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1神屠古潭峡谷1
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渡辺暉表紫草薬彦

大雪山系に源を発する石狩川ぽ上川盆地に注ぎさら

に山間をぬって石狩平野へと流れる.この石狩卒野へ

の出口に神居古潭峡谷があって神屠肯潭変成岩類の名

称の由来するとζろ虹なっている.四凋の津を闘いて

もこの峡谷から雪か消えるわけではない珀やがて峡谷

に遅い春が来て鯉方の山冷から電探の水淋峡谷は注ぐ

よう忙なる誼しかしかって峡谷葵を誇噌た神屠宵潭

も今は工場廃液で汚れず幼リ省あせてし蜜ってい葛

のだ.岩を砕く急流凄た深い淵をなりて流れる川と

突き出た岩冷はアイ潔の伝説を生み詩情鐙かな峡谷

であったカミ残念ながら今は訪れる人も失望する熔違

いない.そこに露胸する変成岩すら何か色あせてみえ

るのだがその申にも自然の創造の一端をみて行くこと

にしたい.

札幌から列車で2時間あまり両側に平野と丘陵地帯

がつづきやがて右等紀イルムケップ出がみ免て㍍ぱら

くするとトンネルをくぐり出花所が紳屠宵簿駅で勤る

鉄道は峡谷のすぐ北岸を走っている秘その少}ヒ側に

新しく神居古潭トン率ルの工事が進んでいる｡工察は

蛇紋岩の申を貫くために難行してい蕃刮や洲て電化さ

れて新しいトンネルを通るようになるとこの小さな

紳居古潭駅はなく怒るとのことである､

神屠古潭変成岩類の兇学は漢ずこの駅の前にかかっ

ている吊橋の下から始めるとよい.橋の少し西側には

蛇紋岩が彫りさら紀新第三紀層の砂岩頁岩互層が分布

する.

橋の下には一繭に緑色片岩カ耀出している.一見塊

状にみえる秘鉱物が一定の方向に配列する片状構造か

明瞭である百緑亀片岩の申紀珪質の緑色片岩黒色

片岩が著平入り混りている世ほとんどの場合有英脈

が無力胸ぽ入り蔑色い緑簾看の結晶集合体カミ片理方向

に沿ったり部分的ぽ濃集したりしている.緑色片岩

には凄蜜れて石脈質片岩がみごとな橘曲構造をみせて

いる.

潜看のくわしい観察を後鰯しにして周闘をみると全

体が妙紀凹凸していること紀気がつく珂大きなくぽみ

湯量いくつもみ充ている､このようなくぽみは流れの

籍な渓谷紀は大なり小なり屍塗れるものであ翻蔓禅屠

宵潭峡谷のは特ば宜派で彪リ神屠宵潭の願穴(P碗

胴嚢)灘と呼ばれ茨然記念物随なりている哩これら

の申隠は径数剛ζ論変ぶもの秘あり橋の下から土流に

かけて何労所紀もかた凄ってみられる.これは早い流

れによって漁流カ洞し場所で起こり小石など紀よって

えぐられた侵蝕作用の結果と考えられる皿がりてこの

峡谷を渦凄いて流れ下って行った石狩川の急流を思い浮

べることが繊来よう､

闘穴欝⑳発蓬する所1壬緑色片岩帝紀なりてい効婁天

然記念物のため無暗に砦を弾くわげぽはいかない苗ぞ

醸捌助㌻かる稀橘�
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第3図神屠宵漂橋下の左岸のスケッチ

て行く必要か捲る害線構造と大きな櫓曲構造とは決し

て無関係のものではなく摺曲軸に平行紀線構造沸形成

養れるζ〃掬られている｡これらの構造をしらべて

みると錫荏⑳峡谷村逝は北酉～南東の方帥こ繍いだ片

理薗を主構造としドｰムベｰスン状構造の強く影響

したものである抽

鏑慧鰯菊隊蔵炭幾の綴織構鐙

れで愁注意してみれぱ変成砦の種冷の構造秘よくわか

蕃⑳で川紀沿繊で屍学しで行く挫よい､

芯こて緑亀片岩&呼んでいるのは塩基性の火山砦や

火山砕層岩を源岩とするものやアクチノ閃看緑潟石

緑簾石曹長石有英などの鉱物か層状の配列をしてい

る曲この層状配列で添書れる爾はは秘杓やすくこれ

を一般紀片理繭竺呼んでいる帝大部分の露頭ではこの

片理面の複雑な糟曲がみ塗れる硅同時に片理面上には

ほぼ平行な多くの線状の構造(線構造)か認められる｡

線構造肥は何種類かあって

①針状の変成鉱物の配列

⑳微橘曲構造

⑬ちりめんじわ状の線

などである.緕最片岩類の調査では複雑な変形を解明

するため1ここれらの繭構造や線構造をくわしく測窟じ

この緑色片岩を主体とする部分は約笠㎞の幅を持

ち川沿いに連続して露出している.時には黒色片岩

撚薄く蟻～3独⑳幅湾爽稼し宥灰質帰港秘をζあ澄芯

場悠み免る甜

橋か壕衝熔も濠る当鰭紋岩の岩体躯みられ澄苗橋⑳

狩近⑳蛇紋岩は驚縁亀を欝色⑳散歳し花怒の心あ為曲

慧の蛇紋着体は橋⑳北の常磐凶豊胸遺跡の切鰺翻り紀み

られ鉦錫潅工欝串のトン率班は慧のなか数貫ぬいて

い繊蔓該⑳舵紋瀞は大部分秘薬

片状蜜なし掬状⑳部分泌そのな

か鷲濠慧潜婆蔓弩雛鰺托る胆ト

該津浪は慧の塊状部⑳踏器蕨郊は

強爽な飽展ががか資花め縫湿欝

欝は艦常⑳蒙借逝く妻す蕃澄⑳ζ

畿湾蕗る､蛇紋猪紅葉序状部の

いちじるしいのは両部のことで

血流⑳旭川遊笑⑳東部蛇敏砦はぽ

お彪濠塊状でトンネ〃エ勲醍憾

濠獺閥騒はない､蜜花葉片状

蜷紋瀞は地労災りの激しさ恋憲評

秘彪葛､細りで通行幸⑳築周窮

林地球戎壌講典楓辮終転落じ花欝

敬淡路繍怒は婆心路る壁もむ注

鴬深く観察沸れば鰭紋岩のなが紀

篤逮鰯

麟然紛一例�
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10c㎜～1血球状灰色のロヂン岩をみづけることが出

来よう.ロヂン岩は灰欝柘榴有輝宥を主体&して蛇

紋岩を貫いたりそれに包有され花りするが北海道の

回チン岩の大部分は早期の塩基性優白岩カ婁交代作用を

うけた結果であると考えられている軸

橋から約2kmで黒色片岩帯に入るか川幅は広くな

り流れもゆるやかになる嘩この地域は川沿いに行く'

よりも道路沿いの方がよく観察出来る.遡ンクリｰト

で塗り固められている崖はほとんど蛇紋岩である.

黒色片岩は剥離性に富み大部分が看薬炭質物絹

雲母曹長石からなっていてもりとも広い地域を占め

ている.微摺曲のよく現われた所も何カ所かある.

類である.磨くと青緑色の美しい色を呈するので飾り

物となるが橘曲構造秘一層引き立つ場合もあるよう

柱形こそ多少褒賞鮒潟が岡篶種類の宥なら一対

し花沢紀入れば鞠難憾薙隠然抄彩簑なの淋結構な傭で

並ん湾な満慰は1簾か慧舵鳶由形な壕緑陰うでもぷきそ

夢なもの鶯淡稔の艦⑳愛簿錬憾なかなか登る叡帖㌫

い由η肋凛鏑閑孫樽閥懸は後懇忠勤一膜ふれ器慧畿

おす蕎秘忍⑳寮様肉派はい敬渇な文献紀影る代表

的砦腐淋花薫謹約離唄秘る興瞭蕗る坐慧るで踏る､

寮溝肉派秘蟹餐厳は濠廉へ遼なお宥狩川の川幅は

慧蔭悠肱くな算欝鰯縄の沖積溺湾拡薫分布する申鍛

納駅⑮周辺憾箭枚籍歴砕褒成瀞扉襟砂砦な濠籍

亀片砦紀くらべて変成度は低慧漆湾鷲鴻曲農嫁澄露

頭は少ない屈詞肪から注ぐ江丹別州を境界にじてふた

たび緑色片岩が現杓れる｡ご⑳地域は緑色片岩を主体

にしてチ嚇一ト疑亀片岩などが互層する秘変成度

はいずれも神屠首簿吊橋付近のも⑳皮ゆ低い缶蛇紋砦

もζれらを買いて分布する塙ζの鋤域は贋側から線路

沿い綻屍学するの秘適当である苗

凄ず緑色片岩の露頭をみるヱあ湾拙来る肯ζれらは

暗緑色塊状⑳岩膚で明瞭な片理爾をも幻ものは少な

い(片理構造の発達するのは凝恢質の砦有を原岩&する
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第8劇

神居古澄峡谷の地質図

(SU豚UKI,J.SUEU皿1,Y岳1959による)
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概加内地労の蕊成鉱働の産状(Basicτ㏄ks)
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田崎(1964)による

怒⑳懇彪蕃)曲多くは肉眼鷲怒災成籍⑳様相蜜多分縫残

篶榊鴻⑳秘鋤鴻､鏡下樽は斜録宥淡諺顯総当恩松

牝蕃艦織蜜衛レ球ブ確矛獄琴線織濠恩細舵藩苗漢愁

輝宥愁残穆載鴻撚棚推憾卿肋荻輝肴綬褒杓繊愁

い鳶聰愁存梅する串1蛇彩壕⑳猪繍載肉眼駒樽緑

掘荷添脈状齢勧峨プｰ液状隠螢成篶載鴻鋤蛎淋

蕃串緑奮抹瀞の露頭を艦き慈畿蜷紋潜秘滋蕃由慧⑳

蜷紋潜は掬状で溝詞脈簸ぴ'幅約蜘晦懇踏蕃曲

最後は勅ず菊稚褒成艶夢獄て一部憾務亀瑳瀞濠漆繊

榊鴻チ労一ト郊齢紙芯舵憾約郷罵雛の鰯鷲鱒批縫

嚇概曲織艶麟鱗鰯雛蝋

ん蛾鴻串ζ⑳滋夢紀宥葉脈秘泳蛛繊登蹴火度離坐

昇す蕃淀め泳翌はン洗ン繍摘発慈勅る蜜で稼筒簸宥

の名で賦人材として製鉄所において使用巻れて来淀輯

神屠吉簿構造精の滋整挫幾狩慕の化学分析値の例
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さてわれ知れは神屠宵潭峡徐の岩宥を一通りみて来た

わけであるがこれ蔭の砦膚⑳分布する神居古簿構造帯

は北海道の中軸部の潟商帯の働側熔あ櫛てζ杓登並列

し蛇紋岩の錐入と塩基性火山砦火山砕暦砦を多く

含む結晶片岩で特徴ずげられる構造帯で勅訟ζれら

神居古擢を標式地として分布する緕晶片岩類は酋くか

ら藍閃石曹閃石ユジル輝宥漂一ソン宥などの鉱物

を含むことで有名であり神居古潭変成岩類と名付けら

勅施曲景⑳磐石学的研究は鈴木臨教授ら紀よって蝸

馳鎌熔蜜登ぬ参れている.

藍閑宥紬功のはN浅に富む角閃石で肉眼的には濃

祷亀廼氷熔ぬらすと慧れいなインク色を示す.この

畿餐漆勅瞭懇緑色片岩申紀藍閃石の多い片岩は扇並つ

祷稼湾務議判そして藍閃看をはじめとしてエゾプ輝

孫締欝疑宥環濠服に當む鉱物を含む変成岩の成因につ

》双ば鵬繊磐との接触交代作用によって生成された特

磯稼籍梱廼勅澄との考えかあっ花岨これは神居首潭構

澄瀞縫象麓詩篇蛇紋岩も含めて変成岩形成の問題を考

免盆該畿移愁慧とあ単ぬ出現する鉱物のみならず再

結晶僚馬⑳強弱をも含め花砦相の変化紀も注目して総

合醐鞘噺杉墾うとした考え方てあっ牟.

その後神居古簿構造帯の南部地域の結晶片岩形成と�
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交代作用との検討藍閃石の出現と蛇紋岩との分布の関

係の検討が遠め参れて来花苗蝸0年代役串から6⑪年代

にかけて藍閑宥や濠一ソン有あるいは虹スイ輝肴を

含む変成帯の研究が飛躍的に進ん想曲筒添においては

しばしば神居者潭変成岩類と比較されてい花三波川緕晶

変岩類(御荷鉾緑色砦も含めて)紀藍閃宥賢一ソン

暦パンペリｰ肴など特殊な鉱物と思われていたもの

秘広域的紀産するごとが分かってき花白壁閥宥な淳は

一定の領域終曲錫し褒成度秘より高くなる蜜消滅する

地域林彪蕃ごと秘分が吻で来花､この淡雪な観叙から

幌加内地方の変成岩紀ついて飯野1羽田野(醐3)は

藍閃石は調査全区域にわたって出現す納婁潔一ソン石

の有無によって凄地域に分け島れるζをを示泌神居

古潭峡谷の商都で田崎(蝸遂)は3帯に区別レでもっ

とも高い変成度を深す地蛾熔は藍閃宥パンペリｰ看が

出現しないことを示した｡

このような研究から神居酋潭褒成岩類の特殊鉱物も

広域的な分布を添すもので成因紀ついては特襟な場所

の物質の出入がなくをも藍閑看片岩相と浮ばれる温度

圧力な星の変成強度条件熔ぶりで形成され花と考免得る

こと秘めかつ花､ζうレで変成分帯という仕察紀孜り

で新しい局薗湯欄げ施がなお解拠蜜れなければならな

い問題が多く残っている苗

たとえば鰯州内地域では大まか1こい吻で東ば神屠

古潭南部の分帯では酉に累進的で渉る変成度の違いにつ

いては層序を検討してその理由を明確紀しなければな

らない血漢た神層酋溝帯の東紀勘篭空鈎層灘の塩基性

岩(目高西縁構造帯と参れているもの)には神居古潭

変成岩類と類似した藍閑有アクチノ閃石緑瀦宥など

の裟成鉱物秘みつげられこれらとの関係が問題となっ

て来た巷ら紀藍閃肴がいちじるしく濃集した婁断帯

鳶漏所的紀みら牝葛ζとが報告慈れ何らかの當化現象

を誇免ず1副窪襲解出衆ないといわれる事実が存在する畦

ζの盆うな特殊な産状を涼す藍閃看と広載的に産する

それとを緕び訓ブて統一的忙解釈しなけれぱならないこ

をを強調し花い畠

第1咽

こうして今蛮で如られている事実から判蕨すると神

居宵漂変成岩類は単純紀一様終累進的でなく変化惣と

んでい鉦ζの庶を明らかにするには何らかの構造運

動を緕びつけて考免てゆかねばならないに違いない由

現在藍閃荷あるいは藍騒宥をもつ商圧型をいわれている

変成帯の分布は金地球的紀みてす域て紬長い帯であっ

て他の変成帯紀くらべ構造票素秘大巷く加わってい

蕎らしいこと秘蜘られているこを紀も留意しなけれぱな

らない曲

紳屠宵潭変成岩類夢)ソｰダｰ鉱物に関する請題を大分

紹介したが他にも神居古潭構造帯中の負閃岩について

も重要な閥題である.しかしここでほ割愛したい.

その他深名線幌成で下リて幌成川をきか上るとトロ�


