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島根縣鰐淵鉱幽別既坑石膏鉱体中に於ける黄鉄鉱の晶相変化に関する研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、欝
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0h翫e　V蹴i寵ion、嫉Crys旛互H曲慧oず
　　　Pyr董tei丑“：Bes曲o”Gy翻既m

　　　　De勲osits，・W鍛i舳ti醗聡，

　　　　　　S血ima蟄ePr㊧艶e舘re．

　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　Ichir6Sμnagawa』

　　L）　As　a　part　of　my　study　on’the　v段r圭a・

tion　of　crysta1血abit　of　minera三s　in　ore　de、

posits，I　maide　some　obser▽ations　on　pyrite

cryst段ls　inBesshogypsum　deposits，Wanibuti
Mine．『

　2．）1Bess1】o　deposit　is　a　replacement　one

w五ich　shαpes　like　a、sweet・potato（about240

×60×50m．）』Ore　minerals　are　alabaster　and

丘brous　gypsum　crysね11ized　in　clay，wh量ch

are　macroSc⑩ic毯1紮y　deVided　into　t血ree　typeS：

brown　and　no　greasy　feeling，green，and．
greasy　feeling，and　yellowish　white．Th6se
diff（⇒rences　of　clay　see血due　to　the（iifferences

of　their　original　rocks．The　dist孟bution　of

them　is　shown至n　Fig．5．

　3．）　Pyrite・cryst我11izes　mainly　iゑclay　an（i

raτely　in　gypsum．丁血e　cryst段1s　are　sm＆11
but　perfect，and　their　h皐bits註re　ma量nly　pen・

tagona1－do（1ecahedr我1and　l　cubic　and　rε瓦rely

octahedra1．Predominant　f我ces　recogn呈zeδ
by　two・circle　gonio『α二eter　are：

　a（100）e（210）δ（430）λ（11．9．0）γ（650）σ（760）

　d（110）oα11）n（21：D

＆nd　besi（ie　t1、em　following　vicinal丞aces　are

determinOd，
歌740）（970）D（540）π（870）（10．α0）五（11．10．0）

Rem：arks　of　these｛aces　are＆1ways暮ooδ，＆Pd

the茸r　gGniometric　data　a，re『hste（1　in　Ta．ble　玉．

Typica，i　h段bits　in　Bess覧o　deposits　a1・e　s亘own

玉n　Fi宮．2．

　4。）　Pentago且aトdodec揖he（玉ra1　至ac母s　h＆ve

aninterestingmorPhologi6alproblem．互n、
generalc緕SeSβspeci母lyinVe至n卿edepoSits，
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these　f段ces　consist　of　only　e（210）　face，but

inthepresentcasetLeyar6・fc・mp・sit6
ty口e　wi£h　two　or・three　f＆ces　such　as　e（210），

（650），d（110）and　oψers．T！iis　composite　type

has　been　fo血d　also　in－pyrite　from　some

other　replacement　deposits　such　as　Hanaoka

mine・（typica1δepositofso・called加グo粥o％o
ore），and　seems　to　be　chす士acteristic　of　pyrite

in　m訊ssive　replacenlent　deposits．

　　5．）　1マyri㌻e　crystals　change　their　habits　as

their　s孝ze　gets　larger，aηd　the　sep“ence　of

c五apge至sre鍾u13rinmost・cases．Iwillshow
two　typical　examples　of　t｝1e血from　Bessho

deposiち

Example1　　　　　・．
　・In　yellowish　white　clay，assosiated　wlth

s與all　crystals　of　zincb五ende　ch＆1copyrite　and

galena．

　　Cryst＆1蟄abiト

　　　Type1－cubic，a（100）is　large，e（210）is

　　　　　　　　　　smallandrare。

　　　　　　　　　、（Fig．2－1，2－3）

　　　Type2－cubo－penta，gonal，　a（100）　and

　　　　　　　　　・e（210）aτeequallydeveloped，

　　　　　　　　　　（Fig．2・5）

　　　Type3rpentagona1・dodecahedra1，1＆rge
　　　　　　　　　　，e（210）a鱒sma玉1a（100）．

　　　　　　　　　　（Fig。2・6）　　　“　　　　婚

Sifting　cryst翫1s　into丘ve　groups　from16　to

150　1nesh，and　numb◎f至ng　the　frequency　of

apPearence　of　each　habit　for　each　mesh段nd・

蝕ding　its　percentage，we6btain　Table2and

、F圭9．3・They’show　that　Type　l　decre銭ses

as　the　size　gets玉arger翫nd　Type3vice　vers翫，

and　Type21s’血idway　between　them．That
is，crystal　hab玉ts　of－pyrite・c飴nge　from　cubic

to　pentagon＆1一（io（ieOahe（ira玉as　t擬e　size　gets

Iarger．

Example2』
　亙nyε1玉owi曲wkitec亙縛，w紬noot五erore

F
m

i葺erals．・

　　　Typd－cubic，dominant　a（iOO）加ith
　　　　　　　　　sm寂11e（210），o（111）f我ces．

　　　　　　　　　　（Fig．2－1，2－2）
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　　　Type2－cubo・octa．hedra．1，　a（100）　and

　　　　　　　　　　　o（111）are　equally　developed・

　　　　　　　　　　　（Fig．2－10）

　　　Type3－octahedr＆1，0（111）d，ominantρnd．

　　　　　　　　　　　a1吻yswithmiddlea（100）and

　　　　　　　　　　　smalle（210），（650），d（110）faces．

　　　　　　　　　　　（Fig．2－11，2－12）

　　We　obtainT歌ble3andFig．4．Inthis　case，
lhabit　variation　is　from　cubic　to　octahedr＆1．

