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群馬県石津地熱ボーリングコアからの硫バナジン銅鉱の産出
吉川和男１・大場孝信２・小林まさ代３
１

〒371-0037 前橋市上小出町3-43-1
（k-yoshi@gunma-u.ac.jp）

２

〒330-0844 さいたま市大宮区下町3-7-1-S1414

３

埼玉県立自然の博物館：〒369-1305 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1417-1

要旨：群馬県嬬恋村石津の石津硫黄鉱山跡で実施された地熱ボーリング(55GT-1) のコア中より稀産鉱物の
硫バナジン銅鉱sulvaniteを見出した．硫バナジン銅鉱は深度1231.4m地点(孔内温度213℃ )の変質安山岩に
貫入した2 ～ 4mm厚の硬石膏細脈中にアラバンド鉱，石英，ウルツ鉱，黄鉄鉱に伴い，径0.1mm以下の六
面体自形結晶として産出する．本細脈中には他の銅鉱物は確認されない．本産地の硫バナジン銅鉱はやや
褐色味を帯びた真鍮黄色を呈し，反射顕微鏡下では黄色味を帯びた灰白色で光学的等方体であり，反射多
色性および内部反射は認められない．結晶には表面およびへき開面に沿った融食が見られる．本試料の粉
末X線回折データはJCPDSカード11-104(sulvanite)と一致し、その格子定数は5.3914±0.0005Åである．ま
たX線マイクロアナライザーによる化学分析では本試料は，Cu，V，Sを主成分としAsをほとんど含まな
い鉱物であり，部分的融食のため必ずしも良好な研磨状態ではなかったが，Cu：V≒3：1であり、その組
成はCu3.31V1.12S4.00またはCu2.97V1.00S3.59と計算された．
キーワード：硫バナジン銅鉱，Sulvanite，硬石膏，地熱ボーリング，草津白根，石津

Sulvanite from the geothermal drill core, Ishizu,
Tsumagoi, Gunma, Japan
１

2

3

YOSHIKAWA Kazuo, OBA Takanobu , and KOBAYASHI Masayo

3-43-1 Kamikoidemachi, Maebashi, 371-0037, Japan
(k-yoshi@gunma-u.ac.jp)
2
3-7-1-S1414 Shimocho, Oomiya-ku, Saitamashi, Saitama 330-0844, Japan
3
Saitama Museum of Natural History: Nagatoro, Saitama 369-1305, Japan
1

Abstract： Sulvanite was found from the drill core (55GT-1) at the geothermal area of Mt.Kusatsu-Shirane,
Tsumagoi, Gunma Prefecture, Japan. It occurs in the anhydrite veinlet at 1231.4m in depth, where the temperature
was about 213℃ . The anhydrite veinlet is 2~4mm in thickness and penetrates in the altered andesite. The veinlet
consists of mainly anhydrite with a small amount of alabandite, quartz, and pyrite,and a trace amount of wurtzite. No
Cu-bearing mineral except sulvanite has been observed so far.
We found two tiny(0.1mm) cubic sulvanites in the anhydrite veinlet. Sulvanite is brassy gold with brownish tint
in color. The surface of the crystal appears to be corroded in some degree. It shows optically isotropic and grayish
white with yellowish tint under the reflected light. Reflection pleochroism and internal reflection could not be
detected. The crystal is also partly corroded along the cleavage.
The X-ray diffraction powder pattern by means of Gandolﬁ camera(r=28.7mm) is the same as that of JCPDS card
11-104. The unit-cell constant of the sample of sulvanite is 5.3914 ± 0.0005 Å .The chemical analysis by means
of X-ray microanalyzer shows that the sample mainly consists of Cu,V and S, and it contains almost no As. The
chemical formula is calculated as Cu3.31V1.12S4.00 or Cu2.97V1.00S3.59.
Key words: Sulvanite，Anhydrite，Geothermal drilling，Kusatsu-shirane，Ishizu

はじめに

ると，1900 年に South Australia，Burra-Burra 地方の Edelweiss
Mine で初めて発見された鉱物である (Goyder,1900)．産出

硫 バ ナ ジ ン 銅 鉱（sulvanite，Cu3VS4） は「A manual of

の稀な鉱物であり，国内では黒鉱鉱床である秋田県小坂鉱

new mineral names 1892-1978」
(Embrey and Fuller，
1980) に よ

山で最初に発見された ( 佐藤ほか，1970)．これまでのと
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ころ黒鉱鉱床以外からの産出報告は見あたらない．小坂鉱

