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最近は宝石ブｰムといわれて百貨店で宝石展が開か

れたり宝石に関する本も出版されています.宝石と

いうとダイヤモンドやルビｰのようだ高価なものしか

考えられなくて興味を持っていながら遠くからなカミめ

ている人もいるのではないでしょうか.けれども実際

にはもっと身近なものなのです.河原の転石の中に美

しいヒスイがまぎれ込んでいることもあります.足下

の石ころから美しいメノウをうることができるかもしれ

ません.以前からそのような石をみがいて自分の好む

宝石を作っていた人がいました.近ごろは宝石みカミき

といってだれでもたやすくみがくことカミできるように

怒りました.どのよう恋方法で石をみがくのか宝石

とはどんな石をいうのか述べてみましょう.

宝眉について

まず宝石とv'うのはどのよう在ものを指すかといい

ますと美しく質がかたく産出量が少なく世間で

珍重されている鉱物を宝石(Gem)と称しています.

表1

正宝石

第1等工.金剛否2.鍋ヨ三石3.金緑石4.尖晶石

第2等5.ジルコン6.緑柱石7.黄宝石8.鑑雫石

9.柘榴石10.貴蛋白眉

第3等11.璽青石工2.ベスｰブ石13.撤樋石14.斧石

15.藍晶石16.十字石17.紅柱石18､空晶石

19.緑簾看20.土耳其玉

準宝石

=第4台≡;21.看葵

A結晶せる石英水晶紫水晶プラｰズ砂金

石猫臓石組肩葵

B玉髄玉髄璃遜プラズマ血星石碧玉

緑珂

C蛋白石火蛋白宥普通蛋白軍

22.閃長石23.長石24.黒曜石25.脅金石

26.藍万石η.紫蘇輝肩28.透輝石29.螢石

30.現玉同

第5等31.ジェット32.軟玉33.蛇紋岩34一蝋石

35.凍眉3㊧､壼石37.異剥石38.古銅石39.閃光肩

40.方解石41.大理看42.石膏43.雪花石膏

44.石緑(孔雀石)45.黄鉄鉱46.菱鉄鉱47･輝鉄鉱

48.葡萄有49.脂光有50.曹達沸石51｡熔岩

52.石英角礫岩53.リシア雲母

大森江い

英語ではGemstonePreciousstoneの両方が使われ

ていますがPreci㎝sstOneはある種の珍貴な鉱物を指

しGe㎜stoneの方は琢磨した貴石半貴石飾り

石その他彫刻された宝石鉱物までも含めた広義な意味

に使っています.

貴石(Preci㎝sstone)半貴石(SemLpreciousstOne)

飾り石(Orna㎜entalstone)の3段階にははっきりと

した境界は在く美観需要産額流行によって左右

されます｡ダイヤモンドよりもエメラノレドやルビｰの

方が珍重された時代もあれば古代フェニキアの人のよ

うに號珀を愛し珍重した時代もありました.近代に

なり鉱物学の発達により多くの学者が鉱物名をあげて

宝石の範囲をきめましたがこれも人によって異なって

おります.ドイツのクノレｰゲ氏は正宝石に一等二

等三等の籍級をつけ表1のように分類し鈴木博士は

表2(次頁参照)のように分類しました.

その後昭和10年に大蔵省当局の内規として定められ

た宝石の種類はダイヤモンド鋼玉石金緑石黄玉

尖晶石緑柱石電気石風信子石柘榴石激箪石

ヒスイ蛋白石ならびにこれらの合成宝石でした.

これらの宝石の硬度は7から上が多く蛋白石がやや

低いだけでした.硬度が高いということは宝石の条件

の美しいということを保つために重要なものです.'私

たちの周辺のちりの中には水晶と同じ石英質のものが入

っているのでこれより軟かいものは表面にきずカ三っき

やすいのです.鉱物の硬さの順位を表わすものに表

2に書き加えられているモｰスの硬度表があります.

これは硬さの順位であって各鉱物閻の硬さの差は同じ

ではありません.

^近頃は新しい硬度測定法が種火発明されて鉱物の硬

さを数値的に表わすようになリました.測定値の一例

を表3にあげましたがこのよう恋方法で測定した場合

同じコランダムであっても天然と合成品の硬さに差が

あることを示しています.