　　These　ch我nges　are　also　recognized　in哩Dthe「

cases　here，and　their　general　tren（1is　cubic

－octahedra1－pent琴gona玉・一dodecahedra1・as

the　size　gets　larger．　So　far　as　、I　studie（i，

these　changes　and　trend　are　also　observed

on　pyrite　from　Han＆oka・and　some　other

mines，and　seem　more　remarkable　in　the
caSe　of　replacement　depoSits　or　impregnated

pyrite　than　that　of　vein　type　deposits．　This

f訊ct　means　that　crystal　ch段n宮es　its　habits

as　it　grows　larger，or　as　time　of　growth　gets

longer・But　it　is　not　uncerta．in　wlleth鍔it

is　due　to　the　property　of　cryst呂1s　themselve＄

or　to　the　cha口ge　of　enviroment　such　as

lowering　of　temperature　or　pressure．
　　6．）　Crystal　habits　of　py’rite　seem　to　v＆ry

with　the　differences　of　mother　clay．H：abit

variations　in　size　which　arranged　to　each

sort　of　clay　are　shown　in　T＆ble4．Habits

are　illustrat“d　accQrding　to　th．eir　gra（ies　of

frequency　as　below，and　pre母ominant　cases

are　shown　in　qapital　letters，inferior　cases

3re　in　sma1116tters我nd　in　ne鼠rly　equal　cases

they　are　written　with　capitals　in　a　row．

　　　　pentagona1・dodeca豆e（1ra1－P　　　　cubic－C

　　　　octa玉2edlraユーQ．

　　　　　　　ゆ

　　From　Table4we　take　a　notice　of　some
remarkable　relation　between’habit　and　clay

as　follows：　　・　　　　　　　　・

　　　1．Pyrite　in　brown　clay　is　almost　always

　　　　　　cubic，and　showsno　remarkablechange

　　　　　　from14to150mesh．
　　　2．．Pentagona1・dodecahedr飢　ha腕t　is　preア

　　　　　　dominant　in　green　clay　and　only　un（1er

　　　　　　1000r150mesh　it　becomes　cubic．　・

　　　3．Octahedr田habit　is　richer　in　yeIlowish

　　　　　　white　day　than　the　case　of　brown＆nd

　　　　　　green　cla．y．　But　in　this　case，no　de一

　　　　　　丘nite　trend　is　found　as　to　pentagona1鴨

　　　　　　dodec我hedr＆1and　cubic　habit．

　　On　theotherh3nd．，t至e　fo1ヌowing　differences

＆s　to　the　sort　of　clay　are　observed：

1．Size。fpyriteじryst＆1issmallinbr・wn
　　　　　clay，1arge　in　green　c1＆y，and　medium

　　　　　in　ye110wish　white　clay．

　　2．The　amount　of　pyrite　is　rare　in　brown

　　　　　and　yellowish　white　clay，and　tnuch　in

　　　　　green　clay．

　　3．　Percentage　of　gypsum　is　higher　in

　　　　　greenthaninbrownclay・andrichest
　　　　　in　yellowish　white　clay．

　　4．Fibrous　gypsumis　much　in　brown　clay，
　　　　　alabaster　is　in　green　clay．

　　5．　Balls　of　alabaster　are　geぬerally　large、

　　　　　in　green　clay　and　small　in　brown　clay．

　I　think　that　these　differences　are　due　to

the　sorts　of　origin＆1　rock；　th我t　is　to　the

amomt　and　the　state　of　existence　of　each

elements　in　original　rocks，an（i　to　physic亀1

菰ndchemicalpropertiesoforiginalrocks
themselves．　Inドthe　concrete，the　origin　of

brown　clay　is　black　sha夏e，the one　of　green

c1汎y　is　green　tufβ，歌nd　the　one　of　yellowish

w亘ite　clay　is　calcarious　patch．Therefor，the

differences　of　wid，th　andtrend．ofhabitchange

insizesofcrystalseemduetothedi任eren“es
of　origin31rock．In　other　word．s，it　will　be

possible　to　say　that　the　property　of　origin段I

rock　is　one　of　the’causes　of　habit　variation．

　　7．）　The　horizontaユa．nd　vertical　va，riation

of　crystaユhabit　of　pyrite　in　Bessho　deposit

is　illustra、ted　in　Fig．5．Generaユ1y，it　is　cubic

i血SW　parむ，pentagonal－dodecahedral　in：NW，

歌nd　octahedr＆1　in　the　central　small　part。

This．trend　is　roughly　coincide　with　distribu－

tions　of　ea，ch　c1段y，but’10cally　it　is　not．But

I　think　t五＆t　this　local　unconcurrence　is　not

due　to　the　di廷erences　o至grade　of　mineraliza－

tion，but　to　the　properties　of　original　locks．

　　8．）　In　conclusion，1think　that　grades　of

crysね1growth段nd　di歪ferences　of　original

rock翫re　tLe　fundamental　f歌ctors　which
cause　t亘e　vari＆tion　of　cryst訊I　habit　of　pyrite

in　Bessho　deposit．Of　course，these　two　do
not＆ctseparate1ゾ，bu七inter＆ct至ncryst＆1iz段・

tionprocess段tt：hes盆metime．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　November1950

要 絢

鉱床中に於げる鉱物の晶相変化に関する研究の一環と

して鰐淵鉱山別所坑の黄鉄鉱について，・観察と統計を行

つた。塊状交代鉱床中の黄鉄鉱につv・ては二，番目の研究

である。
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　主として結晶形態の記載，結晶の大きさによる晶相変一

化・粘土の種類による晶相変化，鉱床内に於ける垂直的・

水平的な晶相の変化につV・て観察し統計しジー一方鉱床中

に於ける粘土・石膏・黄鉄鉱等のあり方・分布状態等の

地質学的な観察から別所坑の成因につV・て考察した。こ

れら両者の観察から，黄鉄鉱晶相変化の要因に関する考

察を行つた。

　結論として，黄鉄鉱は結晶の生長にともなって晶相が

変化し・その変化の系列，幅等は根本的には母岩の差異

に基因するものと思う。しかしそれらの変化がよつて来

る物理的・化学的あるv・は地質学的な機構につv・ては，

未だ明らかでなく今後の研究課題である。

1．序 晶目

鉱物の結晶の晶相の変化と，産出状態叉は結晶の晶出・

した環境の相蓮との聞の関聯を明らかにして，晶相変化

の経路を探り，更にその蜘識を鉱床探査の一つの手段と

して用いようというのがこの研究の目的で，その一つと

して，島根県簸川郡鰐淵村昭和鉱業鰐淵鉱山別所坑の石

膏鉱体中に産する黄鉄鉱の晶相変化につV・て調査した。

　塊状鉱床中に産する黄鉄鉱の晶相変化については，既

に秋田県花岡鉱山の場合につV・て調査報告した1）。’花岡

鉱山の研究に於て碍られた主な結論は次の様である。

　（i）　晶相は結晶粒の大きさによつて変化し，結晶粒

　　が大きくなるに從つて出現牽の増加する順序は大

　　体，五角十二面体一八面体一六面体の順であ

　　ることを知つた。

　（ii）　晶相が母岩，あるいは母鉱石の種類によつて相

　　違していることに気がつV・た。

　（iii）　鉱床群の相蓮によつて晶相の組み合わせ，それ

　　ぞれの出現の割合が異つていることを認めた。

　（iv）　天然蝕像と面の種類う随伴鉱物の種類と晶相の

　　変化，面の性質と産状との関係などにつV・てもい

　　くらかの観察を行い，相関関係を蜘つた。

　塊状の交代鉱床中の黄鉄鉱につv・ては・既に花岡鉱山

のものをとつv・て行つたが，今回の研究の方法もほ黛花岡

鉱山の場合と同様である。

　この調査に当つて種々御便宜を頂いた鰐淵鉱山職員諸

氏，』特に今川利郎氏に深謝する。叉測角に用v・たゴ・一ル

ドシユミツトA型複円測角器は，秋田大学鉱山学部の

好意によつて，特に当所に借し出されたものである。記

して同学の厚意に深謝する。

2．錨床周邉の一般地質及び鉱床略読

　鰐淵鉱山は島根県簸川郡鰐淵村にあり，昭和鉱業株式

・会融が経営している。一畑電鉄零州平田駅から約10km・

鉱山事務駈は同村金平にあり，ここには以前に黒鉱を探

掘した鉱床がある。

　鉱床附近は，第三紀の黒色頁岩・緑色凝次岩・褐色頁

岩がほ鐙N50。～600Wの走向をもち，NE20～30Qの

傾斜をもつて累層して発達し，これらを貫v・て噴出した

安山岩及び流紋岩が分布してV・る。この安山岩周辺の黒

色頁岩及び緑色擬次岩中に，これを交代して数個の石膏

鉱床と黒鉱鉱床とが存在してv・る。’石膏鉱床で現在稼行

されているものは，鰐淵鉱山別所坑及び唐川，後野に存

在す1る2鉱床で，同村金山には黒鉱鉱床が存在してい

る。これらは鵜鷺村鵜峠鉱山とを結ぶラほ虻NNWの
方向に沿つ七分布してV・る。

　別所坑は黒色頁岩と緑色凝次岩との境界部を交代して

うくられたと考えられる石膏鉱床で，粘土化した母岩中一

に，玉状の雪花石膏，ロ’一・ス状に発達L一てV・る縷維石膏

が主として発遽しており，平均35％、程度である。鉱体

の形は長さ約240r吐，深さ60m，幅50mのNEEに
侵い芋状で，本坑で最もよく探掘され，下一一・上一』中・上

・一の計4本の坑潭が掘られている。

　粘土は肉限的には褐色・緑色・黄白色の3種にわけら

れ，第5図の様な分布をしており，後に詳述する様に，

黄鉄鉱の晶相変化と深V・関係をもつてV・る。黄鉄鉱の結

晶は，主にこれらの粘土中に鉱染状に存在してV・るので

ある。通称玉石膏と云われてV・る塊状の雪花石膏，及び

ロース状に発達している繊維石膏も・これら粘土中に埋

つて産し，ご次的生成物と考えられる板石膏（縦断縷維

石膏）は，鉱体周辺の母岩との境界部に最もよく発蓬し

ている。叉玉石膏の初源的な形と考えられる紡錘状の

0．5｛4。Ocm大の石膏の小塊も屡々見られ，これはほr

一定方向に沼つて配列しており，母岩の暦理を示してい

るのではなやかと考えられる。雪花石膏中に黄鉄鉱が晶

出している場合にも，ほ黛これと同じ方向の配列を示し

ているのは後述の通りである。

　この鉱床は，すぐ近くに黒鉱鉱床が存在しており，そ

れと成因的に関聯のある交代鉱床と考えることが出来る

が，その生成過程につV・ては今回の様な短時日の現地調

査では，詳細に論ずることは出来なV・。しかし，筆者は

基本的な形として次の様なことを考えており，この考え

が後述のいくつかの記述・議論・考察の基礎をなす考えで

ある62）即ち後火山活動D結果由来きれた鉱化剤一こ

』れはH2S，S，H20等のガスの形で与・えられたものと考

えてV・る。黄鉄鉱中のFeはこれと一緒にもたらされた

ものではなv・と思う・一によつて交代作用逢受けた綜

果，先ず母岩中のCaがそれと結びつV・て石膏をつくり，

他方遊離したAl203・MgQ・K2q　Sio牙等は粘土をつく

り，叉母岩中のFeは黄鉄鉱として晶出する。このよう
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にしてつくられるもの玉種類，量は，この場合には偶岩