から得られたものである ( 図 1)．本地域における調査井の

山の硫バナジン銅鉱は通常微小鉱物として産出するため，

詳細は倉沢 (1993) により報告されている．それによれば，

反射顕微鏡による光学特性の観察と X 線マイクロアナラ

55GT-1 は深度 1284m まで掘削されたが，深度 1216m より

イザーによる化学分析結果とで鉱物同定がなされ，Ｘ線回

逸泥が始まり，高温の地熱流体の噴出が認められるように

折法による検討は行われていない．

なった．1284m 地点で硫黄の突出が始まり，掘り止めと

群馬県企業局によって 1981 年に群馬県嬬恋村の石津硫

なった．本研究試料の採取深度は 1231.4m 付近である．こ

黄鉱山跡で実施された地熱調査ボーリング (55GT-1) のコ

の付近は逸泥層にあたり，開口 20mm で傾斜 65°の割れ目

アを再検討したところ，コアの一部に径 0.1mm ほどの大

が確認されている．この部分の採取コアの磨剥 pH はアル

きさの未知鉱物を 2 粒見出した．顕微鏡観察・X 線回折法

カリ性を示し，送水停止 26 時間後の孔内温度は 1212.83m

による検討・化学分析により，それが硫バナジン銅鉱であ

で 229.6 ℃，1232.83m で 212.1 ℃，1237.83 ｍ で 206.5 ℃，

ることがわかり，それらの観察・分析結果について報告する．

1262.83m で 255.3℃であった．1213m ～ 1238m 間の温度
勾配は⊖92.4℃／ 100m で，逸泥区間における温度低下が確

研究試料の産状および研究方法

認されている．1237.83m 地点での 206.5℃は最低温度であ
り，それ以深では再び急激な温度上昇（195.2℃／ 100m）

研究試料の産状：本研究試料は群馬県嬬恋村石津の石津

が起こっている．硫バナジン銅鉱を含むコア試料は深度

硫黄鉱山跡における群馬県企業局による地熱調査井のう

1231.4m からのもので，直径 60mm 長さ 110mm の円柱コ

ち 1981 年に掘削された 55GT-1 のボーリングコアの一部

アが約 80°
の傾斜で貫入した硬石膏脈に沿って破断された

図１．石津地熱ボーリング位置図．
（国土地理院発行二万五千分の一地形図「上野草津」より）
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の単結晶試料をガンドルフィカメラ (Gandolfi camera，

ものである ( 図 2A)．
硬石膏脈の厚さは 2 ～ 4mm 程度であり，脈中にはこれ

r = 28.7mm) に設置して測定した．回折角の補正のための

までに石英，暗褐色のアラバンド鉱，淡橙褐色のウルツ鉱，

内部標準物質は用いず，フィルムの収縮等に起因する補正

黄鉄鉱および微量のハウエル鉱様微小鉱物が確認されて

のみを行った．各回折線の強度測定にはミクロデンシト

いる ( 吉川・大場，2008)．硫バナジン銅鉱はこの硬石膏

メーター (Konica PDS-11) を用いた．格子定数の計算には

脈中に径 0.1mm 程度の六面体結晶として 2 粒認められた．

20 本の回折線を用いて三浦 (2003) による格子定数計算プ

この部分の母岩は古期火砕岩下部層に属する変質安山岩で

ログラム CellCalc を用いた．

ある．偏光顕微鏡観察および粉末 X 線回折法による検討

研究試料の化学分析にはエネルギー分散型 X 線マイク

から，この変質安山岩では有色鉱物が変質しているのに対

ロアナライザー（Link Isis 300）を用いた．鉱物粒内の三

し，斜長石には比較的新鮮なものも見られること，および

点にて定性分析を行った後，Cu，V，S および As の定量

緑泥石，絹雲母，石英，黄鉄鉱の形成が確認された．磁鉄

分析を試みた．定量分析には FeS2，V，Cu および InAs を

鉱と思われる鉱物は Fe の溶脱を被り，チタン鉄鉱の離溶

標準物質とした．

組織の痕跡が残存している．
研究方法：研究試料は双眼実体顕微鏡による外観観察を行
い，確認された 2 粒のうち 1 粒を分離し，X 線回折法によ

研究試料の観察および分析結果

る鉱物種の同定と格子定数の測定を行った．その後，同一

外観的特徴 : 双眼実体顕微鏡下では金色味を帯びた銀鋼色

試料をポリエステル系樹脂のペレットに開けた小孔に瞬間

を呈し，金属光沢を示す．結晶表面はやや融食された様相

接着剤 ( シアノアクリレート系接着剤）で固定した後，研

を呈する ( 図 2B)．反射顕微鏡下では黄色味を帯びた灰白

磨片を作製し，反射顕微鏡観察および X 線マイクロアナ

色を示し，光学的等方性で，反射多色性および内部反射は

ライザーによる化学分析用試料とした．

認められず，へき開面に沿って融食が進行している ( 図２

鉱物種の同定および格子定数計算のための粉末 X 線回

C)．融食のためか必ずしも十分に良好な研磨片が作製でき

折パターンの測定は，FeKα線 (Mn フィルターで単色化 )

なかったが，観察の範囲では包有鉱物等は観察できなかっ

および単色化されていない CuK 線を用い，分離した 1 粒

た．また，二次的な変質鉱物の形成も認められない．さら

図２．石津産硫バナジン銅鉱の産状．
< Ａ >55GT-1 の 1231.4m 部の硬石膏脈（Anh= 硬石膏，Ala= アラバンド鉱）;
< Ｂ > 硫バナジン銅鉱 (Sul) の産状 ( スケールは 0.1mm);
< Ｃ > 硫バナジン銅鉱の反射顕微鏡写真 ( スケールは 0.05mm)．
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表１．石津産硫バナジン銅鉱の粉末 X 線回折データ．

に本硬石膏脈中には本鉱物以外の銅鉱物やバナジウム鉱物

または Cu2.97V1.00As0.00S3.59 である．

は確認されていない．
X 線回折法による測定結果：本試料の粉末 X 線回折デー
タ を JCPDS カ ー ド〈11 ‐ 104：sulvanite〉 お よ び〈12 ‐
646：arsenosulvanite（砒サルバン鉱）〉の回折データと共

石津産「硫バナジン銅鉱」の特徴について
硫バナジン銅鉱は 1900 年に発見された鉱物であるが，

に表１に示す．これより本試料は硫バナジン銅鉱と判断さ

国内では 1970 年に黒鉱鉱床である秋田県小坂鉱山から

れる．〈11 ‐ 104〉を参考に回折線の指数付けを行い，こ

初 め て 発 見 さ れ た ( 佐 藤 ほ か，1970)． ま た， 関 連 系 列

れより求めた格子定数は 5.3914 ± 0.0005Åであった．表

鉱物で硫バナジン銅鉱と固溶体を形成する砒サルバン鉱

１には各回折線の測定値 (dobs) および格子定数より計算

Arsenosulvanite が，鉱脈鉱床である秋田県尾去沢鉱山から

される計算値 (dcalc) も示した．両者にはよい一致が見ら

産出している ( 田口・木沢，1973) が，その後の他産地か

れる．なお試料の粉末 X 線回折データには〈11 ‐ 104〉

らの報告はなく，いずれも稀少鉱物である．小坂鉱山産の

にない微弱な回折線が 4 本 (d=1.544Å，1.078Å，1.085Å，

硫バナジン銅鉱の産状は佐藤ほか (1970)，Shimazaki (1974)，

0.9751Å ) 見られた ( 表 1)．

Matsukuma et al.(1974)， Matsukuma (1989) により報告され

化学分析結果：本試料１固体中の 3 点において定性分析を

ている．これらの研究ではいずれも硫バナジン銅鉱が微細

行った．その結果，本鉱物は Cu，V，S を主成分とする鉱

なため、反射顕微鏡による光学的性質および X 線マイク

物であり，一分析点においてのみ Si，As，W に対応する

ロアナライザーによる化学分析のみで，X 線回折法による

可能性がある微弱な特性 X 線を検出した．次いで，Cu，V，

検討はなされていない．

S および As の定量分析を行った．3 分析点における Cu，

硫バナジン銅鉱の産状および鉱物学的特徴は Palache

V，As，S の 分 析 値 (wt%) は (Cu51.79，V13.98，As0.08，

et al.(1944)，Uytenbogaardt and Burke

S29.83)，(Cu51.77，V13.83，As0.00，S31.93)，(Cu51.13，

al.(1974)，Ramdohr(1980)，Picot and Johan(1982)，Anthony

V14.00，As0.00，S32.63) で あ り，3 分 析 点 の 平 均 値 は

et al.(1990)，Gaines et al.(1997) にまとめられている．これ

(Cu51.56，V13.94，As0.03，S31.46， 計 96.99wt%) で あ っ

らによれば硫バナジン銅鉱は一般に熱水性鉱脈鉱床や黒鉱

た． こ れ よ り S=4.00 と し て 求 め た 構 造 式 は そ れ ぞ れ，

鉱床から産出するとされる．また，これらで述べられてい

Cu3.50V1.18As0.00S4.00，Cu3.27V1.09As0.00S4.00，Cu3.16V1.08As0.00S4.00

る硫バナジン銅鉱の鉱物学的特徴と本産地のものとを比較

となり，Cu，V が過剰となった．また，仮に V=1.00 とす

すると，石津産の硫バナジン銅鉱は，結晶表面およびへき

る と， そ れ ぞ れ，Cu2.97V1.00As0.00S3.39，Cu3.00V1.00As0.00S3.67，

開に沿って融食構造が見られることを除き，その外観的特

Cu2.93V1.00As0.00S3.70 と計算され，S 不足となる．しかし，い

徴および反射偏光顕微鏡下での特徴は従来報告のものと同

ずれの場合も Cu：V ≒ 3：1 となり，硫バナジン銅鉱端成

じである．

分の比率を示す．なお，3 点の平均は Cu3.31V1.12As0.00S4.00，

(1971)，Roberts et

硫バナジン銅鉱の結晶構造は de Jong(1928)，Pauling and
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Hultgren (1933)，Lundquist and Westgren (1936) によって研究

た，福島県奥会津での地熱ボーリングコア内の細脈中や地

され，格子定数値としてそれぞれ 10.772Å，5.386Å，5.390

熱井のスケール中に黄銅鉱，四面銅鉱，砒四面銅鉱が報告

Åが報告された．その後，
Trojer (1966) は Mercur (Utah,USA)

されている ( 今井ほか，1988)．新田ほか (1991) も同じ奥

産 の 硫 バ ナ ジ ン 銅 鉱 の 精 密 構 造 解 析 を 行 い，5.3914 ±

会津の地熱生産井の噴出試験設備各部位に沈殿した褐色緻

0.0007Åを報告した．本産地のものの格子定数は 5.3914 ±

密スケールを研究し，そのスケールが Au，Ag，Cu，Pb，

0.0005Åであり，Trojer (1966) と同じ値を有する．硫バナ

Zn，Sb，S を含有することおよび四面銅鉱，黄銅鉱などの

ジン銅鉱は砒サルバン鉱 Cu3(As,V)S4 と固溶体を形成する．

銅鉱物の存在を報告している．これらの報告ではいずれも

この際，砒サルバン鉱の格子定数が 5.271Å (JCPDS 25-

V については全く言及されていない．従って，従来の報告

265) であることから判断すると，As の増加につれて格子

による火山活動に伴う Cu，V の存在および地熱地帯にお

定数の値が小さくなると考えられる．本産地のものはその

ける銅鉱物の存在に加え，本報告による硫バナジン銅鉱の

格子定数からほぼ端成分の化学組成を持ち，As をほとん

発見は Cu，V の地球化学的挙動の理解に大変重要と考え

ど含有しないことが予想される．このことは X 線マイク

る．今後この視点から火山地帯および地熱地帯における微

ロアナライザーによる分析結果と一致する．

小微量鉱物を含めた鉱物学的情報の蓄積が望まれる．

本試料の X 線マイクロアナライザーによる分析結果
から求められる構造式では S=4.00 に対し Cu，V が過剰

謝

となる．また，V=1.00 とすると S が不足となるが，Cu

辞

と V の比率は 3 分析点ともほぼ 3：1 となり理想化学式

本研究は故木崎喜雄群馬大学名誉教授から本ボーリング

と一致する．本試料が部分的に融食を受けていることと

コアの存在とその研究の重要性を指摘されたことに始ま

研磨精度がやや低いことが S の分析値に影響を及ぼした

る．倉沢辰巳氏 ( 元群馬県企業局参与 ) にはボーリングコ

可 能 性 が あ る が， 従 来 報 告 の 分 析 値 に も S=4.00に対し

アの観察と研究用試資料提供の便をはかっていただいた．

Cu2.80V0.87S4.00(Shimazaki,1974) や Cu3.11V1.03S4.00(Matsukuma et

これらの方々に厚くお礼を申し上げる．なお，本研究の化

al.,1974) など Cu や V が不足のものや過剰なものが見られ

学分析は上越教育大学に設置された X 線マイクロアナラ

る．しかしこれらの分析値においても Cu：V はほぼ 3：1

イザーを用いた．

である．本産地のものの 3 分析点の平均値は Cu3.31V1.12As0.00S4.00
または Cu2.97V1.00As0.00S3.59 となり，将来 S の再分析が望まれ
るが，概ね硫バナジン銅鉱の化学組成を示すと判断される．
石津産の硫バナジン銅鉱の産状の特徴として，本鉱物が
見出された硬石膏脈中にそれ以外の銅鉱物やバナジウム鉱
物が確認されないこと，および本鉱物は部分的に融食を受
けているが，二次的な変質鉱物の形成がみられないことな
どがあげられる．一般に，地熱ボーリングコアからは従
来稀産鉱物とされていた鉱物がしばしば見出される．本地
域でも 55GT-2( 図 2) のコア中からのユガワラ沸石および
ワイラケ沸石 ( 吉川・大場，1995)，55GT-1 のコア中から
のアラバンド鉱およびウルツ鉱 ( 吉川・大場，2008) が報
告されている．これらは地熱地帯が地温勾配の点で特殊な
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