ダイヤモィドの硬度だけは特別1と高く鋼玉の約3倍

の硬さをもつことを示したものもあります.�
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硬度が十分でありてももるいものは凄花桑し窓を

保つことがで慧蜜せん百少しくら“の衝撃で欠けては

装飾品になりません､強靱度&榎度とは別のこをで

あることを次の表遂は示してい凄す｡

表4

㈬�

㌀

㌮�

�

�

�

��

�

��

�

��

��

�

�

�

3.3～3.5

2.63～2.船

2.6～2,64

3.51～3.52

3.95～4,10

3.3～3.4

3.15～3.48

アマチュア⑳鈴がく溺

宝石み那きにアマテ狐アか扱うのはどのよう流石で

宝石としての順位はだの程度のものでしょうか刮

ごく普通には砂金有黒曜有虎賢石鴻一ドナイ

トぞスァゲｰト孔麓看鏑水縞月長原泳ハｰル

ガｰネット紀スイラピス茅ズリ岬スタｰルビ岬抵

とを扱います.ごの順序は想いたいみがきやすいも

のからむずかしいものへと並んでいます.表1や表2

からいえば半貴石といわれる石が多いのです.これは

原石の値段が安く細工がしやすくそのうえ初歩的な

みが巷方のカボ篶ンをい油は繍で単色帆のよ

りもメノウのようぽ模様がある方かで巻上がりがお

もしろい花め&思い妻す｡宝看の形には平面で囲ま

れて作られたものと球面で騒裳れているものとの2

種類があ1コます.球面で作りたも9)を吻ホシ嚢ンと呼

びます｡吻斌シ嚢ンの語原はラテン語の｡地⑪(頭)

フランス語の｢光頭Jからきたとい妻)れ蜜す昔､カット

の方秘やさしいように思われがちですが率でみがく場

合はカポシ蟹ンの方がやさしく石を手引ζ善ず校く

むらなくみがくことはむずかしいのです丑≒績さの似た

砂金石虎員者等メアケニト紫水鶏はみか窓やす

い割には硬度秘高いので看に光湶が出講す､

紫水晶のよう祖ものは衝撃に弱くみカミく場合グラ

インダｰに当てるときに注意しないとかけやすいという

欠点カミあります.同じ石英質のものであり柱がらオ

バｰノレは水分を含むためかやや軟かく減り方も早く

きずが残っている時はそこから割れやすい傾廊炉あり

ます.アマゾナイト孔雀石トルコ石などは琶があ

ざやかですカま硬度が低く摩擦による熱で退色したり

ひびカミはいったりすることがあります(退色した場合は

滴に浸すともどるともいわれています).

砂金石は切り方によってでき上がった石の感じが全

く違うので別の名で呼ばれることさえありまナ鱗

片状に入っているクロム雲母片が表面に平行にくるよ

うにみカミいた場合はチカチカと光って見えるのでそ

のまま砂金石と呼ばれ雲母片が縦にくるようにみがv･

た場合は落ち着いた色合どたりインドヒスイと呼ば

.れます.ヒスイは後に述べるように同名でありなカミ

ら硬玉軟玉の間にやや差があります.

ルビｰは今裏で述べて慧恕荷紀比べかけ離れた硬さ

のため'グラインダｰの燦滅が早く仕上げの脚まダイ

ヤ去シ戸の粉を縫わなければ絶対ぽ美しさカ麦で嘉せん.

ルビｰの値段湾塙くなるのも無理はあり漢せん､

轟が書方

指輪ブ濠一チペンタントイヤリングネク夢イ

ピンなど巌ず自分の作るものをきめます由次紀そ

の看の美しさを最大限忙発揮するよう石の切り方を考

えます出

石の裏側になる面に型紙を当てアノレミニウムの棒で

強く枠を書きます,アルミニウムで書かれた線は石

をみがいている間に消えない利点があリ護衣粋を紫㌔

くとききめられた型紙を使用するとでき上がり淀時

に指輪やペンダント扱どでき合の台秘勘り塞すので

細工賃カ茎安くなります.もちろん原石カミ高価な場合は

石の美しv'所をもっともよく生かすと共にできるだけ

大きい石に抵るぷう応作り嚢す同篶美しさの石の1カ

ラット(1カラット蹴⑪,凄蓬)のもの蜘個を作るよりも

10カラットの清を五個作るガ沸ぷいのです､小さい看

の五カラット当りの値段赫3里000円のものは大嘗溶着

にたつ淀揚含1カラット当りエOヨ000円位1耽ることも

侮り蛮す｡騎製の育紀とらお級ず紀宥を儀先養せて

作汐塞す､み梯き方は次およう扱やり方秘二股的の

ようです､濠ず大体の大意さ紀のこぎりで切断㍍護

す(1図菰)､メラインダｰセ角形紀し(五回も)中高

ぽ赦るようにげずります(亙図C).表面を球形にし

仕上げのみがきをかけます.�
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アル､袴て棒を醤く

()州"

ξブ

ユ

第1図

上加二…位の鰍を作る

中心を嚇にグ

あてるよう

結ぶように

⑧

アマチコア宣布数室の一郷

ダイヤモン/カ1タｰで帥棚こ卵取る

③ア,レミｰ1ムでかいた型(榊アゲｰ∵)､

､｡舳抽グｰ�
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⑦接着剤をアルコｰルランプてとかしながら石を棒にとりつける

⑨細かいグラインダｰでみがく

⑩フェルトの研磨器に酸化チタンを塗リ校がらつや出しをする

⑧棒にとりつけられた石

⑩ゴム輪に研磨材を塗ったベルトをかけてみがく

⑫みがき上った宝石�
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切断に使うのこぎりは円板のこぎりで藍わりにダイ

ヤモンドが埋め込んであります.これで大体の形に切

る&時間と肴か節約できます.

グラインダｰには荒い粒で作られたものから細かい

ものへと100200400600番というように番号が付

けられています.最初に100200番位のもので大体の

形を作ります､このときグラインダｰに水をかけなカ婁

らけずり凄す｡オパｰルのよう匁軟かで高価なものは

200番位から始めます.円形にけずる場合上方に27

度位の傾斜をつけます.次に中高にけずるやり方とし

てまず長い方の中央線を中心にして両端をけずります.

次にこのかどをなくすように中心から外側に向って

球形にけずってゆき凄す.形ができ漢したら荒いグ

ラインダｰから細かいものへと換えて峰慈蜜す｡こ

れは表面にできている大きな凹凸をだん想んぽ小さ

な凹凸にするためです古エ00番から急に6⑪0番にしてみ

がいてもかえって時間がかかりきずもとれ塞せん曲

研磨材として使われるものはC出ぬ異曲搬(SiC)

Alandu狐(人造鋼玉の粉)E㎜ery(鋼玉のうち黒色不

透明なもの)金剛砂(ザクロ石)を使い仕上げには

酸化チタン:(淡黄色)酸化ク樽一ム(青緑色)匁とを

使います.有の地色の淡いものには酸化チタンを青

味のあるもの忙は酸化クロｰムを桐や皮のベルトに塗

って石をみカミき光沢をだします｡仕上げのグライン

ダｰは熱を持ちやすく肩か割れる危険があります｡

ルビｰのよう在ものは鉄板紀ダイヤモンドの粉とオリ

ｰブ油を塗りつけてその上で仕上げをします.

特別扱揚合紀は王0002000番というような細かさの粉

を使います.粉は粒度をそろえるために水ひして精

製したものを使います.このような粉を便りてみがい

た看の表面はこれが石英のような者かと思うほど楽

しく仕上カミります.石が小さくて指先でささ走られな

いようなものは棒の先に接着剤で取り付けてみ洲き濠

す.指先を痛めたり石を飛ばして割るという危険

も避けることができます.

これまでのみが書方はグラインダｰのような機械を

使う方法彰説明して慧漢し花が昔から肴をみ淡くこと

に興味を構っていた人たちは石を松やにのよう卒もの

で棒に取付け手のひらの上でやや菌げたト疹ン板の切

端の上は研磨材の粉を塗1)つけ石をこすって吻ホシ勢

ンの変形を作りてい妻す道具にこだわらずに看をみが

いてみたい方は恕めしてみられるとよいと思います.

屈⑳蛮影苫墨彩

キャッツアイ(C磁茗蝸搾)ムｰンストン(鰍な棚st◎n6)

の名で呼ばれる有があり凄す｡カポシ貿ン型にみがか

れた府を光の下で反射させてみ凌すと白絹のよう注

直線が石にくっきりと現われるのをアイといい蜜す｡

この直線の柱を真上から見おろすように石をみがくと月

のよう在点カミ現われるのをムｰンといいこれらを変形

と呼びます.

スタｰルビｰ(Star平by)のように6本の光の筋が

屍えるのを星彩(銚鮒)といい蜜す､これは荷の申の裂

目欝開双縞片や他の鉱物の小窓恋緒蟻な妊かある一

定の儀度紀灘を作っている繭で沈が圓折を起こすため

だといわれてい蜜す吉結晶構造から趨こる現象ですか

ら理想的匁縞罷をみがく揚含は比較的やさい㌔ので

すが原石は理想どおりの結最ばかりではなく結晶の

一部を扱う場合か多いのでむずかしいのです.