の種類に応じて，換言すれば母岩中の諸元素のあり方，

量及び母岩自身の物理的性質等に応・じて異つた形をと

る。例えぽ，．石膏の種類・品位・粘土の種類の相違，更

に黄鉄鉱の量及び本研究の対称であるその晶相の変化な

どは，いずれも根本的には母岩の相蓮に帰因するもので

あると考えてV・る。

　1）　地質学会総会講演，要旨・地質誌VoL54：No・636

　　p117．
　2）　この報告書の中で述べてある鉱床の成因について

　　の考え方，特に黄鉄鉱のFeを原岩中のFeに求
　　める考え方は，既に小出博が最近の論文“脈につ

　　　）・て，・地質雑VoL56No．658P35■1950・で議

　　論し提示している。筆者の考えの根本はその論文
　　傾って）・るものであることを明記して淑。

3．別所坑産の董鉄鉱の結晶』

　黄鉄鉱は，鉱体内に一一般白勺にかな一り広く分布してV・るo

結晶は16乃至32mesh以下のものが普通で・それ以上

の大きさのものは稀であり，何れも完全な結晶である。

　殆んど全てが粘土中に鉱染状に存在しており・石膏の

中には極く稀にしか見られなV・。雪花石膏中に存在する

場合には普通，第1図σの様に一定方向に配列し・緋

　　　　麟♂礁攣ぎ．．

　　一鎌“灘
餅；一　・ヤ薮繍

鄭鱒恥G岬舗α
細．∴6，㊦。濠囎て

隻　　　講
　熔。。硝o。◎¢翰㌶、　雛

　　　　　α　　　　　　　　　甲わ
第1図　石膏中の黄鉄鑛の産駅　α雪花β膏中　ゐ縷維石膏中

　　　　Py．黄鉄鑛　　　Gy．　石膏　　Cl．粘土

Fig』　1．　　Occurren（｝ざpf　pyri匙e　in　gyづsum。　　α　　in

　alabaster．　6呈n　fibrous　gypsum　　、Py。Pyrite

　　　　　Gy．　gy口sum。　　CL　Glay。

　測角に適する結晶6個を選んで，複円測角しえ結果認

められた主要面は次の様である。（測角した結晶の内訳

は，六面体のもの2個，五角十二面体のもの2個，八面

体のもの1個，α（100）とo（111）とが等大に発達して

いるもの1個で，’何れも径2mm程度のものである）・

・（100），召（210），δ（430），入（11・9・0）ツ（650）・

σ（790），4（110），伊（111）・％（211）・

この他，微斜面として次のものが認められた。

r（740），（970）・P（540）・π（870）・（10・9・0）・

　A（11．10．0）

面の反射は何れも良好である。

　｛h肋｝面の属する晶帯は，微斜面の発達が著しく，こ

れらのうち良好な反射を示す面だけを選んで指数を決定

すると上の様になる。とれらの面の測角データを第1表

に，別駈坑に見られる代表的な黄鉄鉱の結晶図を第2図

に一括して示した。

　第　1表’別所坑産黄鉄鉱測角表

Table　1　－Angular　table　for　Pyrite　from

　　　Bessho・ko，Wanibuti　Mine

Inaex

晶は大きく，五角十二面体型であることが多い。この定

方向的な配列は，前述した宝石膏への初源的な形と考え・

られる紡錐状石膏の小塊の配列と近似している。繧維石

膏中に黄鉄鉱が存在する場合は第1図6の様に，繊維
一
豚 の中心線にそつて，粘土と一緒に存在していること1が

普通である。粘土中に結晶してV・るものは，多くは散点

的に存在しており，稀には微細な結晶が部分的に密集し

てV・．ることもある。1．

　晶相は六面体及び五角十二面体が一番多ぐ見られ，入

面体のものは少ないo

ρ

meas．

召（100）IgO。00／

6（210）　　〃

（430）　　〃
（11．9．0）　〃’

（650）　　〃

（760）　　〃
4（110）　　　〃

（740）　　〃

（970）　　〃
（540）　　　〃

（870）　　〃1

（10．9、0）　〃

（1ユ．10．G）i〃

o（111） 54044’

calc．

gooOO’

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

54044ノ

ψ

meas． calc．

gooOOP

63025’

53・00’

50044F

50013／

4go27’

44055’

600341

52031ノ・

51034’1

48057ノ

・48003’・

44Q48’

4500α

Rem．

召

gooOOf

63026『

53008／

50043’

50012／

4go24’

45000’

600161

52008f

51021／

48049’

48001／

440447

45000ノ

Size

A　L
A　：L

：B、S

A　M
B　，s

A　S
B　M
B　VS
B　〃
A
， S
B　〃
B　巽厘

B　S

A 』L

n

31

46

11

6
17

11

24．

1
2
3

．2

2
2

8

結晶自身について興味深い点は，五角十二面体晶相の

ものにつV・てである。この形の晶相は，：普通一殊に鉱

脈型鉱床中に晶出したものでは一6（210）一種だけで

五角十二面体面｛勉o｝を形成しているのであるが，別

肪坑に見られる五角十二面体晶相の｛h肋｝面は6（210）

の他にが（430M650）・4（110）19（760）・入（11・9・0）等

の諸面で形球されており，普通には6（210）を主としこ

の飽にッ（650）・を必ずもち，更に上記諸面のうち何れか

一つをともない，．2乃至3段階に分れている。こうした
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面の構成は花岡鉱山産の黄鉄鉱の場合も向様であづた。

筆者の調べた範囲内では・鉱脈型の鉱床に蓬する結晶に

は，この様な面の構成を示すものを認められないが，塊

　　　　　　　　　　　　　状の交代鉱床中

　　　　　　　　　　　　　のものについて

　　　　　　　　　　　　　は多くの例を蜘

　　　　　　　　　　　　　つている。した

　　　　　　　　　　　　　がつて，この構　　　α
　　　　　　　　　　　　　成型はあるV・は

　　　　　　　　　　　　　塊状の交代鉱床

　　　　　　　　　　　　　に特有のもので

　　　　　　　　　　　　　はないかとの疑
　　　　　策2図1
問をもつている5五角十二面体晶相の結晶は，一般に比

較的大型で，上の様な構成の五角十二面体面の池に・％

（211），o（111）等の小面をともなつでおり，時に％！211）が

　　　　　　　　　　　　・中位に発達するこ

　　　　　　　　　　　　とがある。’六面体
　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　晶相のものは結晶

　　　　　　　　　　　　小で，α（100）には

　　　　　　　　　　　　條線が走つており，　　　α
　　　　　　　　　　　　八面体式のものは

　　　　　　　　　　　　o（111）を主とし・

　　　　　　　　　　　　この他にα（100），

　　　　第2図2　　　　4（110），6（210），

〃（650）等の小面を必ずともない，叉時に％（211）をも

つこともあり，これらの面がo（111）の稜を欠V・て発達

　　　　　　　　　　　　　してv・る。勿論

』
α

θ

第2図3

これら3つの晶

相は，互に独立

した別個のもの

ではなく，相互

に漸移的な移り

変りの関係にあ

るもので，從つ

てこれらの中聞

型に属するもの

ノか　　　　　　　　　　　　　ク

z

ソ

一》一｝～＿＿＿＿▼

　　　　α θヒ

タ

σ

第2図4

晶は粒の大きさに

よつてその晶相が

変化し，粒が大き

くなるに從つて，

出現傘が増加する

強さは五角十二面

体一八面体←六

面体の順である

ことがわかった。

－例えば，同一標本で結晶粒が小さい方が六面体の出現

牽が圧倒的に多v・が，粒が大きくなる程六面体は少く

　　　　　　　　　　　　　なり，五角十二

　　　　　　　　　　　　　面体の出現傘が

　　　　　　　　　　　　　高くなるる

α 6

も存在するととは蓉うまでもなV・。

　　　4．結贔の大きさによる晶相の変化

花岡鉱山産の黄鉄鉱晶相変化につV・て行つた研究の際

認められた結晶の大きさと晶相変化との関係が，別所坑

の黄鉄鉱の晶相についても同じ様に認められる。即ち花

商鉱山に於て，向一個所に鉱染状に晶出してv・る黄鉄鉱

4）結晶を，8meshから150mesh迄の聞に4乃至7段階

に分級して，各mesh毎に晶相別の出現率を統計して，

結晶の犬きさによる晶相変化の関係を調べて見ると，結

グ

　　　　第2図5．
晶相内の二次的優位面が，，上の様な順序に從つてその犬

きざを変化させている様な場合が多い。しかしその変化

　　　　　　　　　　　　の順序は花岡鉱山

　　　　　　　　　　　　の場合と同様には

0

ε

　別所坑に於て

も，大体これと

同様な傾向が見

られるが，花岡

F鉱山の場合程そ

の変化がはつき

り見られず，一’

　　　つきり認められる。

　　　　こうした変化は，

　　　筆者の観察した範
　　　コユ

・yフ即では・花融
　　！　　　／

4／
レ！

第2図6

山や別駈坑の様な

所謂塊状の交代鉱

床中に，あるV・は

凝茨岩・変朽要山

岩等に鉱染状に晶

出している様な黄鉄鉱の結晶について特に明瞭に見られダ

ノ

ε ソ

第2図7

しかもその順序は

花岡鉱山の場合と

殆んど同じである。

これに反して・鉱

脈型鉱床に産する

黄鉄鉱については，

この変化はあまり

はつきり認められ

ない。この差はお

そらく，晶出機巧一

’5一（133）



α ε

0

ソ

2図　8

の相蓮によるもの

であろう。しかし

鉱脈型鉱床の場含

には，筆者が尾小

屋鉱床群について

観察したところに

よると，黄鉄鉱の

晶相が鉱床の深さ

によつて垂直的に

変化しており，し

かもその変化の順

序は，下部帯準から上部にかけて大略六面体一八面体

　　　　　　　＿．　　　　　一五角十二面
　　　　　　　　　　　　　　　　　体という変化を

η

e

0

、

α
ソ

示してV・た。こ

の順序は，前述

の変化の順序と

一致しており、，

これら両者の変

化関係に，ある

一致が存：在iする

ことは興味深V・

ことである。

0

　　　　　dα　　　e　ソ

　　　　第2困　12
むしろこの中の方に多V㌔

糠本を破砕，水洗して黄鉄鉱分のみを摘出し，5段

階に分級して各mese毎に晶相別の出現牽をとると第

2表の様になる。この結果を，縦軸に百分率・横軸に・

meshをとつたグラフ上に投影し晶相毎に間をむすぶ

と第3図が得られる。黄鉄鉱の晶相は五角十二面体と

六面体とで，その間漸移的に変化しており，呑面体結

晶及びo（皿）面は全く見られない。便宜上晶相を主

要面の相違によつて次の3つに分けた・

　　　　　　第2表　　例　1・
　　　　　　Table2　Ex＆mple1　　　　　　　　、＿

　鉄鉱の他に雪花石

　膏：の小球，及び閃、

　亜錯鉱・黄銅鉱・

・方錯鉱等の黒鉱鉱

　物の小結晶がかな

　り多量に存在して

　V・る。雪花石膏の

　小球中には黄鉄鉱

、は殆んど晶串して

　v・ないが，黒鉱々

　物は滴占土中よりも

　　　　第2図　9

別所坑に産する黄鉄鉱の，結晶粒の大きさによ為晶相

　　　　　　　　　0

　　　　α
　　　　　　　　　e

　　　　第2図　10

　　　　　　　　0
増

　　　　α　　e　ソ

　　　　第2図　11『

HABITl

　　　　変化を矢口るために

　　　　年テつた統計ゐの例と，

　　　　して2例を記述し

　　　　て，統計方法・結

　　　　果を明らかにして

　　　　おく。

　　　　　結晶粒の大きさ

　　　　をよ，　16．32●60・

　　　　100・150meshの

　　　　5段階に分級した。

　　　　晶相は，互に漸移

　　　　的にうつりかわつ

　　　　てV・るが，各例と

　　　　も大きく3種に分

　　　　類して統計し1た。

　　　　例1．別駈坑上一

　　　　　　　坑中段

　　　　　黄白色の粘土の

　　　　　中に散点的に存

　　　　　在している黄鉄

・　　　　鉱の結晶で，黄

Type　l

Typ弓2
Type3

tot訊1

・6mesh！

　　％
19’8　、

115’47●5

107／44●5

241

32meshl 6・mesh1…m6sht 150mesh

　　％　　　％
42／12　　214’38

189’53●5247イ43●5

123／34●5閣104’1895

　　％
343’59

19α32●5

49／8・5

3541565ド582

　　％
199’73

59’22

14／5

272

o賜・絶　’

　　　　　　　　　　　　　　　　Q

　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　アγρε　　　　　　　ノ
　　1，！一㎜、一σ《、　　　φ
　！プ　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　ノ
α　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　’
　　　　　　　　　　　　ヤ　　　　ク

』㌃一》、　駅
　　　　　　　　へ　．／　㌔
　　　　　　　　　　＼　　！　　　　￥
　　　　　　　　　　、！　　　　￥
　　　　　　　　　　　X　　　　b
　　　　　　　　　　／ノ＼
　　　　　　デドρシも！ ￥へ
（〉一り一・一の一購一…一9’炉一一ρ　　　　　　　　鳳

　　　　　　　　　　　　　　　　め

80

60

40

ZO

％

　　　！4　　　　　　’ηρ5ん　　　　　　　　　　3Z　　　　　　　　　　　60　　　100　！∫0

　　　　第3図　　結晶の大亀さによる晶相の変化　例1
Fig．3　Cha豆ge　of　crystal　habit　in　size　of　cfysta！s。Example1
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　Type1・α（100）を主とする六面体型でθ（210）の

　小面をともなうこと・もある。

　　　　　（第2－1図，2－3図）

　Type2。α（100），θ（210）がほ穿等大に発達し，Type

　IとType3との中聞型に当るもの。

　　　　　　　，（第2－5図）

　Type3・θ（210）を主面とずる五角十二面体型結晶で，

　α（210）　をともなうo

　　　　　　　（第2－6図）

　第3図に明らかな様に，六面体型のTypeIは結晶が

大きくなるに從つて出現牽が急激に減少し，五角十二面

体型のType3は逆に増加し，中聞型のType2ほ丁

度両方の中聞の傾向を示している。

即ち結晶粒が小さい場合に．は，結晶の殆んど犬部分が

六面体Type1であるが，結晶が大きくなるにつれて

6（210）が発達し・途に五角十二面体型であるType3り

出現牽が六面体のT　ype1よりもは、るかに高くなる。こ

の様に同一標本内で結晶の大きさ1に從つて，晶相が明ら

かに変化している。

例2，別所坑下一番坑

黄白色の粘土中に多量に鉱染状に晶出してv・る黄鉄鉱。

雪花石膏もあ葛がこの中には黄鉄鉱は見られなV・。叉黒

鉱鉱物は全く存在していない。

　結晶は六面体と八面体とがあり，その間は漸移的に変

化している。．‘（210）面もともなつているか，これはあ

まの大きく発達していなV・。便宜上，晶相を次の3型に

：大別して統計した。

　TypeL　σ（100）を主とし，θ（210），o（111）の小面

をともなう六面体型。（第2－1，2－2図）

　Type2． α（210）、o（手11）がほぼ等1大に発達してV・

るもので，召（210）が中位に発蓬していることもある。

（第2－10図）

　Type3．o（111）’を主とする八面体で，α（100）の中

位面，θ（210），μ（650），4（110）等の小面をともなつて

『V・る。（第2－11，2－12図）

　例1の場合と同様に取扱つて第3表及び第4図を得る。

この場合は，結晶粒が大きくなるに從つて出現牽の増加

　　　　　　第3表　例2
　　　　　　Table3、Example2

　　　　　　　ご畑即をz
璽
￥
￥

　￥一　　　　　　　　　　　　　〇

　漁　　、　．　ノ
　￥　　　　　　　　　　　ノ
　　Ψ　　　　ノ》
　　￥〉冷＼〆

　　　　〈、ハ
　　　／㍗＼　1『＼
　　粛　＼／『、
　ノ　　　　　V　　　㌔
／　　　〈
1　　　　　　　　　！　　￥

d　　　　　㌧6　　￥
ゲーザノ　＼び1へー
　　　　　　　　　　　　‘0σβ0

｝
』

Habit

Typel
Type2
Type3

tota1

60

16mesh

　　％
9／3・5

28〆10・5

227／86

12餌

40

32mesh

　、％
62／12

292／56

169／32

523

20

、60mesh

　　％
328／51

286’44●5

28ア4・5

レ642・

疹

100mesh

　　％
379’63

182，30．

41／7一

16・2

150mesh

　　％
225／75

72’24

2P1

299

　　‘4・　　“76読　　　　3Z　　　　60

　　　第4図　　結晶の大きさによる晶相の変イヒ　伽堕2

F圭9．4　Chang　of　crysta1五abit　in　size　of　crystals．Example2

する晶相はType3の八面体で，Type1の六面体はこ

れと全く逆の関係を示して：おり，中間型のType2は両

者のほ即中間的な傾向を示してV・る。．

　以上の2例は，大きさによる晶相変化が比較的明瞭に

見られる例で，別駈坑の黄鉄鉱が全部これ程はつきりと

変化しているものとは限らない。六面体から五角十二面

体に，あるV・は六面体から八面体にとV・う様な変化が生

じる大きさの幅が，上の2例の様に狭くな・く，150mesh　．

から16meshi迄の間に殆んど明らかな晶相変化を示さな

い様な変化の幅の広いものもある。しかしこの場倉でも，

二次的優位面の程度での憂化は常に見られるのである。

　晶相が結晶の大きさに＝よつてほ黛連続的に員つ一f定の

系列に從つて変化するこの事実は，結晶の生長にともな

・つて晶相が変化するということを意昧し宅いる。即ち生

長の時間，あるV・は鉱化畏の程度によつて晶相変化が起

ると考えられる。

　即ち，ある小範囲の場勝で，一定の母岩が上述の様な

鉱化を受け《黄鉄鉱が晶出した場合，一つめ結晶につV・

て云之ば，FeとS鵯とが結びついてゆくに從つて（鉱化が

進むにつれて）その晶相が・融一定の系列に從？て変

つてゆくということである。例えば，ある場合には，生

長の最初の段階では六面体を示すが，生長が進むに從つ

て6（210）面が発達し，途には五角十二面体の晶相とな

甚鉱化の程度と云う言葉は，漠然として正確でない・
が，ここで意昧しているものは，母岩中のFeと既
述の様な鉱化剤とが結びついて，黄鉄鉱をつくつて
ゆく場合に，そ匙らが結合する化学的なオみ相互の
働き合う量，時間等の程度を総括して表現したもの
のこ，とであるo．
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り，叉ある場合には六面体から八面体へ，叉は六面体か

ら八面体を径て立角十二面体へ変化する。

　一方，既述の様な黄鉄鉱の生成過程の当然の帰結とし

で，その晶相は母岩中のFeの量，あり方等に，換言す

れば原岩の種類によつて変化する筈である。更に正確に

蓉えば黄鉄鉱の晶相が大きざによつて変化する変化の幅，

あるいは変化の系列は，原岩め種類によつて異つてくる

、筈である。この点に関する観察は次に詳述する・

　　　5．粘土の種類による晶相の相違

　鉱体内の各地点から操集した標本22個について・上述．

の様な方法によつて，5段階に分級し各mesh晦iにどρ

晶相のものが最もよくあらわれているかを観察して，そ

の結果を産状別に分けて一括すると第4表の様になる。
ド
本
表

では1晶相を五角十二面体型P，六面体型C，八面

体型0に三大別し，圧倒的に多くあらわれてV・る場合に

　　　　第4表　一粘土の種類による晶相変化

　　Table4　Habit　variations　according　to七he

　　　　sort　of　mother　clay

Sample
no．

24071606

24071504

24071604

24071505

24071605

24071506

24071501

24071701

24071609

24071608

24071704

24071502

24071610

24071702

24071503

14　　　28　　　60　　　100　　　150

＿　　　　　C　　C　　C

C　　C　　C　　C　　C
…　　　Cpo　　Cpo　Cpo　　　Co

C　　C　　C　　C　　C
C　　C　　C　　C　　C
C　　C　　C　　C　　C

Pc　　　PC　　　Cp　　Cp　　　C

…PPPCpP　　　P　　　Pc　　Pc　　PCo

　　　P　　P　　P　　Cp
PC　　　PC　　　PC　　　Cp　　　C

…PPcPcPCPc　　CP　　Cp　　－C　　　Co

P　　Pc　　C　　C　　C

PPPPcoPC
24071612　　　．P

2407工613　　　PC24。7、5。81。c

24。7、7。31CP

24・7・5・71・c・

Z・一2

Z・一2

Pc

PC
Oc

Cp
Oc

Pc

Cpo
Oc

－
C
p

Co

Co

Cpo
Oe

CP
C

Co

Cp
Co

C
C

COp　COp　　COp　　COp　　CO

Pc　　Pco　　PCo　CPo　　C

clay

brown
　clay

green
　clay

yellowish
　whitG

　clay

gypsum

はそれぞれの大文字で，2乃至3種の晶相がほ黛等量づ

つあらわれてV・る場合はそれぞれの大文字を併記し，少

量のものはそれぞれの小文字をもつてあらわした。，この

場合の統計の方法は・4・で行つた様な定量的准もので

はなく，ド定性的に，綜合的な観察からそのmeshにあら

われる各晶相の大略の出現摩の傾向を把握する様な観察

の仕方に從つた。例えばラσ（100）のみ⊆）単形のものと

飢210）’のみの単形のものだけがあらわれている様な場

合には，簡単に大体の両者の出現する割合を観察Lて

Pc，Cp，あるV・ばPCの様にあP）わすげ第2一一5図の様

な両方の聚形で且つ中間型の様なものが存在する場合，

あるいは2次的優位面としてあらわれている様な場合に

は，そのmeshにあらわれる結晶全体をそれぞれの単形

・に還元してみて，その場合の割含を判断して表現する。

偶発的に且づ小面としてあらわれる様な場合には・その

面は考慮外においてよい。

　慨述の様に，別所坑は黒色頁岩と豫色凝次岩とを交代

してつくられた芋状の石膏鉱床と考えられ，その石膏分

は母岩中のCaに由来し，Mg，A1等1ま粘土として石膏

の周囲に．生じ，Feは黄鉄鉱として晶出したものと考え　『

ている。從つて黄鉄鉱ばシ石膏中に晶出することが稀で・

専ら粘土中に散点的に完全な結晶とし七晶出している。

稀には綾維石膏の中心線に浩つて晶出することもあるが，

この場含も粘土と一緒に・はさまれている。1叉粘土は肉眼

的には大体3種類にわけることが出来る。即ち，褐色の

脂感の少ないもの，次緑色の比較的脂感のあるもの，黄

白色で甚だしく脂感が張く～見玉石膏の見まちがえられ』

るものの3種である。

　褐色粘土は鉱体周辺，特に鉱体のSW方向に広く分布

し，黄鉄鉱の晶出は稀で結晶ぽ小さい。叉石膏も少なく，

且つ主に繊維石膏で，玉石膏も存在するが大塊としては

発達していず，轟定方向に配列している紡錐状の小塊が

多い。次緑色粘土は主に鉱体のNE部に広く分布してお

り，黄鉄鉱の晶出多く、結晶も大である。この中の石膏r

は玉石膏が主で，その塊も前者に比べで大きい。繊維石．

膏は前者の場合よりも少なく，石膏全体としての晶位も

はるかに高い。黄白色粘土は鉱体中心部に小範囲に見ら

れ，石膏はこの部で最も品位が高ぐ且つ玉石膏が主であ

る。黄鉄鉱の晶出は少ないが，結晶粒は大である。

　こうした粘土の種類の相違，及びこれにともなつての

黄、鉄鉱の量・大きさ・石膏の種類・品位の相違が生ずる

原因について，筆者は原岩の種類の相違を考えてv・る。

即ち主に原岩中にふくまれてV・る諸元素の量・あり方の

相違，更に原岩自身の物理的，化学的．な諸性質の相違に

起因するものと考えてv・る。具体的に云えぱ，褐色粘土

は黒色頁岩に，灰緑色粘土は凝茨岩に？，黄白色粘土はそ

れらの聞にはさまれた石次質に富んだパツチに由来する

ものである。そしてこのことは爆下に述べる黄鉄鉱の晶、

相にも深い関聯が認められるのである。
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　ぎて先に述べた方法で統計した結果を，ζれら3種の

粘土及び玉石膏にわけて一括してみると第4表の様にな

る。この際，繧維石膏の中心線1こ沼つて粧土と共に晶出

して〉・る黄鉄鉱1ち晶出の場駈が僅に異つているだけで，

・実質的には周囲の粘土と殆んど差がなv・と考えて取扱つ

た。第4表を眺めて著しく感じられること億次の様な3

点である。

　（1）褐色粘土中のものは結晶が大きくなる迄殆んど一

六面体だけしかあらわれなV・。即ち14～150meshの間，

2次的優位面の変化は見られるが，著しい晶相変化を認

めることは出来ない。

　（2）次繰色粘土中のものは，五角十二面体のものが

甚だ多く，100～150mesh以下にならないと六面体の方

が多くならない。

　（3）黄白色粘土中及ぴ石膏串のもの1ま，他に比べて

八面体がかなり多くみられる点が特徴的で，六面体，五

角十二面体については特に・一定の傾向は見られないd

　この様に，黄鉄鉱の晶相は，変化の幡，系列等が粘土

の種類によつて異つている。

　既述の様に，粘土の種類は原岩の差に墓因す拳ものと

考えることが出来る。從つて黄鉄鉱の晶相の種類・変化

の幅・傾向等の差も』原岩の種類の相違に因るものと考え

られる。即ち原岩中のFeのあり方。量等の相違あるい

は原岩の物理的，化学的状態の相違は原岩中のFeが鉱・

化ガスと結合して黄鉄鉱をつくる場合に，FeS2の分子

の結合の仕方・結合力・生長速度等に差を生じ，その結

果，晶相が大きさによつて変化する幅・系列，．あるV・は・

晶相め種類に差を生ずるものと考え5れる。簡単に云え

ぼ，原岩の種類は黄鉄鉱の晶相変化を生ずる一因と考え

ることが出来よう。

　　　　6。鉱床内に於ける贔相変化
　　　　　　レ　黄鉄鉱の晶相が鉱床内で水平的・垂直的に1どの様に変

化してv・るかを鄭るために，晶相は結晶の大きさによつ

て変化するから，一応28meshを基準としたものの晶相

の種類を，上と同じ方法で各地点毎に記入し，各晶相の

限界線を引いてみると，第5図の様になる。第5図はレ

ベル毎の水平的変化を示し，粘土の種類も同時に示して

ある。垂直的な変化も第5図中rに示されてV、る。

　第5図からわかる様に・鉱体内に於ける晶相の分布は・

大体粘土の種類Z）分布と一致しているが，必ずしも嚴密

には一致してv・ない。下一番坑で，次緑色粘士との境界

部に近V・褐色粘土中の黄鉄鉱が，五角十二面体を示して

V・るのなどはこの例外の一つである。

　晶相の変化は水平的に見ると大体次の様に変化してい

る。鉱体のSW部では殆んど常に六面体結晶だけで，・

NE部に蚕るにつれて，漸次五角十二面体の要素が加わ

り1途には殆んど五角十二面体だけとなる。これらの中

間メ鉱体のほぼ中心部の小範囲に，は，八面体の要素が加

わつてv・る。こうし左水平的変化は・結晶の大ぎさによ

・る晶相変化の系列と大体一致している¢）で，一見普通云

はれてV・る意味での鉱化の程度に原因する様にも考えら

れる。，しかし，粘≠の分布との大略の一致，5・で述べた

様な，黄鉄鉱の結晶の大きさが粘土の種類によつて異り，

叉大きさの分布はSWの方向で小さく，NEの方向で大

きV・とV・う事実との一致などを考えてみると，むしろ粘’

ど

継継馨

輔夢

　　　　　　　　　　　　　鶴

－．・拶

　　圃挫解侮　　　　田皿し勧。看、ク，ア

　　臨蜘吻　　目押榊廟繭イ加躍
　　翻∫ぐ’繍蘇吻　　翅。c勘吻ご“4，’～

　　瞳耀伽〆噸ご
　第5図．別野坑鑛体中に於ける粘土及ぴ黄鉄鑛の晶相別の分布図
・、　　　　上から　上一番坑，上一番坑中段，本坑，下一番坑，

　　　　各李面歯及び綜合断面図
　Fig．5　Distribution　of　clays　aロd　crystal　habits　of
　　　　pyrite童雄B短ssho　ore　bσdy，
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種類，即ち原岩の相違という要因の方がより根本的なも　　身にV・つての問題であり，後者は晶相変化の系列，幅に

のであると考えられる。換言すれば，原岩中のFeのあ　　ついての相違である点である。

り方・一量・原岩自身の物理的・化学的性質等の差が，黄鉄　　この区別は，晶相変化の原因を考えてゆく場合，殊に，

鉱を晶出させる力，晶出過程・晶出機巧等の差をもたら　　塊状の交代鉱床中のもの，あるいは從来鉱染と去う言葉

し，その結果晶相の分布，結晶の大きさの分布等に上の　　で呼ばれている様な産状を示すものにつV・て考えてゆく．

様な関係を生じたのであると考えられるのである。『そし　　場合，特に注意してゆかねばならなV・ことである。換言

てその結果が，上の様に一見鉱化の程度の差を考えさせ　　すれば，現実にある晶相は（このことは結晶自身につV・て・

る様な現象となつたのであると思われる。粘土の分布と　　も云えることであるが），その背後に生い育つて来た歴史

晶相の分布との部分的な不一・致も，むしろ原岩の上の様　・をもつていること，即ち変化あるいは発展をもつてV・る

な諸性質の部分的な差と考えた方がよく思われる。勿論　　ζとに注目しなければならなV・。それ故に晶相の研究は．

鉱化剤の供給量が全般的に完全に均等であつたとは考え　　現実にある晶相だけを問題とするのでなく，その歴史の

てv・ない。部分的な不均等は当然考えられることである　　相蓮を問題としてゆく必要がある芝考える。

が，しかしそれにしてもより根本的な要因は，原岩の相違　　さてこの研究こ於て筆者は，大きさによる晶相変化を

・にあるのでわないかと考えてV・る。　　　　　　　　　　解析し，その結果から晶相が結晶の生長とともに変ると

　　　7．別所坑に於ける萱鉄鉱晶相変化の　　　　考え，次にその変化の系列，幅等を基準として，それら

　　　　原因に関する議論　　　　　　　　　　が異つた産状の下に異つた様子をもつことを知り，そこ

　以上に観察し考察して来たことを要約ずると次の2点　　からその変化が根本的には原岩の相違に帰因していると

になる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考えた。勿論現実にある晶相は上の二つの重合の結果で

　（1）、結晶の大きさによる晶相の蓮続的な変化から，　　あることは云うまでもない。ところで，これら2つは何

晶相が，結晶の生長にともなつて，即ち一つの結晶個体　　が一番問題であるかという輪かくを漠然とは示してくれ，

について云えば鉱化剤と原岩中のFeが結合して黄鉄鉱　　るが，こ．れだけでは決して晶相変化の原因を指示するも

を生長させてゆく程度につれて変化ずるということが考．のとは云えなV・。第1の原因は，結晶自身の性質とも考

えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えられようし，叉この様な現象が温度圧力の低下の様な

　（2）粘土の種類による晶租め相蓮，鉱床中に於ける　・環境の変化に帰因するかも知れなV・。第2の問題につV・

晶相の分布等の観察から，晶相が大きさによつて変化す　　ては，それならば一体如何なる機構で如何なる．晶相が生

る系列，幅等が粘土の種類によづて相違することに蒲目　　れるのかが問題となろう。定性的には，凝次岩の様な比

した5そして他の観察から，粘土の相蓮は原岩の相遽に　　較的黄鉄鉱が生長し易V・環境下では，六面体・一五角十：二

帰因するものであると考えるので，黄鉄鉱の晶相の変化　　面体の変化の幅が狭く，頁岩の様なもののなかではそれ

の幅，系列等の相蓮は根本的には原岩の相違に帰因する　　が広いというと．とは云えよう。しかしそれだけでは間題

ものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は解決しない。

　と』で注意しなければならないことは，前者は一つの　　　これらの晶相変化の原因或は機構をよりはつきりきせ

結晶に関しての変化であり，後者は結晶全体，あるいは　　るための，物理的・化学的な考察，叉地質学的な観察は

結晶群に関しての変化である点である。叉前者が晶相自　　今後の問題としておきためと忠う。　　（1950，10）
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　In　Japan，the　so・ca1亙ed“Akashiro”silica－

stone－an　ore　which　is▽ery　particular　in
apPearance，composed　of　red　or　green　cherty
breccia　filled　up　by　white　veinσuartz，〉ery

hard　and　beautifu1－has　been　empIoyed　in
ceramic　industries．

　Very　many　localities　of　tわe　deposit　are

known　in　Japan，among　which　Tanba　dis・
trict　herein　reported　is　the　most　f＆mous＆nd

10一・（138）




