉱床や活地熱系との比較から何

らかの手がかりが得られると期待される．例えば，浅熱

水性鉱床の変質鉱物の組み合わせと鉱脈の流体包有物の

研究を参照すると，砥沢岩体と似た粘土鉱物の組み合わ

せが150－250℃程度の温度でできたと判断される例がある

（例えば，Izawa et al., 1990；茨城・鈴木，1990）．砥沢岩

体の変質もこれと類似の温度条件下で起こっていたとし

ても不思議ではない．熱水変質の物理化学的条件の詳細

については今後の研究に待たなければならないが，ここ

では砥沢岩体の熱水変質のスタイルが南北で異なる地質

学的な背景について，考えられる可能性を指摘しておき

たい．

もし，熱水変質の熱源が砥沢岩体自身にあり，岩体が

垂直な円柱状形態をもつとすれば，南北で変質のスタイ

ルが異なる理由の説明は難しい．砥沢岩体に貫かれる秩

父帯のジュラ系は，全体としてNW-SE系の走行でNE方向

に傾斜する構造を持ち，南北いずれも主に泥岩とチャー

トからなり，南北で顕著な違いがあるわけではない．し

たがって，南北で異なる熱水変質の原因を野外観察で見

られる貫入母岩に求めることも困難である．一方，岩体

北部の南牧川の河床では，変質が秩父帯の堆積岩類にま

で及び，その変質帯が下流側に広がっていることが注目

される．その先の蝉の渓谷東側の赤岩には，小規模なが

らホルンフェルスを伴う石英閃緑岩体が露出する（図２）．

砥沢岩体は，現在の露出面では垂直に近い貫入境界をも

つのかもしれないが（佐藤，2006），深部では北東方向に

広がっている可能性も考えられる（佐藤，2002）．図２に

は示してないが，赤岩南方の大水沢にアンチモン（Sb）

の鉱化を伴う小岩体が露出するという事実もこの推定と

調和的である（佐藤ほか，2003）．このような貫入岩体の

地下構造が熱水変質の空間分布を規定した可能性は充分

考えられる．ただし，砥沢岩体の変質が南北で同時に進

行したのかどうかは，厳密には不明である．砥沢岩体北

部の変質は，いくぶん遅れて貫入してきた石英閃緑岩体

に起因するというような場合も否定しきれない．

まとめ

砥沢岩体の化学組成やK-Ar年代を求めた代表的熱水変

質岩につき，水簸により濃集した粘土鉱物の定方位試料

を作成し，X線粉末回折法により解析した．その結果，こ

れまでの全岩X線粉末解析による鉱物同定が妥当なもので

あったことが確認された．砥石鉱床の主要変質鉱物であ

る絹雲母は，スメクタイトとの混合層鉱物であり，（001）

面の反射が岩体北部の強変質帯に産する結晶度の高い絹

雲母の示す10.02－10.04Åよりも幾分低角側にずれ，10.4－

10.6Åにピークをもち，幅も広くなっている．これらは，

スメクタイトの割合が約10％と見積もられた．ピーク位

置が 1 1 . 4 Åに及ぶ一試料は，カオリン鉱物に富み，

Reichweite g＝１の積層秩序でスメクタイトを20－30％含

む絹雲母／スメクタイト混合層鉱物であることがわかっ

た．砥沢岩体の砥石鉱床を形成した熱水変質は，CO2分圧

が比較的高く中性に近い条件下で進行したため，Caを含

まない珪酸塩鉱物＋炭酸塩鉱物の鉱物組み合わせをもつ

に至ったと考えられる．
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〈註〉
註１）これまでの報告でToishi-1は記載していないが，この試料の鏡

下の組織や帯磁率は試料02121801に酷似する．

註２）混合層鉱物のX線の回折角度は，２相の混合比と積層の秩序性

により変化する．Reichweite g（整数）は積層構造の秩序度を示

し，g＝０では無秩序，g≧１では規則性をもつ．ここでは，

02101406の混合層鉱物はg＝１と判定した．もしg＝０であれば

14.2Åの反射が認められるはずであるが，そのようなピークは認

められない．

註３）Seki and Liou（1981）は，沸石の安定関係を規定する反応とし

て，例えばワイラケ沸石について次の反応を提示している．

Wairakite（CaAl2Si4O12･2H2O）＋CO2＝Kaolinite（Al2Si2O5(OH)4)）＋

2Quartz（SiO2）＋Calcite（CaCO3）＋2H2O
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