原石を光の下で回転し反射からだいたいムｰンにす

るかアイにするかきめて石のかどをとり球面を作り

ます.次に石をぬらして(ぬらした時の感｡はみが

き上がりの色覚の出方になり護す)施源の真下で光の

集まる点をさがし看の中心を正確はきめます､光軸

をまっすぐに取るには相当の根気と技術を要しま丈

気持を統一しないとできないので変形を持つ石をみ

がくことを精神修養の一つとして壌蜜るグルｰプがある

くらいです｡スタｰは績晶をどのようにみ淋くと出る

のでしょうか.鶴邊図にスタｰルビｰとキャッツァィ

の出方を示しました｡

ヒスイ

ヒスイと呼ばれている石の中には硬玉軟玉の2種類

の鉱物が含蜜れてい蜜す外観がよく似ているので値段

には差が匁く色の美しい方が上物とされています.

硬玉軟玉と分けられたのは近代に癒ってからです.

玉と呼ばれている石の中から白いものは白玉翠緑を

ヒスイ暗緑ないし青碧色の半透明な石を摸耳と呼んで

おり凄した､玉という言葉は美しい石の意味に使った

ので古い紺土品の中には他の鉱物で作った玉製品がた

くさんあり漢す,玉を中国ではたいへんに珍重したこ

とは歴兜や出土品を見れぱわかります.半透明の美し

い看な玉お呼んでいるうちに硬玉軟玉が他の玉に比

べてまさっていたために真玉と呼ばれました.中国に�
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は2,000年前からトルキスタン地方で掘り出された記録

もありますし本土にも産出しますがこれらの石は軟玉

が多いので古い時代には軟玉が主であったと考えられて

います.出土品の中の硬玉はビルマの奥地から中国に

輸入されたものといわれています.ヒスイを英語で

Jadeと呼ばれるのは硬玉の産地メキシコで先住民

がこの石を珍重し装飾品としておりました.のちに

スペインに征服されヨｰロッバに持ち込まれました.

ヨｰiコッパではこの石をPiedradeyjada(腰の石)と

呼びそれが略されてJadeと呼ばれたのが起原だとい

われます.その後17世紀初頭には類似の石がペル

シア中国からヨｰロッパにはいリ混同され同様に

Jadeと呼ばれるようになりました.

硬玉(Jadite)軟玉(Nephrite)は成分からいえば全

く違う鉱物ですカミ外観色沢物理的性質はよく似てい

ます.どちらもダイヤモンドやルビｰのようだ単体の

結晶ではなくて細かい繊維状の結晶が集まっているか

たまりなので衝撃に強くこわれにくいのです.かた

まりですから他の鉱物カミ含まれている可能性もあるわ

けです.100%硬玉の結晶でできているものも10%近

く他の鉱物を含むものも硬玉と呼ばれています.

二つのうち軟玉は宇で示されるようにやや硬度が

低いのでみがく場合には割合いに楽にできます.水

晶のようなものに比べて少し強くグラインダｰに当て

ても欠けるようなことはありません.仕上げには酸

化クロｰムの粉末を使います.この石の表面はなんと

なく凹凸があるようにみがき上がります.｢なみめ｣

といって宝石商は天然石の印の一つと考えています.

これは鉱物の結晶の組み合わせの状態から起こると考え

られます.

鉱物名

硬玉(Jadite)

輝石の一種

壌定ヨ…1(Nephrite)

比重,3.3～3.5

硬度16.5川7

成分INaA1(Si03)､

産地iスイスセレベス

ビルマ北アメリカ

;日本メキシコ

透角閃石陽起石の混合

物(透角閃石のものは無

色角閃眉の一種陽起石

でできている時は暗緑色

を示す)

2.96川3.ユ

6～6.5

Ca(Mg･Fe)3(Si03)4

中国ニュｰジｰランド

アラスカシベリア

慈…､

硬玉(原色版の肩)の顕微鏡写真x20ほとんど硬玉で構成されている

軟かいだめか硬玉に比べてネヅトリとした感じに仕

上がります.硬玉は日本の古墳から出た勾玉柾どのう

ちから発見され中国からの輸入品と思われてきたとこ

ろ日本でも硬玉を産することがわかり考古学的にも

地質学的にも大きな興味を与えました.軟玉と同じよ

うに細かい繊維状のものが織りま笹られたようになって

いるかたまりなので打撃に強く地質学者は河原でヒ

スイを見分ける場合に付近の石をノ･ンマｰでたたいて

みて一番堅い割れにくい石をヒスイとして採取します.

ヒスイは緑色だけと思われていますがその他に青

紫赤茶と豊富にあります.この色は微量成分のCr

NiFeによるものといわれています.

音のビルマでの採取状況を書いた本によりますとす

べてが華僑の支配下にあったようです.採取地の河原

に行き表面の泥土を取り去った後転石の大きなもの

は焚火で焼いて石を割り申からヒスイを求めたと書か

れています.

軟玉(原色版の石)の顕微鏡写真x20陽起石からなる軟玉�



糸魚川の硬玉め場合も河原の転石からさがし出すの

ですがここで法ヒスイが岩石の中からどのような鉱物

に囲まれて生ま地できたかをみることができます.

石の外側から内側に向って

外

鉱石または岩万名主成分鉱物

偉㍍llデllト

ユ

きりしない所)

硬玉

ヒスイ

白玉灰菖長石眉英ゾイサイト

側灰曹長石岩灰曹長石

この鉱物の配列から地質学者はヒスイの成因を解き

日本国土の上に起こった地球の歴史をも解こうとしてい

ます､現在では曹長石が高圧力を受けたため硬玉カミ

できたと考えられています.

曹長石一→硬玉十石英

人工的に圧力を加えた実験でも確かめられております.

顕微鏡でなくては見えないような小さなものは埼玉県

長瀞愛知県両生山などの三波川帯北海道神屠古潭帯

等の結晶片岩中にあることが報告されています.

ビルマは硬玉の最上品を出す国として知られています

がこれは同国の重要な財源の一つとなっております.

私が見た原石はバレｰボｰノレ位の大きさで外側は

茶褐色のきたたい石でした.もし石に割箸位に掘ら

れた窓から透明に近いエメラルドグリｰンが見えなか

ったならば見すごしてしまったことでしょう.1入札

の場合宝石商はこの穴から内容を判断するのです.

ビルマにはこの溝を掘る個所を選定する専門家がいて

彼らは外側のきた削'部分から判断してもっとも美し

い所ば窓を明けること淋できるといわれてい塞す.

硬玉は軟玉に比べて切歓もやや国難でしたがって

軟董ほど減りは早くあり護せん｡そしてで慈上カミりの

繭の光沢壮軟盃よりやや強いよう紀患われます｡

他の鉱物であり溶がら虹スイの名で売られてv･る看

は割合い紀多くあります｡次に名称お本当の鉱物名を

あげます｡

王､アプリカンジ鉱一ド

グリｰンガｰネット(緑柘榴石)

簑.オｰストラリアシジ猛一ド

クリソフレｰズ(藷翠玉)

3｡インディアシジ猟一ド

サｰペンチン(蛇紋岩)

善

アイドグレｰズ(ヴェスヴ石)

ヒスイとオパｰルは今のところ合成することはでき

狂いと宝石を扱う立場の人がよくいいます.買う方

でほヒスイとオパｰルを買えば合成品を買うことがない

という安心感を持っていますが白v'ヒスイに緑の色を

染付けることは考えられています.中国では古来種

種の方法で着色をしているそうですが何分にも高価な

ものなので真偽を確かめるのはむずかしいようです.

者バ回ル(蛋白石)

オバｰ/レほど色彩の種類が多くいろいろの雰囲気を

持っ石はありません.若やいだはなやかさもあれば

地味な落着きを持つものもあるという石は全宝石を通

じても少ないと思います.一個の原石から変った感じ

の石を幾つか取ることができます.石みがきを趣味に

している人びとの中にはオパｰルばかりを幾種類も

何百個もみがいたリ細工をしたりして楽しんでいる人

たちがいます.オパｰルに魅せられた人といった方が

よいでしょう.オパｰルをよく見ますと母岩に平行

して赤味続いて青味と層になって色を出していること

に気づかれると思います.オパｰルは水晶や玉髄と同

じ珪酸からできています.ただし水分が他の物に比べ

て多く美しい色は水分を失う時の条件で作られた細か

いひびのためと考えられています.

オパｰルは膠状の珪酸溶液が岩石中の空隙に集まって

水分を失い体積を縮めまた膠状の珪酸がはいってき

て堅くなるというようにして一層一層ができます.

