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1．はじめに

大理石石材は壁床等の建築材料や美術工芸品に利用
されるため，一般市民にとっては最も身近な石灰岩と
いえるであろう。大理石とは，岩石学的には変成作用
を受けてできた結晶質石灰岩のことをいうが，一般的
には石材として利用される石灰岩全般を指す場合が多
い。そのため，白色の結晶質石灰岩から，化石を含む
礁成石灰岩まで，さまざまな石灰岩が大理石石材とし
て流通している。きれいに研磨された大理石石材は，
石灰岩が持つ本来のテクスチャーをとてもよく観察で
きることから，一般市民が石灰岩を理解し，関心をもっ
てもらうための普及教材としても極めて有用である。
例えば，山口県美祢市産の大理石石材は「鶉

うずら

」，「黒
こくりゅう

龍」，
「銀

ぎ ん ぱ

波」など固有の名称が付けられており，石材ごと
に特有の色や柄を持つ。これら石材の色柄は，石灰石
が形成された環境やその後の続成・変成作用などによ
り決定されるものである。しかし，大理石石材につい
て，岩石学的・堆積学的見地から調査・研究した例は
少ない。国内産の大理石は外国産の大理石石材の輸入
に押され，1970 年代後半以降はほとんどの大理石鉱
山が採掘を休止し，伝統ある国内産大理石銘柄の産地
情報も失われつつある。慣れ親しんだ建築物の壁材等
に使用された大理石石材も，その産地や地質学的位置
づけを知ることが難しくなっている。

そこで我々は，現在採掘されている，あるいは過去
に採掘された国内産の主要な古生代大理石石材につい
て，文献調査や地元での聞き取りなどにより，産地（石
切場跡地）を明らかにした。また，現地で採取あるい
は取り寄せた試料をもとに大理石の岩相の検討を行っ
た。本稿では，国内産古生代大理石石材の産地と岩相

の記載を行うとともに，大理石の色柄を決定する要素
を挙げ，色柄の成因について岩石学的・堆積学的な考
察をおこなう。

なお，本稿において記載を行った石材は，国内産古
生代大理石の代表的な石材のうち，試料を得ることが
できた銘柄であり，今回取り上げていない（試料を得
ていない）大理石石材の銘柄も数多くあることを承知
されたい。

2． 調査手法

現在，国内で生産される大理石石材は極めて少なく，
国内銘柄の大理石のほとんどは採掘を休止している。
そのため，多くの銘柄は，文献調査および地元での聞
き取り調査などをもとに石切場跡を特定した。山口県
美祢市など，採掘箇所がまとまって分布する地域では，
石材業者あるいは過去に採掘に従事していた方などを
通じてまとまった数の大理石石切場跡地の情報を得る
ことができたが，そうでない場合は，大理石石材に関
する資料，旧通商産業省の稼行鉱山リストなどをもと
に，石切場の所在地など，おおまかな位置を確認した
後，旧版地形図あるいは空中写真をもとに実際の石切
場跡を特定した。そして，必要に応じて地元での聞き
取り調査により位置を確定した。大理石石材の石切場
跡を特定できた場合，実際に石切場跡を訪れ，試料が
採取できる場合は採取し，不可能な場合は過去に採掘
された石材を取り寄せるなどして試料を得た。

得られた試料は室内で切断し，研磨面標本を作製し，
石灰岩組織，堆積構造，そして石材としての色柄を観
察した。また，各銘柄の石材を代表する部分から大型
薄片を作成し，石灰岩の詳細な岩相・組織を観察する
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図 1　大理石石材産地の位置図
左上インデックスマップのベースマップは国土地理院の地理院地図を使用。そのほかのベースマップは 20 万分の
1 日本シームレス地質図（産業技術総合研究所地質調査総合センター編，2014）を使用。
地質図の凡例 6：後期更新世−完新世の自然堤防堆積物，10：後期更新世−完新世の海成または非海成堆積岩類，22：後期更新世の低位段丘堆積物，23：後期更

新世の中位段丘堆積物，40：前期更新世の海成または非海成堆積岩類，60：中−後期中新世の海成または非海成堆積岩類，200：前期白亜紀後期の非海成堆積岩

類，230：前期白亜紀の海成堆積岩類，280：三畳紀中−後期の海成または非海成堆積岩類，290：三畳紀中−後期の海成堆積岩類，310：ペルム紀の海成堆積岩

類，340：シルル紀−デボン紀の海成堆積岩類，410 − 419：ペルム紀の付加コンプレックス［410：基質，411：砂岩層，417：玄武岩ブロック，418：石灰岩ブロッ

ク（石炭紀−ペルム紀），419：チャートブロック（石炭紀−ペルム紀）］，420 − 428：前−中期ジュラ紀の付加コンプレックス［420：基質，428：石灰岩ブロッ

ク（石炭紀−ペルム紀）］，430 − 439：前−後期ジュラ紀の付加コンプレックス［430：基質，431：砂岩層，437：玄武岩ブロック，438 石灰岩ブロック（石炭紀

−ペルム紀），439：チャートブロック（石炭紀−中期ジュラ紀）］，450 − 451：後期ジュラ紀−前期白亜紀の付加コンプレックス［450：基質，451：砂岩層］，470

− 473：後期白亜紀の付加コンプレックス［470：基質，471：礫岩層，473：砂岩優勢砂岩泥岩互層］，555：超苦鉄質岩類，811：後期白亜紀の珪長質火山岩類（非

アルカリ貫入岩），832：後期白亜紀の非アルカリ珪長質火山岩類，1100：後期白亜紀の非アルカリの苦鉄質火山岩類，1110：前期白亜紀の非アルカリの苦鉄質火

山岩類，1331：後期白亜紀の花崗岩，1332：後期白亜紀の花崗閃緑岩，1342：前−後期白亜紀の花崗閃緑岩，1350：前期白亜紀の阿武隈花崗岩類，1352：前期白

亜紀の花崗閃緑岩（阿武隈花崗岩類），1480：後期白亜紀の苦鉄質深成岩類，1582：阿武隈変成岩の苦鉄質片麻岩（弱変成），1583：阿武隈変成岩の石灰質片麻岩（弱

変成），1590：阿武隈変成岩の珪質片麻岩（弱変成），1661：三郡−周防変成岩類の泥質片岩，1680：寺野変成岩類
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とともに，年代決定に有効な有孔虫類（なかでも大型
有孔虫であるフズリナ類）の同定を行った。これらの
観察をもとに，大理石石材に使用された石灰岩の記載
を行った。

3．記載

これまでに山口県美祢市（秋吉台およびその周辺の
石灰岩）から 29 銘柄，福岡県北九州市（平尾台の石
灰岩）から 1 銘柄，高知県（横倉山および土佐山）か
ら 2 銘柄，岐阜県大垣市（赤坂石灰岩）から 3 銘柄，
東京都日の出町から 1 銘柄，日立・阿武隈地域から 2
銘柄の石材試料を得た。以下にそれぞれの産地および
岩相を記載する。

3.1 秋吉台およびその周辺の石灰岩

山口県美祢市に分布する秋吉石灰岩（図 1）は，ペ
ルム紀付加体である秋吉帯に包有される，海洋島を
起源とする代表的な浅海成石灰岩である（佐野ほか，
2009）。石灰岩の形成年代は前期石炭紀（ミシシッピ
アン亜紀）ビゼーアン期から中期ペルム紀ミディアン
期（キャピタニアン期）である（上野，1989；Ueno， 
1996）。周辺には秋吉帯に属するチャート・砂岩・泥
岩を主体とする大田層群，別府層，常森層のほか，後
期白亜紀の火成活動により形成された深成岩類・火山
岩類が分布する（西村ほか，2012）。秋吉台およびそ
の周辺の石灰岩からはさまざまな銘柄の大理石石材を
生産していたことが知られる（杉村，1983；石灰石鉱
業協会，1983）。以下に，これまでにこの地域から得
た 29 銘柄の大理石石材の産地と岩相を記載する。

3.1.1 御
お き ぶ せ

器伏（図 2A）
産 地：美祢市美東町平原
　　　　　（秋吉台東の台南東縁；図 1A）
岩 相 名：volcaniclastic crinoidal packstone/grainstone
記 載：ウミユリの破片を多量に含み，火山砕屑物

からなるマトリックスをもつ，赤褐色の
石灰岩。酸化の程度により黄褐色から緑
灰色を呈することがある。ウミユリは破
片化し，円磨されているものが多い。生
物遺骸片はウミユリのほか，コケムシや
サンゴ，有孔虫なども含む。いずれも破
片化している。これらの生物遺骸片粒子
は密に接しており，マトリックスは粒子
間隙にシーム状にみられる程度になって

いる。ウミユリなどの生物遺骸片の空隙
などにも少量の火山砕屑物が混入し，赤
褐色を帯びる生物遺骸片がしばしば認め
られる。

形成環境：本石材の産地は，秋吉台南東縁に分布する
玄武岩類の直上の層準に位置し，秋吉石
灰岩形成の最初期の石灰岩である。その
ため基盤からの火山砕屑物の混入がみられ
る。ウミユリは石灰岩形成最初期に先駆群
集として繁栄したことが知られる（衛藤，
1967）。

年 代：平原周辺に分布する秋吉石灰岩最下部層を
調査した配川（1986）によると，「御器伏」
の石切場跡は層準としては Zaphrentites 
sp. 帯上部あるいは Cyathaxonia sp. 帯下
部に位置している。配川（1986）は産出
コノドント等に基づき，この層準の年代を
最後期トルネーシアン期−最前期ビゼー
アン期に対比した。一方，今回現地調査で
得た試料には，産出量は非常に少ないもの
の，Mediocris?， Endothyra， Tetrataxis，
Pseudoammodiscus 等の有孔虫類が認め
られた。これらのみから詳細な年代を論
ずるのは俄には難しいが，少なくともト
ルネーシアン期を積極的に示すものではな
い。松末（1986），上野（1989）による秋吉
石灰岩最下部での有孔虫類の年代論を基に
すると，前期石炭紀ビゼーアン期前半頃の
年代が示唆される。

利 用：現在採掘はされていないが，おみやげ用
の工芸品に使用されているのを見かける。
ただし「御器伏」「梅花石」のどちらなの
か区別は難しい。

3.1.2 梅
ば い か せ き

花石（図 2B）
産 地：美祢市伊佐町正法寺
　　　　　（秋吉台西の台南縁；図 1A）
岩 相 名：volcaniclastic crinoidal packstone/grainstone
記 載：「御器伏」によく似た，ウミユリ破片を多

量に含み，火山砕屑物のマトリックスを
もつ，赤褐色の石灰岩。酸化の程度によ
り黄褐色から緑灰色を呈することもある。
生物遺骸片はウミユリがほとんどを占め
るが，少量のコケムシ，サンゴ，腕足類，
有孔虫などを含む。粒子はよく円磨されて
いる。採取した試料を比較する限りでは，
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図 2　山口県美祢市産大理石石材（秋吉石灰岩；その 1）
A．御器伏，A-1：研磨面標本，A-2：薄片，B．梅花石，B-1：研磨面標本，B-2：薄片，C．鳶ノ巣，C-1：研磨面標本，C-2：薄片，D．霞，D-1：研磨面標本， 

D-2：薄片，E．鶉，E-1：研磨面標本，E-2：薄片，F．銀波， F-1：研磨面標本，F-2：薄片
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「御器伏」よりも「梅花石」のほうがウミ
ユリをはじめとする生物遺骸片粒子の粒
度は大きく円磨度も高いが，これが普遍
的なものかは不明である。また「御器伏」
と同様に，生物遺骸片粒子は密に接してお
り，火山砕屑物からなるマトリックスは粒
子間隙にシーム状に残される程度となって
いる。火山砕屑物は生物遺骸片にも混入し，
一部ではそれらを赤褐色に着色している。

形成環境：「御器伏」と同様に，秋吉石灰岩形成の最
初期の石灰岩であり，浅海環境で先駆的
な群集であるウミユリが大量に発生した
とともに，基盤からの火山砕屑物が混入
したものと考えられる。

年 代：「御器伏」同様，僅かながら Endothyra， 
Tetrataxis， Mediocris?，Pseudoammodiscus
が 得 ら れ た。 そ れ と 共 に Archaediscus 
sp. と Paraarchaediscus cf. koktjubensis
も認められた。特に後者の archaediscids
の産出は，「梅花石」の年代が前期石炭
紀ビゼーアン期中期以降である可能性を
示している。一方で本有孔虫群集には
Eostaffella 属が見られない。このような有
孔虫群集の特徴と秋吉石灰岩最下部での
火山砕屑物混入の上限の層準（例えば配川，
1988；上野，1989）を考慮すると，「梅花石」
の年代としてはビゼーアン期中期とする
のが最も妥当である。「御器伏」と「梅花石」
はいずれも秋吉石灰岩最初期の，海洋島
玄武岩基盤が石灰岩に本格的に覆われ始
めるころの岩相を代表するものであるが，
両者には若干の時代差がある可能性がある。 

利 用：現在は採掘されていないが，おみやげ用
の工芸品に使用されているのを見かける。
ただし「御器伏」「梅花石」のどちらなの
か区別は難しい。

3.1.3 鳶
と び の す

ノ巣（図 2C）
産 地：美祢市美東町鳶巣
　　　　　（秋吉台東の台南東縁；図 1A）
岩 相 名：volcaniclastic oolitic grainstone
記 載：ウーイドを主体とする grainstone. ウーイド

粒子は 0.5 〜 1 mm 程度のものが多く，分
級はよい。核にはコケムシ，ウミユリ，有
孔虫類などの生物遺骸片や火山砕屑物など
がみられる。ウーイド粒子のほか，ウーイ

ド被膜のないウミユリ，サンゴ，コケムシ
などの生物遺骸片や火山砕屑粒子も含む。
いずれも粒子はよく円磨されている。粒
子の周辺には等厚の繊維状セメントが発
達するが，全体に圧密をうけ，粒子は密
に配置している。一部にスタイロライト
が発達し，スタイロライト面に火山砕屑
物がシーム状に観察される。

形成環境：本石材はウーイドを主体とし，少量の火
山砕屑物を含むことを特徴とするが，石
灰岩形成最初期のウミユリの発生に引き
つづき形成されたウーライト砂堆（衛藤，
1967）において，未だ火山砕屑物が混入
する環境で形成されたと考えられる。

年 代：「鳶ノ巣」石切場跡は，前述の配川（1986）
の地質図ではNagatophyllum satoi 帯の中
部付近に位置している。現地調査で採取
した試料からは年代決定に有効な化石は
得られなかったものの，配川（1986）に
よる化石帯分布とその年代論，および松末

（1986）の有孔虫化石による年代論からは，
前期石炭紀ビゼーアン期中期の年代が推定
できる。

利 用： 現在は採掘されておらず，また筆者らは石材
としての利用を確認していない。

3.1.4 霞
かすみ　

（図 2D）
産 地：美祢市秋芳町別府及び伊佐町河原
　　　　　（秋吉台西の台中央〜南部；図 1A）
岩 相 名：boundstone/grainstone/rudstone
記 載：さまざまな礁生物の化石を含む原地性礁

石灰岩（boundstone）および grainstone/
rudstone からなる。秋吉台国際芸術村の建
築物に使用されている「霞」の観察（中澤
ほか，2015a）によれば，本石材は，サンゴ
や海綿類（ケーテーテス類）からなる群集

（後期石炭紀），石灰藻類を主体とする群集
（最後期石炭紀〜最前期ペルム紀），微生物
が形成した石灰岩（前期ペルム紀），海綿
類（sphinctozoans）を主体とする群集（中
期ペルム紀）など，さまざまな時代の礁生
物からなる原地性礁石灰岩やフズリナ類
を多く含む grainstone/rudstone からなる。
また，Nakazawa et al. （2015a）は「霞」から，
中期ペルム紀の海綿類と被覆性微生物類を
主体とする礁相を報告している（図 2D）。
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形成環境：原地性礁石灰岩が多く含まれることから，
礁縁辺部（礁中核部：reef core）で形成
された石灰岩が多いと考えられる。秋吉
台西の台には礁成堆積物の分布が報告さ
れている（例えば，太田，1968；橋本，
1978；Sugiyama and Nagai， 1994）。 

年 代：秋吉台国際芸術村で使用されている本銘柄
の石材を観察すると，後期石炭紀から中
期ペルム紀までのさまざまな年代の石灰
岩が認められる。複数の大規模鉱山で採
掘されたことから，採掘した箇所により
年代が異なると考えられる。

利 用：国会議事堂に使用されているほか（大熊，
1938；工藤ほか，1999），秋吉台国際芸術
村などの建築物の壁床材として使用されて
いる（中澤ほか，2015a）。おみやげ用の工
芸品としても様々な岩相のものがみられ
る。現在も鉱山は稼行しているが，石材
としての定常的な出荷はない。

3.1.5 鶉
うずら

（図 2E）
産 地：美祢市秋芳町別府
　　　　　（秋吉台西の台中央部；図 1A）
岩 相 名：brachiopod rudstone
記 載：腕足類化石を多量に含み，間隙をマトリッ

クスあるいはセメントが埋める灰白色の
石灰岩。腕足類化石は 1 〜 5 cm 程度のも
のが多く，ほとんどは離弁である。破片
化しているものも多い。サンゴの破片も
みられる。腕足類化石の殻の表面には被
覆性微生物（おそらく被覆性有孔虫類）が
薄く覆っていることがある。腕足類化石
の間隙にはペロイドや有孔虫類，ウミユ
リ片などを含む細粒のマトリックスが埋
めている部分と，繊維状セメント（radiaxial 
fibrous cement）が埋めている部分がある。
セメントが発達している場合でも，腕足
類化石の殻の内側はマトリックスが埋め
ていることが多い。

形成環境：大型の腕足類化石が掃き寄せられる高エネ
ルギー環境での堆積が考えられる。産地
は上述の「霞」に近いことから，礁の中核
部付近の環境で形成されたと考えられる。

年 代：「鶉」石切場跡（地質学，古生物学の論文
ではしばしば “ うずら採石場 ” という名称
で記述される）は大理石石材の産地として

だけでなく，秋吉石灰岩石炭系の化石産
地としても有名である。これまでに，有
孔虫，コノドント，サンゴ，アンモノイド，
腕足類等の化石が記載，報告されている

（Yanagida，1962，1965；Yamagiwa and 
Ota，1963；Igo and Koike，1965；Ota， 
1971；Igo and Igo， 1979； 配 川，1988；
Fujikawa，2010）。これらの報告のうち，
特にコノドント化石による年代から，「鶉」
の石灰岩は後期石炭紀最前期のバシキール
期前期であることが明らかにされている。

利 用： 国 会 議 事 堂 に 使 用 さ れ て い る（ 大 熊，
1938；工藤ほか，1999）。現在は採掘され
ていないが，現在もおみやげ用の工芸品
に使用されているのを見かける。

3.1.6 銀
ぎ ん ぱ

波（図 2F）
産 地：美祢市秋芳町秋吉
　　　　　（秋吉台東の台南西部；図 1A）
岩 相 名：fusuline rudstone/grainstone
記 載： フ ズ リ ナ 類 を 多 く 含 む 石 灰 岩。

Chalaroschwagerina を主体とする，5 〜
8 mm 程度の大きさのフズリナ類が多く，
そのほかウミユリや石灰藻類，微生物岩
の破片，ペロイドなどを含む。粒子はよ
く円磨され，分級も比較的よい。フズリ
ナやウミユリなどの粒子の配列によりラ
ミナを形成することがある。マトリック
スはみられないが，粒子は密に接してお
り，セメントは粒子間隙にシーム状に薄
く認められる。

形成環境：分級がよく，円磨された粒子からなること
から，礁中核部の背後の砂浜で形成され
たものと考えられる。

年 代：「銀波」からは大型のシュワゲリナ科
フ ズ リ ナ で あ る Chalaroschwagerina 
vulgaris， C. globosa が圧倒的に多産する
が（図 2F − 2），それと共に産出量は少な
いもののParaschwagerina akiyoshiensis， 
Eoparafusulina sp.， Praeskinnerella 
pseudogruperaensis， Schubertella kingi
も含まれる。秋吉石灰岩におけるフズリナ
生層序の観点では，「銀波」石切場跡は
Chalaroschwagerina vulgaris 帯の石灰岩
の代表的な露出地点である。この化石帯
は前期ペルム紀ヤクタシアン期（アーティ
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ンスキアン期後期）に対比されている
（Ueno，1996）。

利 用：現在は採掘されていないが，現在もおみやげ
用の工芸品に使用されているのを見かける。

3.1.7 山
やまぐちさらさ

口更紗（図 3A）
産 地：美祢市美東町赤
　　　　　（秋吉台東の台北部；図 1A）
岩 相 名：Microcodium
記 載： 生物遺骸片を含む灰白色石灰岩を母岩と

し，黒褐色の方解石結晶からなるマイクロ
コディウムが発達した石灰岩。マイクロコ
ディウムは，直径 0.5 〜 1 mm 程度のトウ
モロコシのきびのような形状をした黒褐
色（透過光の顕微鏡下では褐色）の方解
石結晶の集合である。本石材には，母岩
の灰白色石灰岩（採取した試料は peloidal 
packstone）の中に，およそ水平の配列を
もちながら虫食い状・斑状に黒褐色マイ
クロコディウムの発達が観察される。

形成環境：マイクロコディウムは，植物根の鉱化
（Košir，2004）あるいは腐生菌などによる
溶解・鉱化作用（Kabanov et al．，2008）
によって形成されたと考えられている。
浅海で形成された石灰岩が海水準の低下
により陸上に露出した際に表層に土壌が
発達し，石灰岩中に虫食い状にマイクロ
コディウムが発達したものと考えられる。

年 代：「山口更紗」石切場跡の層序学的に若
干 下 位 に 露 出 す る や や 粗 粒 な 灰 白 色
bioclastic grainstone には，Protriticites や
Quasifusulinoides 等のフズリナ化石が含
まれている。これらは後期石炭紀カシモビ
アン期前期の年代を示す（上野，1989）。
また配川（2008）は，「山口更紗」に代表
される含マイクロコディウム石灰岩を「黒
褐色 sparry calcite 石灰岩」とよび，秋吉
台（東の台）全域での詳細な分布を図示
するとともに，その発達層準がカシモビ
アン階の石灰岩（特にその中部）に集中
することを明らかにしている。上記のマ
イクロコディウムの成因を考えると，マ
イクロコディウム自身の形成は恐らくカ
シモビアン期中期以降となる。上野（1989）
は，「山口更紗」の産地を含む美東町佐山
地域でのフズリナ化石帯の分布をもとに，

秋吉石灰岩ではカシモビアン期後半に離
水が起こり，不整合が形成されたことを
示した。「山口更紗」中のマイクロコディ
ウムの形成もこの離水イベントに関連し
ている可能性が高いことから，マイクロ
コディウム自身の形成年代はカシモビア
ン期中−後期と考えることができる。

利 用：「山口更紗」採石場では，著者のひとり，
上野が当地を調査していた 1986 年当時は
まだ，小規模ながら採掘がおこなわれてい
た。現在は採掘されていないが，おみやげ
用の工芸品に使用されているのを見かけ
る。

3.1.8 黒
こくりゅう

龍（東）（図 3B）
産 地：美祢市秋芳町台山
　　　　　（秋吉台東の台南東部；図 1A）
　　　　　「黒龍」という銘柄の石材は西の台からも
　　　　　知られているため，本稿では東の台のもの
　　　　　を「黒龍（東）」と記す。
岩 相 名：Microcodium
記 載：「山口更紗」と同様のマイクロコディウム

からなる石灰岩。0.5 〜 1 mm 程度のトウ
モロコシのきび状の黒褐色方解石結晶が
密集している。採取した試料には母岩で
ある灰白色石灰岩（bioclastic grainstone）
が残されているが，この産地から「黒龍」
として採掘され，流通した石材の岩相は，
灰白色石灰岩の部分が極めて少なく，ほ
とんどが黒褐色のマイクロコディウムか
らなる石灰岩である。実際に旧石切場跡
には，全体が黒褐色となっている石灰岩
が多くみられた。「山口更紗」よりもやや
黒色が強い傾向がある。

形成環境：マイクロコディウムの発達が「山口更紗」
よりも顕著であるが，基本的には「山口
更紗」と同様に，石灰岩が海水準の低下
により陸上に露出した際に表層に土壌が
発達し，石灰岩中に虫食い状にマイクロ
コディウムが発達したものと考えられる。

年 代：現地調査で採取したマイクロコディウム
の発達の悪い灰白色石灰岩の母岩からは，
Protriticites あるいは Montiparus と考え
られるフズリナが得られた。これらは保
存が悪く正確な同定は難しいものの，恐
らく後期石炭紀カシモビアン期前半を示
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図 3　山口県美祢市産大理石石材（秋吉石灰岩；その 2）
A．山口更紗，A-1：研磨面標本，A-2：薄片，B．黒龍（東），研磨面標本，C．黒龍（西），C-1：研磨面標本，C-2：薄片，D．黒霞，D-1：研磨面標本， 

D-2：薄片，E．長州オニックス，E-1：研磨面標本，E-2：薄片
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すものと考えられる。今回産出した母岩
部分からのフズリナ化石と配川（2008）
の結果を基にすると，「黒龍（東）」も「山
口更紗」と同様の形成年代をもつことが
考えられる。

利 用：現在は採掘されていない。石材としての利
用も未確認である。

3.1.9 黒
こくりゅう

龍（西）（図 3C）
産 地：美祢市大嶺町台山
　　　　　（秋吉台西の台北西部；図1A）。前述のように，
　　　　　「黒龍」は東の台産のものもあるため，本稿
　　　　　では西の台産のものを「黒龍（西）」と記す。
岩 相 名：oncoidal rudstone， bioclastic lithoclastic 
　　　　　grainstone （淡水続成作用を被る）
記 載：オンコイド，微生物岩片，生物遺骸片から

なる石灰岩。全体に暗色を帯びることを
特徴とする。本石材には微生物岩を起源
とする岩片が多く含まれるほか，径 1 〜 2 
cm 程度のオンコイド，石灰藻類や貝殻片，
有孔虫類などの生物遺骸片を含むが，円
磨・摩滅しているため，もともとの分類群
が不明な粒子も多い。粒子はよく円磨さ
れ，分級もよい。ほとんどの粒子はやや
褐色（透過光の顕微鏡下）に着色されて
おり，粒子の周囲にも褐色を帯びた等厚
のブレード状セメントが発達する。残さ
れた粒子間隙には白色（透過光では透明）
のセメントが発達している。そのため暗
色の粒子やセメント部分と白色のセメン
ト部分が入り交じる色柄を呈している。

形成環境：浅海で形成された石灰岩が海水準の低下に
より陸上に露出した際に，土壌を通過し
た地下水が石灰岩中に飽和し，暗色のセ
メントが形成され，石灰岩全体が暗色に
なったものと考えられる。このような成
因の暗色の石灰岩は，秋吉石灰岩の最上
部石炭系〜中部ペルム系から報告がある

（Nakazawa and Ueno，2004； Nakazawa 
et al．，2011，2015b など）。

年 代：大型のシュワゲリナ科フズリナをはじめ
とした有孔虫類を含んでいるが，破片化
しているものが多く，また淡水続成のた
め全体的に保存が悪い。フズリナでは
Pseudofusulina（ 恐 ら く P. fusiformis），
Schubertella，Staffella，Nankinella が 認

められた。このようなフズリナ群集構成
と共に，オンコイドを含み微生物岩起源
の岩片が卓越する岩相は，Nakazawa et 
al,（2015b）が秋吉台（東の台）の帰り水
地域のコア試料で報告した巨大オンコイ
ド層準のものと非常に良く似る。その年
代としては，前期ペルム紀アーティンス
キアン期後期が考えられる。

利 用：現在は採掘されていない。筆者らは地元秋
吉台の秋芳洞バスセンター待合室の壁材
として本石材が使用されていることを確
認している。

3.1.10 黒
くろがすみ

霞（図 3D）
産 地：美祢市大嶺町滝口（図 1A）
岩 相 名：limestone conglomerate；石灰岩礫岩
記 載：黒色の石灰岩礫岩。フズリナ類を含む

bioclastic grainstone や packstone， 細 粒
の peloidal grainstone など，さまざまな種
類の石灰岩を起源とする角礫〜亜角礫か
らなる。礫の大きさは 1 〜 5 cm 程度が多
い。礫どうしが完全に密着して接しマト
リックスがほとんど認められないものや，
中礫（一部大礫）の間に細礫〜小型の中
礫を伴う泥質マトリックスが認められる
ものがある。いずれの場合でも，礫どう
しが接する部分にはスタイロライトが発
達していることが多い。石灰岩全体が黒
色（透過光の鏡下ではやや褐色を帯びる）
を呈する。

形成環境：多様な石灰岩の礫で構成されることから，
堆積性の石灰岩礫岩であると考えられる。
産地が秋吉石灰岩ではなく，近傍の泥岩を
主体とする常森層（図 1A の凡例 410 のペ
ルム紀の付加コンプレックスの基質）で
あることから，おそらく秋吉石灰岩が付
加する時に岩体の崩壊により供給された
石灰岩礫が海溝域で再堆積したものと考
えられる（Sano and Kanmera, 1991）。マ
トリックスおよび周囲に常森層に特徴的
な黒色の泥岩が分布することから，石灰
岩も続成の過程で全体が暗色に変質した
ことが考えられる。

年 代：今回，現地調査で複数の試料を採取し薄
片作製を行った結果，年代の異なるフ
ズリナを含む数種類の石灰岩礫を確認
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した。これらにはそれぞれ，Levenella， 
Paraschwagerina，Praeskinnerella， 
Parafusulina，Neoschwagerina が 特 徴 的
に含まれる。このことから，「黒霞」には
少なくとも前期ペルム紀（サクマリアン期 ?）
から中期ペルム紀ムルガビアン期までの石
灰岩礫が含まれていることがわかる。

利 用： 国 会 議 事 堂 に 使 用 さ れ て い る（ 大 熊，
1938；工藤ほか，1999）。

3.1.11 一
いっちょうばしろ

丁場白（図 4A）
 六

ろくちょうばしろ

丁場白
 霰

あられ

（図 4B）
 薄

うすぐも

雲（図 4C）
 長

ちょうしゅうじろ

州 白（図 4D）
 新

しんうすぐも

薄雲
 伊

い さ じ ろ

佐白（図 4E）
 山

やまなかじろ

中白
 小

こざくら

桜（図 4F）
産 地：「一丁場白」と「六丁場白」は秋吉台西

の台南西部，「霰」，「薄雲」，「長州白」，「新
薄雲」は秋吉台西の台北西部，「伊佐白」
は秋吉台西の台南部，「山中白」は秋吉
台西の台の南西方（地質図では三畳系厚
保層群の分布域であるが，原岩の起源は
不明），「小桜」は秋吉台東の台東部（図
1A）

岩 相 名：recrystallized limestone；結晶質石灰岩
記 載：再結晶作用により初生組織が失われ，全体

が等粒状の方解石セメントからなる石灰岩。
銘柄により結晶の大きさに特徴がある。

「霰」（図 4B），「伊佐白」（図 4E），「長州白」
（図 4D），「山中白」は粒径が 1 mm 以上
の大きさの結晶を主体とする粗晶質石灰
岩であり，特に「霰」と「山中白」は 2 〜
4 mm の結晶を主体とする，かなり粗粒な
結晶質石灰岩である。一方，「一丁場白」（図
4A），「六丁場白」，「薄雲」（図 4C），「新
薄雲」，「小桜」（図 4F）は 0.5 mm 以下
の大きさの結晶を主体とする微晶質石灰
岩である。特に「薄雲」と「小桜」は 0.1 
mm 以下のかなり細粒の結晶からなる石
灰岩である。ほとんどの銘柄がきれいな
白色の石灰岩からなるが，「薄雲」は白色
ながらも薄い緑色あるいは黒色を帯びる
ことがある。また，「小桜」は黄白色を呈し，

クラックが多く，一部角礫化している石
灰岩である。

形成環境：結晶質石灰岩の形成は熱源となる火成岩類
の分布に規制されている。「霰」，「伊佐白」，

「長州白」，「薄雲」，「新薄雲」は西の台の
北西（於福付近）に接する石英閃緑岩（上
野・土井，1956；図 1A の凡例 1480 の苦
鉄質深成岩類），「一丁場白」と「六丁場白」
は秋吉市街地北方のドレライト岩脈（佐々
木ほか，2014；小規模なため図 1A に図示
されていない），「小桜」は東の台の東部（大
田の北方；長登）に貫入する花崗斑岩（佐々
木ほか，2014；図 1A の凡例 811 の珪長質
火山岩類），「伊佐白」や「山中白」は石
灰岩体の南側の石英閃緑岩あるいは石英
モンゾ斑れい岩（西村ほか，2012；図 1A
の凡例 1480 の苦鉄質深成岩類）を熱源と
した接触変成作用を受けて形成されたと
考えられる。いずれも後期白亜紀の火成
活動によるものである。

利 用：建材や工芸品などに使用されている。「薄雲」
と「小桜」は国会議事堂に使用されている（大
熊，1938；工藤ほか，1999）。多くは採掘を止
めているが，「霰」は現在でも採掘されている。

3.1.12 豆斑（（図 5A）
 白

はくたか

鷹（図 5B）
 残

ざんせつ

雪（図 5C）
産 地：「豆斑」は秋吉台西の台北西部，「白鷹」と

「残雪」は秋吉台西の台北東部（図 1A）
岩 相 名：weakly recrystallized limestone
　　　　：弱変成石灰岩
記 載：前述の白色結晶質石灰岩と異なり，完全

に再結晶した石灰岩ではなく，弱い変成
作用により，初生組織が不明瞭になった
石灰岩である。「豆斑」（図 5A）は初生的
には生物遺骸片などを含む grainstone あ
るいは packstone であったと考えられる。
ウミユリの破片は変成作用を被りながら
も輪郭が明瞭であるが，黒色に着色され，
また鏡下では分かりづらいが，研磨面標本
では暗色の強い部分と明色の部分が入り
交じる色柄を呈している。このような組
織は「黒龍（西）」にも認められ，産地も
近いことから，「黒龍（西）」に類似の石
灰岩が弱く再結晶化したものと思われる。



── 30 ──石灰石（399）2016 ①

図 4　山口県美祢市産大理石石材（秋吉石灰岩；その 3）
A．一丁場白，A-1：研磨面標本，A-2：薄片，B．霰，B-1：研磨面標本，B-2：薄片，C．薄雲，C-1：研磨面標本，C-2：薄片，D．長州白，
D-1：研磨面標本，D-2：薄片，E．伊佐白，E-1：研磨面標本，E-2：薄片，F．小桜，F-1：研磨面標本，F-2：薄片
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また「白鷹」（図 5B）には不明瞭ながら生
物遺骸片を含む grainstone や rudstone と
思われる組織が認められる。「残雪」（図
5C）はスタイロライトが発達している石
灰岩である。「白鷹」と「残雪」は，白色
の方解石脈が極めて多く発達しているこ
とも大きな特徴である。

形成環境：完全に再結晶した石灰岩と同様に，熱源と
なる火成活動の影響が大きい。熱源から
の位置関係により弱変成となったと考え
られる。

年 代：ここにあげた 3 銘柄のうち，「白鷹」のみ
化石に基づく年代の考察を行うことがで
きた。産出した化石はTriticites と思われ
るシュワゲリナ科のフズリナであるが，保
存が極めて悪く，より詳細な分類学的検討
は難しい。この情報だけで断定的なこと
は言えないが，「白鷹」は恐らくTriticites 
simplex 帯の石灰岩であり，その年代とし
ては石炭紀最後期の可能性が示唆される。

利 用：現在は採掘されていない。「白鷹」は国会
議事堂にも使用されているが，議事堂に
使用されたのは青景産とされており（大
熊，1938），今回岩相を検討した真木産と
は異なる。「白鷹」には複数の石切場があった
ようである。

3.1.13 聖
せ い か

火（図 5D）
 黄

お う か

華（図 5E）
 八

や え ざ く ら

重桜（図 5F）
 長

ちょうじゃにしき

者 錦（図 5G）
 金

きんらん

襴（図 5H）
 黄

き さ ら さ

更紗（図 5I）
産 地：「聖火」，「黄華」，「八重桜」は秋吉台東の

台南西部，「長者錦」は秋吉台東の台中央部，
「黄更紗」は秋吉台西の台北西部，「金襴」
は秋吉台西の台南東部（図 1A）

岩 相 名：brecciated limestone；角礫質石灰岩
記 載：変成あるいは非変成の石灰岩が角礫化した

石灰岩である。「聖火」（図 5D），「黄華」（図
5E），「八重桜」（図 5F）は通常の灰白色
石灰岩あるいはやや再結晶が進んだ石灰
岩が角礫化したものである。角礫は同質
のものが多く，一部にはジグソーパズル
的に角礫化する前の位置関係が復元でき
る産状を示しているものもある。角礫の

間隙は方解石脈と類似の大型の方解石結
晶が埋めている。この方解石結晶は黄白
色を基調とするが，多少色の変化があり，

「聖火」は橙色，「黄華」は黄色，「八重桜」
は赤褐色を帯びる傾向がある。「長者錦」

（図 5G）と「金襴」（図 5H）は角礫部分は
少なく，ほとんどが方解石結晶からなる
石材であるが，こちらは赤紫色を帯びる
傾向がある。これらはさらに破砕され角
礫化していることもある。一方，「黄更紗」

（図 5I）は変成作用により完全に再結晶し
た黄白色の微晶質石灰岩が角礫化したも
のである。ただし角礫化に伴い破砕され
た組織は変成作用を被ってはいない。

形成環境：角礫は同質のものが多く，元の位置関係が
復元可能な産状が残されていることもあ
ることから，堆積性のものではなく，石
灰岩が熱水等の上昇による水圧破砕ある
いは断層の運動により破砕されることに
よって形成された，構造的な成因をもつ
角礫と考えられる。なお「黄更紗」は再
結晶した石灰岩であるが，破砕された構
造が保存されていることから，破砕され
たのは再結晶作用が生じた時代よりも後
と考えられる。

年 代：ここにあげた銘柄の大理石は，いずれも通
常の石灰岩が後の熱水活動あるいは断層
運動により角礫化したものなので，石灰岩
中の化石はその形成年代に関する有用な
情報を与えてくれるわけではない。今回
は石材の母岩の年代という観点から，「聖
火」，「黄華」，「八重桜」について石灰岩礫
と石切場周囲の石灰岩からの化石の抽出
を試みた。「聖火」の礫からはFusulinella 
paracolaniae， Kanmeraia taishakuensis， 
K. subpulchra 等のフズリナが見出され
た。秋吉石灰岩でこれまで知られている
これらの産出層準から，その年代は石炭
紀後期モスコビアン期中頃である（上野，
1989）。「黄華」はそのテクスチャーが「聖
火」と類似しているが，含まれる礫に関
しては前者の方が再結晶化がやや進んで
い る。 今 回 の 検 討 で は Profusulinella?，
Pseudostaffella? といったフズリナ類が産
出したが，両者とも保存が非常に悪い。
年代としては後期石炭紀バシキーリアン



── 32 ──石灰石（399）2016 ①

図 5　山口県美祢市産大理石石材（秋吉石灰岩；その 4）
A． 豆斑，B． 白鷹，C． 残雪，D． 聖火，E． 黄華，F． 八重桜，G． 長者錦，H． 金襴，I． 黄更紗．いずれも研磨面標本．
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期後期が推定できる。「八重桜」は石切場
跡に露出する灰白色石灰岩の母岩を検討
した。この石灰岩は主に石灰藻，ウミユリ，
フズリナから成るbioclastic grainstoneで，
粒子間には陸上露出を示すクリスタルシ
ルトが発達する。Beedeina akiyoshiensis， 
Kanmeraia taishakuensis，Fusulinella 
paracolaniae 等のフズリナを産することか
ら，後期石炭紀モスコビアン期後期の年
代が考えられる（上野，1989）。

利 用：現在採掘されている銘柄はないが，「聖火」
の旧丁場は大きく，以前は流通量も大き
かったと考えられる。秋吉台科学博物館
や秋芳洞エレベーター口など，地元の美
祢市内の公共建築物で幅広く使用されて
いる。おみやげ用の工芸品として現在も
よく見かける。

3.1.14 長
ちょうしゅう

州オニックス（図 3E）
産 地：美祢市伊佐（秋吉台西の台南部）（図 1A）。
岩 相 名：鍾乳石
記 載：ゆるやかに凸を描く層状に発達した方解石

結晶からなる。ひとつの層は 1 〜 3 mm 程
度の厚さを持ち，1 〜 5 cm ごとに成長方
向に茶褐色から黄白色へと漸移するのが観
察される。透過光の顕微鏡下の観察ではほ
とんどが透明の方解石結晶からなる。

形成環境：詳細な産状は不明であるが，層状に方解石
結晶が発達していることから鍾乳洞の二
次生成物である鍾乳石と考えられる。

利 用： 国 会 議 事 堂 に 使 用 さ れ て い る（ 大 熊，
1938；工藤ほか，1999；乾・北原，2009）。
現在は採掘されていないが，現在でもお
みやげ用の工芸品に使用されているのを
見かける。

3.2　平尾台の石灰岩

3.2.1 金
き ん か

華（図 6A）
産 地：北九州市小倉南区小森（図 1B）
岩 相 名：brecciated recrystallized limestone
　　　　；角礫質結晶質石灰岩
記 載：黄褐色を帯びた粗晶質石灰岩が角礫化した

石灰岩。礫は結晶しているが，破砕構造
は保存されている。

形成環境：礫は再結晶した石灰岩からなるが，破砕構

造は再結晶化せずに保存されていること
から，再結晶作用の後に角礫化したこと
が考えられる。本石材の産地は平尾台の
石灰岩の東縁に位置するが，平尾台の石
灰岩は秋吉石灰岩と同様の秋吉帯の石炭
−ペルム紀石灰岩を原岩とすると考えら
れている（Kanmera et al．，1990）。平尾
台の周辺には白亜紀の花崗閃緑岩（図 1B
の凡例 1342 の前〜後期白亜紀の花崗閃緑
岩）が広く分布しており，これらの熱源
により変成作用を受けたことがうかがえ
る。

利 用： 国 会 議 事 堂 に 使 用 さ れ て い る（ 大 熊，
1938；工藤ほか，1999）。現在は採掘され
ていない。

3.3　高知県の石灰岩

3.3.1 土
と さ ざ く ら

佐桜（図 6B）
産 地：高知県越知町横倉山（図 1C）
岩 相 名：bioclastic rudstone/packstone （弱変成）
記 載：サンゴをはじめとする生物遺骸片を含む石

灰岩。赤褐色〜淡桃色の堆積物を斑状に含
むことを特徴とする。全体に再結晶して
いることが多く，初生的な組織は不明瞭
となっている。今回検討した試料は再結
晶が著しいものの，クサリサンゴを含む
ことが確認された。なお，高知市民図書
館の壁材には，再結晶が進んでいない初
生的な組織を残した「土佐桜」を観察す
ることができる。この壁材の「土佐桜」は，
サンゴなどの生物遺骸片を含む rudstone/
packstone からなり，粒子間隙や溶食孔隙
に赤褐色の土壌起源と思われる堆積物が
流入し埋めている産状が認められた（図
6B − 1）。再結晶が進んだ「土佐桜」にみ
られる赤褐色〜淡桃色の斑状模様も，も
ともとはこのような産状の堆積物であっ
たと考えられる。

形成環境：浅海の礁成石灰岩である。石灰岩は，その
上下の酸性凝灰岩や砂岩・泥岩と整合関係
にあることから（梅田，1998），海洋島で
はなく陸棚域での堆積が考えられる。溶食
孔隙や土壌起源堆積物が認められ，海水準
の低下による陸上露出を経験したことが推
測される。
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図 6　福岡県北九州市産，高知県高知市産，越知町産，および岐阜県大垣市産大理石石材
A．金華（福岡県北九州市平尾台産），A-1：研磨面標本，A-2：薄片，B．土佐桜（高知県越知町横倉山産），B-1：研磨面（高知市民図書館壁材），B-2：薄片，

C．桑尾（高知県高知市土佐山産），C-1：研磨面標本，C-2：薄片，D．美濃黒（岐阜県大垣市産；赤坂石灰岩），D-1：研磨面標本，D-2：薄片，

E．遠目鏡（岐阜県大垣市産；赤坂石灰岩），E-1：研磨面標本，E-2：薄片，F．紅縞（岐阜県大垣市産；赤坂石灰岩），F-1：研磨面標本，F-2：薄片
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年 代：「土佐桜」を採掘した層準は梅田（1998）
の横倉山層群深田層に相当する。三葉虫
及びサンゴ（浜田，1959），コノドント（Niko 
et al．， 1989）に基づけば，本層の年代は
シルル紀ウェンロック世からラドロー世
である。なお，横倉山層群には石英斑岩の
貫入が認められ（小規模なため図 1C 地質
図には図示されていない），横倉山層群に
弱い接触変成を与えている（梅田，1998）。

「土佐桜」にみられる再結晶もこの接触変
成作用によると思われる。

利 用：「土佐桜」の採掘のピークは昭和 40 年代初
頭で，高知県内外の建築物の建材として使
用された（横倉山自然の森博物館，2010；
安井，2011）。「土佐桜」は国会議事堂に
も使用されているが，国会議事堂の「土
佐桜」は高知県香美群富家村兎田産とさ
れることから（大熊，1938），おそらく三
宝山帯の三畳紀石灰岩であり，横倉山の

「土佐桜」とは異なる。いずれも現在は採
掘されていないが，横倉山の南斜面には

「土佐桜」の複数の石切場跡が認められる
ことから（安井，2011），広く流通してい
た「土佐桜」は横倉山産のものと思われる。

3.3.2 桑
く わ お

尾（図 6C）
産 地：高知県高知市土佐山（図 1D）
岩 相 名：volcaniclastic peloidal wackestone/mudstone
記 載：細粒のペロイドや生物遺骸片などが散在す

るミクライト質の石灰岩。火山砕屑物を含
み赤褐色を帯びるミクライト質石灰岩が，
層状あるいは不規則に挟在する。ペロイ
ド状の粒子が散在するほか，一部には薄
殻の貝片やウミユリ片などがみられるが，
概して生物遺骸片は少ない。全体に再結
晶化がすすんでおり，粒子輪郭は不明瞭
である。一部は角礫化しており，間隙に
は赤褐色の火山砕屑物がシーム状に薄く
観察される。なお，「桑尾」石切場跡には
火山砕屑物を含む石灰岩だけでなく，玄
武岩も分布している。

形成環境：詳細は不明であるが，生物遺骸片の少ない
ミクライト質石灰岩に火山砕屑物を含む
石灰岩が層状あるいは不規則に挟在する
ことから，おそらく後述の「青梅石」と
類似の海洋島（火山島）斜面の水深の大

きい環境で形成されたものと推測される。
本石材の産地は北部秩父帯のペルム紀付
加体とされる沢谷ユニット（松岡ほか，
1998）に相当する。

年 代：全体的に粗粒生砕物に乏しい岩相なため，
検討試料からは有孔虫など年代の推定に
有効な化石は得られなかった。ただし，本
石材を産する岩体が大野ヶ原（四国カル
スト），鳥形山等と同じ北部秩父帯の沢谷
ユニット中の石炭−ペルム系緑色岩−石
灰岩岩体であり（松岡ほか，1998），また「桑
尾」石切場跡では緑色岩−石灰岩サクセッ
ション基底部の玄武岩類を伴う点から判
断すると，その年代としては石炭紀の可
能性が考えられる。

利 用：現在は採掘されていない。採掘されていた
当時はテラゾーの材料として使用される
ことが多かったようである。

3.4　赤坂石灰岩

岐阜県大垣市に分布する赤坂石灰岩（図 1）は，
ジュラ紀付加体である美濃帯に包有される，海洋島
起源の代表的な浅海成石灰岩である（磯﨑・小福田，
2015）。石灰岩の形成年代は前期ペルム紀クングーリ
アン期から後期ペルム紀ウーチャーピンジアン期であ
る（Kobayashi. 2011）。赤坂では古くから大理石石材
が生産され，伝統のある銘柄も多いが，現在稼行して
いる鉱山の切羽拡大により大理石石材採掘当時の丁場
は失われているため，石材産地の詳細な位置情報は不
明である。以下の 3 銘柄の岩相の検討は，過去に採掘
された石材試料に基づいている。このほかにも赤坂に
は多くの銘柄が存在したことが知られる（石灰石鉱業
協会，1983；大垣市金生山化石館，2014）。

3.4.1 美
み の ぐ ろ

濃黒（図 6D）
岩 相 名：fusuline packstone/rudstone
記 載：大型のネオシュワゲリナ科フズリナ類を含

み，粒子間隙には細粒のペロイドを含む，
ミクライト基質が認められる黒色の石灰
岩。フズリナ類は殻が摩滅したものが多
く，一部には外周に薄いオンコイド皮膜が
発達しているものもみられる。生物遺骸
片はフズリナ類のほか，ウミユリや石灰
藻類の破片もみられるが，いずれも摩滅
し細粒である。粒子間隙は細粒のペロイ
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ドを含むミクライト基質によって埋めら
れているが，埋めきれていない部分には，
褐色（透過光の顕微鏡下）を帯びたブレー
ド状および等粒状のセメントが発達して
いる。生物遺骸片やミクライト基質も全
体に褐色を帯びている。フズリナの殻は
着色していないが，フズリナの内部には
褐色を帯びたセメントが発達している。 

形成環境：フズリナ類を多く含み，ミクライト基質が
認められることから，比較的静穏なラグー
ンでの堆積が推測される。黒色の成因は不
明だが，美濃帯の石灰岩には中部ペルム
系を中心に黒色石灰岩がふつうにみられ，
舟伏山石灰岩には海水準変動の低海面期
に形成されたとされる炭層が複数層準で
知られることから（鈴木，1997），石灰岩は，
挟在する（あるいは挟在した）有機質層
の影響を受け，続成の過程で暗色化した
ことが推測される。本石灰岩は赤坂で古
くから黒帯（脇水，1902）と呼ばれた石
灰岩に相当する。

年 代：今回入手した検討試料からは，2 種のネ
オシュワゲリナ科フズリナ類，Gifuella 
gifuensis と G. muratai が 同 定 さ れ た。
Kobayashi （2011）によると，赤坂石灰岩
でのこれらの産出層準はNeoschwagerina 
colaniae 帯に限られる。その年代は中期
ペルム紀ミディアン前期である。ただし，

「美濃黒」として採掘された石材は，赤
坂石灰岩の特に上部層に特徴的な黒色有
機質石灰岩を指している。このような黒
色 石 灰 岩 は Neoschwagerina colaniae 帯
だけでなく，むしろその上位のYabeina 
globosa 帯に最も良く発達し，更にその下
位のNeoschwagerina craticulifera 帯にも
分布することが知られている（Kobayashi， 
2011）。従って本銘柄の石灰岩の年代とし
ては，その多くが中期ペルム紀ミディア
ン期と考えられ，一部はやや古いムルガ
ビアン期後期の可能性もある。

利 用：おみやげ用の工芸品に使用されているのを
しばしば見かける。

3.4.2 遠
と お め が め

目鏡（図 6E）
岩 相 名：fusuline grainstone/rudstone
記 載：フズリナ類を主体とする黒色の石灰岩。フ

ズリナ類のほか，ウミユリや石灰藻類の
破片，イントラクラスト（微生物岩の岩片）
を含む。生物遺骸片およびイントラクラ
ストはいずれもよく円磨され，分級もよ
い。粒子間隙には褐色（透過光の顕微鏡下）
を帯びたブレード状および等粒状のセメ
ントが発達している。フズリナの内部に
も褐色を帯びたセメントが発達している。 

形成環境：よく円磨され分級がよくマトリックスを持
たないことから，定常的な波の影響を受け
る砂浜環境の堆積物と考えられる。遠目
鏡は黒帯の一部とされる（脇水，1902）。
黒色の成因は不明だが，「美濃黒」と同様
に有機質層の影響を受け続成の過程で黒
色化した可能性がある。 

年 代：フズリナ類では，Neoschwagerina craticulifera
と，恐らくParafusulina kawaii と思われ
る 2 種 が 産 出 し た。 前 者 は Kobayashi 

（2011）による赤坂石灰岩でのフズリナ生
層序に関する研究では，Neoschwagerina 
craticulifera 帯に産出が限られることが示
されている。一方 P. kawaii は Morikawa

（1958）により赤坂石灰岩の Parafusulina 
japonica 帯から記載された種であるが，帯
種の P. japonica の産出はNeoschwagerina 
属の産出層準全体にわたることが知られ
ている（Kobayashi，2011）。これらの情
報から判断すると，「遠目鏡」の年代とし
ては中期ペルム紀ムルガビアン期後期が
考えられる。

利 用：国会議事堂に使用されている（大熊，1938；
　　　　　工藤ほか，1999）。

3.4.3 紅
べにじま

縞（図 6F）
岩 相 名：volcaniclastic bioclastic packstone
記 載：ウミユリをはじめとする生物遺骸片を含み，

淡赤色のマトリックスを持つ石灰岩。ド
ロマイト結晶の発達が散見され，初生的
な組織の保存はあまりよくない。

形成環境：「紅縞」は赤坂石灰岩の最下部に相当する（小
澤， 1927；Kobayashi， 2011）。野田（1968）
は紅縞（赤色）の成因について岩脈の形
成による変質を考えたが，赤坂石灰岩の
最下部に相当するウミユリを含む石灰岩
であることから，秋吉石灰岩の「御器伏」
や「梅花石」と類似の，石灰岩形成初期
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の火山砕屑物が混じる浅海環境で形成さ
れた石灰岩の可能性がある。

年 代：化石による年代の推定はできないが，赤坂
石灰岩基底部付近で採掘された石材であ
る可能性を考慮すると，前期ペルム紀後
期（恐らくクングーリアン期）の堆積年
代が考えられる。

利 用：国会議事堂に使用されている（大熊，1938；
　　　　　工藤ほか，1999）。また工芸品にも使用される。

3.5　東京都の石灰岩

3.5.1 青
お う め い し

梅石（図 7A）
産 地：東京都日の出町大久野（図 1E）
岩 相 名：volcaniclastic spicule grainstone （calciturbidite）
記 載：級化層理を呈する細粒の石灰質粒子からな

る暗灰色〜灰白色石灰岩。赤褐色の火山
砕屑物の薄層を頻繁に挟むことを特徴と
する。級化層理部の石灰質粒子の多くは
起源が不明であるが，海綿の骨針を比較

的多く確認することができる。海綿骨針
は初生的には珪質と思われるが，現在は，
一部を除き，ほとんどは石灰質に変質し
ている。級化層理部の石灰質粒子の間隙
は珪質のセメントで埋められているため，
石灰岩全体としては珪質がやや強い。級
化層理を呈する珪質石灰岩は上位に赤褐
色の粘土質の火山砕屑物の層に漸移し，
級化層理石灰岩と火山砕屑物層を 1 セッ
トとした数 cm ごとの互層を呈する。その
ため赤褐色と灰色の色のコントラストの
大きい層状の色柄を特徴とする。

形成環境：「青梅石」には級化層理が観察され，海綿
骨針が含まれることから，水深が大きい
環境で形成された石灰質タービダイトで
あると考えられる（中澤ほか，2015b）。
火山砕屑物を含むことから，石灰岩体形
成初期の堆積物であると推測される。採
掘された石灰岩体は，ジュラ紀付加体と
された川井層（酒井ほか，1987）に含ま

図 7　東京都日の出町産，茨城県常陸太田市産，および福島県田村市産大理石石材
A. 青梅石（東京都日の出町産），A-1：研磨面標本，A-2：薄片，B. 水戸寒水（茨城県常陸太田市真弓町産），B-1：研磨面標本，B-2：薄片，

C. あぶくま大理石（福島県田村市滝根産），C-1：研磨面標本，C-2：薄片
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れる小規模な石灰岩ブロックである（小
規模なため図 1E には図示されていない）。
Hisada et al.（2002）は，本石灰岩ブロッ
クを含む地質体は蛇紋岩を含むメランジ
であることから黒瀬川帯に帰属するとし，
この地質体に対し新たに水

みのくち

口層を提唱し
た。また指田ほか（2012）は水口層の泥
質岩から中期ペルム紀放散虫化石を検出
している。

年 代：図 7A に示した赤褐色の火山砕屑物薄層を
伴う部分からは年代決定に有効な化石は
得られなかったが，同一岩体の石切場跡に
露出する，より粗粒な生物遺骸片と少量の
火山砕屑物を含む塊状灰白色石灰岩から，
フズリナ化石の Montiparus matsumotoi
が得られた。そのため，「青梅石」の堆積
年代は後期石炭紀カシモビアン期中期と
考えられる（中澤ほか，2015b）。

利 用： 国 会 議 事 堂 に 使 用 さ れ て い る（ 大 熊，
1938；工藤ほか，1999；乾・北原，2009）
ほか，地元の日の出町肝要の一ノ護王神社
の手水石にも使用されている（中澤ほか，
2015b）。「青梅石」は，白倉という地域
で採掘されたことから地元では「白

しらくらいし

倉石」
とも呼ばれる。現在は採掘されていない。

3.6　日立および阿武隈の石灰岩

3.6.1 水
み と か ん す い

戸寒水（図 7B）
産 地：茨城県常陸太田市真弓町（図 1F）
岩 相 名：recrystallized limestone
記 載：0.3 〜 1 mm 程度の細粒の等粒状方解石結

晶からなる，やや黄色を帯びた結晶質石
灰岩。茶褐色の薄層を挟む。

形成環境：田切ほか（2011）によれば，水戸寒水が
採掘される真弓山は日立変成古生層のう
ちの大雄院層とされる。大雄院層は石灰
岩を主体とし，全体に変成作用を受けて
いるが，弱変成の石灰岩から前期石炭紀
のサンゴが報告されている（藤本，1924；
Minato， 1955）。石灰岩は砂泥互層や凝灰
岩と互層することから（田切ほか，2011），
陸棚域に形成された浅海成石灰岩が起源
と考えられる。

利 用：真弓山の大理石は「茨城白」として国会議
事堂に使用されている（大熊，1938；工

藤ほか，1999）。真弓山の鉱山は現在も稼行
しているが，現在は石材としての利用はない。

3.6.2 あぶくま大理石（図 7C）
産 地：福島県田村市滝根（図 1G）
岩 相 名：recrystallized limestone
記 載：粒径が 2 〜 4 mm 程度の粗粒の等粒状方

解石結晶からなる，白色結晶質石灰岩。
形成環境：白亜紀の阿武隈花崗岩類（図 1G の凡例

1350 の阿武隈花崗岩類，凡例 1352 の花崗
閃緑岩）が周辺に広く分布し，接触変成
作用を受けたと考えられる。

利 用：建築材料として使用された。現在も鉱山は
稼行しているが，石材としての利用はない。

4．考察

4.1 大理石石材の色柄を決定する要素
大理石石材として使用される石灰岩は特徴的な色柄

を持つものが多い。言い換えれば，通常の灰白色の塊
状石灰岩が大理石石材として利用されることはむしろ
少ないと言える。大理石石材の色柄にはいくつかの傾
向が認められるが，色柄は石灰岩の岩石学的・堆積学
的特徴でもあり，それぞれの石灰岩が経た形成プロセ
スを反映している。本章では大理石石材の色柄の成因
を岩石学的・堆積学的に考察する。国内の大理石石材
の色柄を決定する主要な要素としては，火山砕屑物の
混入，化石の含有，淡水続成作用による黒色化，変成
作用による再結晶，角礫化が挙げられる。

4.1.1 火山砕屑物
我が国の石灰岩には，秋吉石灰岩などのような，大

洋中に孤立する火山島（海洋島）を起源とするものが
多い。大陸から離れているため，陸源の珪質砕屑物の
混入はほとんどなく，概して石灰岩の炭酸カルシウム
の純度は高いが，基盤が火山体であるため，石灰岩堆
積開始初期には火山砕屑物が混入する。火山砕屑物は
風化により粘土化し酸化もしているため，赤褐色ある
いは黄褐色を呈することが多い。秋吉の「御器伏」と「梅
花石」はこのような火山砕屑物を含む石灰岩の典型例
として挙げられる。この 2 銘柄はどちらも火山砕屑物
をマトリックスに含むとともに，多量のウミユリ破片
を含むことで特徴づけられる。また，同じく秋吉の「鳶
ノ巣」はウーライトを主体とし，少量の火山砕屑物を
含む石灰岩である。

衛藤（1967）は，秋吉石灰岩における石灰岩形成初
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期の造礁生物の遷移について詳細に報告している。そ
れによると，石灰岩形成最初期には火山体（玄武岩類）
の上位にウミユリが大量発生し，その後，コケムシの
繁栄，ウーライトの砂堆形成へと引き継がれたとして
いる。ウミユリを大量に含む「御器伏」と「梅花石」は，
このうちの最初期ステージの石灰岩に相当する。これ
らの石灰岩の形成期には，火山体は石灰岩により完全
に覆われているわけではないため，石灰岩は火山砕屑
物を含み，赤褐色あるいは黄褐色を呈することが多い。
一方，「鳶ノ巣」はウーライトからなる石灰岩であるが，
ウーライトの砂堆が形成される頃には石灰岩が火山島
の頂部全体を覆うようになり，火山砕屑物の混入が少
なくなったと考えられる。

秋吉以外では，東京都日の出町の「青梅石」，高知
県土佐山の「桑尾」が，火山砕屑物が混入する大理石
石材として挙げられる。国会議事堂にも使用されてい
る「青梅石」は石灰質タービダイトであり，やや粗粒
の石灰質粒子が卓越する層と火山砕屑物が卓越する層
が互層して，灰色と赤褐色の縞状の柄を成している（中
澤ほか，2015b）。高知県土佐山の「桑尾」も，火山
砕屑物を混入し赤褐色を呈する部分と灰色石灰岩の部
分が不規則に入り交じる岩相である。これも再堆積石
灰岩がその後に変形を受けたものである可能性がある。
このほか岐阜県大垣市（赤坂石灰岩）の「紅縞」も淡赤
色の色調は火山砕屑物によるものの可能性がある。

赤褐色の火山砕屑物は，灰白色の石灰岩との色のコ
ントラストが著しく，石灰岩の色調に大きな変化を与
えるため，石材の色柄を決定する極めて大きな要素と
言える。このような火山砕屑物を含む石材の産地は，
石灰岩形成の最初期，すなわち石灰岩体の最下部に相
当し，初生的な層序関係が保存されている場合は，基
盤である火山岩類（玄武岩類）と石灰岩の境界に沿っ
て分布する。

4.1.2 化石
我が国の石灰岩は浅海成石灰岩が多く，そのよう

な石灰岩には少なからず化石（生物遺骸片：bioclast）
が含まれる。化石が小さい場合は視覚的（肉眼的）に
大理石石材の色柄に与える影響は少なく，比較的単調
な灰色の石灰岩となることが多いが，肉眼で十分に観
察できる大きさの化石を多く含む場合，石材の色柄

（特に肌理）の重要な要素となる。このような大型の
化石は礁成石灰岩にみられることが多い。例えば，秋
吉の「霞」は礁の中核部の石灰岩であり，四放サンゴ
や海綿類，石灰藻類など，さまざまな時代の造礁生物
群集を含み，灰白色石灰岩ながらも多様な柄を呈する

岩相からなる（中澤ほか，2015a； Nakazawa et al．， 
2015a）。秋吉の「鶉」は腕足類化石を多量に含む石灰
岩であり，腕足類の貝殻の密集する産状がまさにうず
らの卵のような独特な柄を呈している。「霞」や「鶉」
は秋吉台の西の台で採掘された石材であるが，西の台
は礁の中核部で形成された石灰岩が分布することが知
られる（例えば，太田，1968；Sugiyama and Nagai， 
1994）。一方，「銀波」は背礁側で形成された石灰岩で
はあるが，大型（径 5 〜 8 mm 程度）のフズリナ類
が密集する石灰岩であり，豆粒状の模様が独特の柄を
つくりだしている。秋吉以外では，赤坂の「美濃黒」
や「遠目鏡」も多量のフズリナ類が柄を構成している。

前述の「御器伏」，「梅花石」もウミユリ化石を多く
含むものであり，ウミユリ化石の形状と火山砕屑物を
含む赤褐色〜黄褐色のマトリックス部分との織りなす
色調のコントラストが独特の色柄をつくりだしている。

4.1.3 淡水続成作用による黒色化
淡水続成を受けた石灰岩には，土壌成分を含む地下

水により晶出したセメントが発達するものがあり，そ
のようなセメントは，黒色（薄片の透過光での顕微鏡
観察では褐色）を呈することが多い。秋吉台西の台の

「黒龍（西）」は，このような暗色のセメント部分とそ
れ以外の灰白色部分が斑状に入り交じることを特徴と
している。「黒龍（西）」の石切場跡付近には調査の過
程でペンダントセメントも見いだすことができた。こ
のような暗色のセメントを含む石灰岩は，秋吉石灰岩
の最上部石炭系から中部ペルム系の堆積サイクルにお
いて，陸上露出面，すなわちシーケンス境界の直下
にしばしば認められる（Nakazawa and Ueno， 2004； 
Nakazawa et al．，2011）。また，「黒龍（西）」が熱変
成によりやや再結晶化したものが「豆斑」である。「豆
斑」の石切場は「黒龍（西）」の西方に位置し，後述
するように，石灰岩体の北西側に位置する白亜紀深成
岩類により近いため，変成作用を受けたと考えられる。
「山口更紗」及び「黒龍（東）」は，マイクロコディ

ウムが発達した石灰岩である。マイクロコディウム
は，植物根そのものの鉱化（Košir， 2004）あるいは
腐生菌などによる溶解・鉱化作用（Kabanov et al．， 
2008）によって形成された，トウモロコシのキビのよ
うな形状の方解石結晶の集合体である。マイクロコ
ディウムの方解石結晶は，淡水続成で形成されたセメ
ントと同じように暗色（透過光の鏡下では褐色）を呈
することが多い。「山口更紗」は，灰白色の石灰岩中
に，このような暗色のマイクロコディウムが斑状・虫
食い状に発達した石灰岩である。一方，「黒龍（東）」
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はマイクロコディウムの発達がより顕著であり，全体
が黒色の石灰岩となっている。名称は同じであるが，
淡水続成セメントが発達して暗色となった「黒龍（西）」
とは成因が異なる。

マイクロコディウムは秋吉石灰岩では上部石炭系カ
シモビアン階の石灰岩に集中して産出することが知
られる（長谷川，1997；Machiyama， 1994；Sano et 
al．，2004；配川，2008；佐野ほか，2008）。また，そ
のような時代的偏在は汎世界的な傾向のようである

（Kabanov et al．， 2008）。最近，配川（2008，2014）
は秋吉台でのマイクロコディウムの分布（黒褐色スパ
リーカルサイト帯）の詳細を明らかにした。「山口更紗」
と「黒龍（東）」の石切場跡も，配川が示した黒褐色
スパリーカルサイト帯に含まれる。

4.1.4 変成作用による再結晶
変成作用を受けて再結晶化した石灰岩は，大理石石

材の代表格ともいえる岩相であり，銘柄数も極めて多
い。秋吉では「霰」，「長州白」，「薄雲」，「新薄雲」，「伊
佐白」，「山中白」，「一丁場白」，「六丁場白」，「小桜」
などがある。このうち「薄雲」や「小桜」は国会議事
堂にも多く使用されている銘柄である。また，福島県
の「あぶくま大理石」や茨城県の「水戸寒水」なども
美しい結晶質石灰岩の典型例である。完全に再結晶し
ていなくても，もともとの化石を含むテクスチャーが
不明瞭になる，弱変成の石灰岩もしばしば大理石石材
として利用される。秋吉の「豆斑」，「白鷹」，「残雪」
がこれに相当する。ただし「白鷹」と「残雪」は，方
解石脈が多く発達することが色柄の特徴ともいえる。
高知県横倉山の「土佐桜」も，一部にハチノスサンゴ
やクサリサンゴなどの化石が観察されるものの，変成
作用を弱く受けて輪郭が不明瞭になっていることが多
く，方解石脈が多く発達している。

平尾台周辺や阿武隈には広く白亜紀の深成岩類が分布
する。また，秋吉では，石灰岩体の周辺に白亜紀の火成
活動により形成された深成岩類・貫入岩類が分布する（西
村ほか，2012；佐々木ほか，2014）。これらの火成活動
が結晶質石灰岩形成の要因である熱源と考えられる。

4.1.5 角礫化
角礫化した石灰岩もその色柄が変化に富んだ特徴的

なものであることから，大理石石材として利用される
ことが多い。例えば秋吉では角礫質石灰岩として「聖
火」，「黄華」，「八重桜」，「長者錦」といった銘柄が知
られる。これらの石材に含まれる角礫は同質のものが
多く，一部にはジクソーパズル的に元の位置を復元で

きる産状の礫もみられること，間隙には続成の過程で
形成される方解石セメントではなく，方解石脈と同様
の大型の方解石結晶が発達していることから，これら
は堆積性の角礫ではなく，熱水などの上昇による水圧
破砕あるいは断層による破砕によって角礫化したもの
であると考えられる。「黄華」，「聖火」，「八重桜」は
互いに産地が近く（秋吉台東の台南西部），岩相も似
ているが，礫間を埋める方解石セメントの色調などが
多少異なり区別される。「長者錦」，「金襴」はこれら
3 銘柄よりも赤紫色の強い方解石結晶からなる。これ
らの銘柄は礫の部分は非変成（あるいは弱変成）の灰
白色石灰岩であるが，秋吉の「黄更紗」や福岡県平尾
台の「金華」は礫部分も再結晶している石灰岩で構成
される。ただし破砕・角礫化した構造は明瞭に観察さ
れることから，熱変成を受け石灰岩が全体に再結晶し
た後に角礫化したものと考えられる。

4.2 大理石石材産地の分布と地史

上述のように，大理石石材の特徴的な色柄は，通常
の灰白色石灰岩と比較して，より特殊な要因により形
成されている。そのような石灰岩の組織は特定の地質
学的タイミングあるいは特定の地域に限定して形成さ
れることが多いため，大理石石材の産地もおのずと限
られることになる。

例えば，火山砕屑物を含む石材の産地は，石灰岩形
成の最初期，すなわち石灰岩体の最下部に相当し，初
生的な層序関係が保たれている場合，基盤である火山
岩類（玄武岩類）と石灰岩の境界に沿って狭く分布す
る。このような火山砕屑物を含む石灰岩は，石灰岩体
の全体のボリュームと比較すると，通常その分布はご
く僅かである。また，礁成石灰岩のなかでも大型の礁
生物化石を含む石灰岩は礁縁辺部（礁中核部）の狭い
範囲に限定される。化石が色柄を特徴づける「霞」や

「鶉」が採掘された秋吉台西の台は，礁中核部の石灰
岩が広く分布することが知られる地域である。淡水続
成により黒色化した石灰岩は，石炭系（最上部を除く）
には少なく，最上部石炭系から中部ペルム系に顕著に
発達することが知られる。特にマイクロコディウムは
最上部石炭系のカシモビアン階の石灰岩に産出がほぼ
限定され，層厚は小さいが，側方への連続性は極めて
よく，「山口更紗」，「黒龍（東）」の産地はこの狭い帯
の中に位置する。熱変成により再結晶化した白色石灰
岩は大理石石材の代表的な色柄であるが，我が国の場
合，白亜紀に広く生じた火成活動が極めて重要な要素
として挙げられる。つまり，結晶質石灰岩の形成はこ
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のような熱源の存在とその位置関係に規制される。ま
た，角礫質石灰岩は，石灰岩形成後の熱水等の活動あ
るいは断層の活動を反映したもので，特定の地域に偏
在する傾向が認められる。

石灰岩の岩相は，石灰岩の形成プロセスあるいはそ
の後の履歴を代表するものである。そのなかで，通常
の灰白色石灰岩よりも特徴的な色柄を示す大理石石材
は，上述のように比較的大きな地質学的イベントに
よって形成されたと考えられる。多様な大理石石材は，
石灰岩の地史を知るうえでの重要な研究素材であり，
さらには優れた学習素材であると考えられる。

5． まとめ

本稿では，国内産古生代大理石石材の産地及び岩相
の記載をもとに，大理石石材の色柄を決定する要素と
その成因について考察した。色柄を決定する主な要素
としては，火山砕屑物の混入，大型化石の含有，淡水
続成作用，熱変成，角礫化が挙げられる。大理石石材
の色柄は，通常の灰白色石灰岩と比較して，より特殊
な要因により形成される。そのような石灰岩の組織は
特定の地質学的タイミングあるいは特定の地域に限定
して形成されることが多いため，大理石石材の産地も
それに規制されて限定されることになる。通常の灰白
色石灰岩よりも特徴的な色柄を示す大理石石材は，比
較的大きな地質学的イベントによって形成されたと考
えられる。研磨された大理石石材には，そのような地
質学的イベントを反映した石灰岩の特徴的なテクス
チャーをたいへんよく観察することができる。多様な
大理石石材は，石灰岩の地史を知るうえでの貴重な研
究素材であり，優れた学習素材であるといえる。
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