一層が薄いほど看油の表面で見ることができるような

干渉色がよく現われあの美しい遜色を持っといわれま

す.九州には珪酸が石までに固まり切らないで柔

らかいまま産出することがあって握ると餅のように動

き巌す由弾力が強く男のカでも握り切ることはでき

扱いようです.おそらくオパｰルもこのよう柾過程を

経て慧たことでしよう,

素パｰルは結晶質ではなく水分が多いので他の看葉

質の物に晩べて軟かくみがくときは20C番位のグライ

ンダｰから始め漢すがこの揚倉はベルトといりて布に

研磨材を塗りつけたものを使い童す｡ベルトを受ける

輪はゴムを箆ねて作りてあるので少し位石を強く押し

ても極撤｡削られるこ&がありません｡仕上げは看の

地色に合わせて酸化チ勢ンなどを使ってみか慧畿す生

オパｰルの仕上げはとくにていねいにすることを要求凄

れ妻ず音もし表面のどこかぽ少しの蜜すが残ったとき

はきずから割れやすいといわれています.

軟かいことは一繭細工がしやすいので美しい層を

はがして上部に色ガラスを張合わせることもあります.

薄い層を利用すると同時に上部のガラスはレンズの役�



目をして下のオパｰルの模様を拡大して複雑狂色調を

与えることができます.上下2枚張るものをダブレッ

ト上中下3枚張り合わせるものをトリプレットと呼び

らでん

ます.オパｰルの細片を他の石に張って螺釦のよう

に細工をすることもあります.

古くから有名な産地はハンガリｰでした.メキシ

コオパｰルはコロンブスによって欧州にもたらされ

その後1900年代に前後してアメリカとオｰストラリア

で発見されました.日本に輸入されているものはオ

ｰストラリアのものが多いといわれています.

オｰストラリア産のものは全体として青色系で半

透明から不透明のもので大塊のものがあります.白

亜紀の砂岩の中に脈状で産出します.色調によりミ

ルキｰブラックゼリｰと呼びとくにブラックオパ

ｰノレの良品はたいへん高価なものです.

メキシコ産のものはだいたいに赤味がかった透明か

ら亜透明のものです.ファイヤｰと呼ばれる強烈な赤

色のものは非常に高価です.メキシコオパｰルは粗面

岩中から産出します.一般に山岳地帯から出たオパ

ｰノレはオｰストラリアのような堆積層から出たものに比

べてひび割れも多いようにいわれております.日本

でもオパｰルの美しい物を産出したことがあリ宝石に

みがき上げてショｰウィンドに飾っておくうちひび

がはいって大きた損害を受けたことがありました.

またみがき上げたサンゴオパｰルをしまっておいて

のちに取り出したときにこ在ごなに割れていたことが

あったそうです.きずを十分に取ってなかったので

そこから割れたのでしょうと話してくれました.オパ

ｰルによっては母岩から取り出して木材を枯らすよう

に一定の期間をおいたのちよい部分を使うこともある

といわれています.

石カミ母岩から離されたときに割れてしまうことはオ

パｰルだけではないようですがこのようなことが起こ

る理由として一つの仮説を地質学者は立ててくれまし

た.火山性の熱水から珪酸カミ岩のすきまにオパｰルを

凝固させたのち付近の山岳に変動が起こり穴の中の

オパｰルは大きな圧力を受け内部に大きなひずみを持

たされてそのまま静止しています.母岩から取り出さ

れたオパｰルは少しのショックにも破砕してしまうこ

とでしよう.

またオパｰルを空気中で乾燥すると水分が蒸発して

硬度がやや高くなるのか普通だといわれます.みがく

人によっては割れやすいオパｰルは美しくやや軟か

いように思われるといいます.このようなことから正

月ののしもちが乾燥してゆく場面を思い出してみると

きずをつけられた部分からひびが入りやすいことも考え

られます.オパｰルの成因は数多く考えられるという

ことです.いろいろの場面を想像することも石を見る

場合楽しい'ことの一つです.

宝眉雑話

宝石を扱う人たちと話合っていると宝石の魅力とい

うことのほかに本物かにせ物かという話題にしばしぱ

ぶつかります.ある時故事来歴のあるヒスイの文鎮

が持込まれました.このヒスイには二人の有名な学者

の鑑定書が付いていました.淡緑色の美しいもので

天然品ならば大変な価格の物と思われまし社.比重を

秤ったところヒスイとしては軽く総合結果としては

にせ物という結論になりました.にせ物にどうして鑑

定書が2枚も付けられているのでしょうか.多分鑑

定書か作られたときは鑑定書にふさわしい本物のヒス

イだったと思います.人の手を渡る間に鑑定書と品

物が離れてしまってにせ物が本物にとって替ったのだ

と思います.骨董的な物にはこのようたことがまま

あることだからです.損得を離れてみるとたいへんに

ユｰモラスな事件だと思います.

最近宝石商に昔から持っていたヒスイの型を変えて

指輪またはブロｰチに直すようにとの注文が多くなっ

たそうです.にせ物と思われる場合はそのまま返す

とのことです.うっかり注文通りに型を直した後で

にせ物だとわかると宝石商カミにせ物と取り替えたと思

われて恨まれるからです.

ヒスイは値段がつけにくいものといわれています.

色合の変化が多いので各人各様になりカミちなのでしょう.

硬玉軟玉は区別せずともかく美しい物が上物とされ

ることは師にも述べましたが彫刻された石と彫刻さ

れない石ではどのように判断されているのでしょうか.

一見細かく美しく彫刻されたものの方が高価なものと思

われカミちですカミ宝石商のいうのには彫刻する場合に

は白い薮を取り除く目的で行なわれる場合が多いので

同じ物ならカボションにみがかれているものがもっと

も高価校ものだといわれました.大きな無さすの石

は得難いものですからもっともなことだと思いました.

エメラルドもなかなか話題の多い石で近年チャズ

ム氏によって天然品と全く変らないといわれる合成品が

作られました.しかしエメラルドの粒を集めてみた

場合天然1品に比べやや緑色が強いともいわれます.

みがく人によっては天然晶は合成品に比べてやや硬

度が低いといいます.このことを否定している学者も

います.

宝石には色や外観が似ていると名称まで同じに呼ば�
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表5

宝石の別名称
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れている物が多いのです.表5に一部の宝石について

別の名称を書いてみましたが同じ名称が違う宝石の項

に出てくることに気づかれると思います.たとえば

キャッツァイという宝石があります.猫目石と呼ばれ

るようにカボション型にみカミかれた石の中央に細い三

カ月型の光彩が現われる石です.普通の人ぽキャッツ

アイと呼ばれる石は鉱物名をクリソベリルと呼ぶ一種

類しかなくまた値段も比較的高いものと思っています.

ところが宝石商は猫の目のような光彩の出る召すべて

をキャッツアイと呼んでいます.つまりクリソベリル

コランダム石英など皆そう呼んでいるのです.した

カミってその中の石英をキャッツアイといってお客にす

すめます.お客はクリソベリルを買ったと思います.

後に他の宝石商に見せたときに石英であったことがわか

りにせ物を売られたと思うわけです.クリソベリル

のキャッツアイを正式にはオリエンタルキャッツアイ

と呼ぶのですがオリエンタルキャッツアイにはコラ

ンダムのキャッツアイも含まれるのですから全くやや

こしい話です.

ルビｰサファイァダイヤモンド柱どについても

他の鉱物に何恋にルビｰとか何なにサフアィァなどと

名がつけてあるものカミ非常に多いのです.買う人はル

ビｰの名にとらわれてコランダムのノレビｰと早がてん

をしてしまう傾向があります.この思い違いが宝石に

はにせ物が多いという悪い印象になってしまうのです.

宝石商と話している場合相手のいっている名称とわ

れわれが専門的に知っている名前とが合わなくてお互

いにわけのわからない質問をすることがあります.あ

とで調べてみると同じ鉱物を話し合っていることもあ

るし全く別の鉱物をお互いは同じ物として話し合って

いることもあるのです.｢みどり｣という人名は男に

も女にもあります.宝石の場合も'方は男のみどり

さんカ類にあり片方は知っている女性のみどりさんに

ついて話し合っていると思っているようなものです.

宝石を買う時ははっきり鉱物名を聞かれる方がよい

と思います.今のところ宝石を扱う人と鉱物学を専

門にしている人との接触が少ないように思います.宝

石を扱う人はもっと鉱物専門家を利用したらよいし専

門家は知識を一般化していったら宝石を見る人持つ

大地質や鉱物を研究する人たちを含めてもっと楽し

い世界が開かれるのではたいかと思う者は私一人では

ないと思います.(無考は技術部化学識)�
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おおよそ年に3000種程度といわれています.

すべて集めることはまず不可能といえます

の能力に応じてまた興味の対象によって

堀内恵彦

1840年にイギリスで世界最

初の切手が発行されその後欧

米各国でもこれになら･)てつ

ぎつぎに切手を発行しわが国

では明治4(1871)年に俗に竜

切手と呼ばれている4種の切

手が発行されました.これら

の切手は郵便物に貼られて

自国内のみならず遠く世界の

果てまで騒げられその扇の宣

伝に一役買うことになります.

このため図案もいろいろと考

えられそれぞれ興味のあるも

のと怒っています､この切手

がいつの時代からか収集され

人々の趣味の対象となったのも

決しておかしい事ではありませ

ん.現在世界各地で発行さ

れる切手は年とともに増加し

これらの切手を

このため各人

いろいろの集め方

があります.いずれの場合にもいえることはまず集める方

針を定めてその目標によって収集することが大切です.最

も一般的柾目標は次のとおりです.

1)手に入る切手はすべて集める

2)特定の国のものを発行年代順に簸める

例:日本の切手アジアの切手など

5)トピカル(特定の題目)コレクション

例:スポｰツ切手音楽切手花切手など

これらの切手を集めるについても使用済で集めるかまた

は未使用で集めるかという問題があります.これはその目的

にもよりますが最近では来使用で集める人が数の上では多い

ようです.しかし使用済の切手も決して無駄でなく場合

によっては使用済(特に郵便物にはリつけたままのもの･･カ

バｰといいます)の方が価値のあることがあります.でき

れば両方集めたいものです.また別の面からみると単片

(一枚ずっのもの)ペアｰ(2枚つづき)円型(4枚ブロック

･田という字の形になるのでこの呼び名がある)シｰト(印

刷単位で一面になっているもの)また銘付(印測所名の入って

いるもの･･日本切手ではシｰトの下の部分の切手外の余白に

r大蔵省印刷局製｣と印刷されている)在とに区別されます.

つぎに大切なことは未使用･使用済にかかわらず状態(コ

ンディションという)のよいものを選ぶことです.たとえば

未使用切手の糊にゴミがついている.また糊が無い.隅が

欠けているなど使用済切手の場合に消印か全体に強くかかっ

ているといったものはなるべく敬遠すべきです.

以上のことから集めた切手についても十分に注意を払い

常に入手時の切手の状態を保持するようにすべきでこれらの

点について次号から数回にわたり説明いたします.

(筆者は元所員現科学技術情報センタｰ勤務)

灘鰯灘鰯灘:

瀬戸内海

国立公園

堀内恵彦

雲仙霧島とともに国立公園法制定の第一次として昭和9

年3月ユ6日に指定され当初は岡山･広島･香川の3県のみで

したがその後の追加により現在は和歌山･兵庫･徳島の3

県以西福岡･大分の両県にいたる内海各地の要所が面積

659,249km2にわたって公園地区の指定を受けています.瀬

戸内海は第三紀から第四紀の時代に陸地の陥没によってで

き当時の山の高い部分が島として残されたものですから

平地が少なく地味も豊かではありません.しかし海水の侵

食や土砂の堆積と:石灰岩と花筒岩とからなる地質のため白

砂青松の内海風景が各所に生まれたものです.この海は幅が

せまく陸地ピはさまれまた島が多いため波は静かですが

潮の流れが非常に早くしかも島や陸地の間が非常にせまいた

め海上交通の難所として古くから知られています.また

昔から多くの島を根拠地とした海賊や水軍の発生地として有

名です､

沿岸は商は四国の高峰によリ北は中国山脈によって両

側からρ湿気や強風をさえぎっているので一年を通じて晴

天が多く温暖た気候ですがその半面夏は｢ゆうなぎ｣か強

くまた冬は西風が強くなります.

またこの地は日本歴史上神代の時代から人々の往来も

相当にあり歴史と伝統に輝く地域でもあります.

六甲山荷近･･神戸の背後にある六甲山(930m)は絶好の

展望台で池や原始林の底がる高原です.その手前には夜

景百万ドルといわれる摩耶山がありケｰブルで登れます.

淡路篤周辺･･古くから歌によまれた名勝地和歌の浦･友

が島は紀伊水道に壮大な鳴門の渦潮は鳴門海峡で見られます.

播麿灘一淡路島から小豆島までの海面で家島群島と寒霞

渓や88か所の霊場で有名な小豆島があります.

傭讃海醸付近･･岡山から高松にかけての公園の中心部

ともいえる地域で多くの小島が散在し高所から美しい風景

を見ることができます.屋島城山金刀比羅宮鷲羽山

などの名所と海賊の本拠といわれる塩飽諸島があります.

燧灘とその付近･･靹の浦･厳島などの名所や村上水軍

の発生地といわれる因島海上守護神の犬山砥神社があります

周防灘付近･･室積の峨帽山半島はよい風景で源平合戦で

有名な壇の浦また猿で有名な高崎山などがあります.切

手は昭和14年4月20目に4銭(屋島)10銭(あぶと観音)

20銭(輔の浦)の3種.昭和38年8月20目に5円(鷲羽山)

10円(鳴門の渦潮)の2種が発行されました.�




