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Skarns are rocks consisting mainly of calc-silicate minerals (skarn minerals) such as clino-
pyroxene and garnet, formed by hydrothermal metasomatism along the contact zone typically 
between limestone and granitic rock. They are sometimes associated with economical Pb‒Zn, 
Mo, Cu, Fe, Sn, and W mineralization (skarn deposits). Skarns consist mainly of one or two 
skarn minerals, and often show a zonation. In case of skarns (endoskarns) derived from Al-rich 
rocks such as granitic rocks and sedimentary rocks, in addition to temperature and pressure, 
the supply of Ca from limestone controls the zonation. On the other hand, in case of skarns 
(exoskarns) derived from limestone, the supply of Si, Al, Fe and Mg from related granitic rock 
and other rocks, degassing of CO2, and redox state govern the zonation. The mineralized metal 
species in skarn deposits are determined by the granitic rock related to the skarn formation. 
Isotope analyses revealed that magmatic water supplied from the related granitic rock is great-
ly involved in the early stage of skarn formation, and influence of meteoric water tends to in-
crease in the later stage.

Key words: Skarn deposit, Skarn mineral, Hydrothermal metasomatism, Zonation, Phase 
equilibria, Mineral chemistry, Stable isotope

1.　スカルン鉱床とは

スカルンとは，スウェーデンのPersberg地域の鉄
鉱山に産出する，カルシウムに富む粗粒な珪酸塩鉱物
からなる脈石に対して使われていた鉱山用語に由来す
る。スカルンは変成岩や火成岩に関連して産するが，
有用元素が鉱物資源として利用できる程度に濃集して
いることがあり，これをスカルン（型）鉱床と言う。
スカルン鉱床の多くは，中性から珪長質の深成岩や半
深成岩を生成したマグマ活動に関連して発生した熱水
系（マグマ‒熱水系）において，炭酸塩岩とその周囲
に分布する花崗岩類や堆積岩などのAl2O3成分に富む
珪酸塩岩が，H2O‒CO2系の流体に加えてカルシウム，
珪素，マグネシウム，鉄，アルミニウム，ナトリウ

ム，カリウムなどの物質移動を伴う交代作用により生
成している。
スカルン鉱床は，炭酸塩岩と花崗岩類との接触部に
発達することが多いため，接触交代鉱床，また，そう
した環境として高温が想定されるため，高温交代鉱床
と呼ばれることもあるが，鉱床付近に火成岩が存在し
ない場合や生成温度（600～200℃）の巾も広いため，
現在ではあまり用いられていない。変成岩の生成にお
いては，温度・圧力の上昇に伴う累進変成作用と下降
に伴う後退変成作用とに分けられている。同様に，ス
カルンの生成においても，変成岩と比べて圧力変化は
少ないものの，初期の高温期の累進スカルン化作用
と，後期の低温期の後退スカルン化作用とに分けられ
る。それぞれの過程において生成されたスカルンは，
累進スカルンおよび後退スカルンと呼ばれる。また，
鉱石を伴うスカルンは鉱石スカルン（ore skarn）と
呼ばれる。
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炭酸塩岩としては石灰岩および苦灰岩が一般的であ
る。石灰岩（主として方解石より構成）が関与したス
カルンはカルシックスカルンと呼ばれ，カルシウムに
富むさまざまなスカルン鉱物から構成されている
（Fig. 1）。これに対して，苦灰岩（主として苦灰石よ
り構成）が関与した場合はマグネシウムに富む鉱物が
特徴的で，マグネシアンスカルンと呼ばれる。量的に
は石灰岩が圧倒的に多いため，ここでは，石灰岩に関
連して生成されたスカルンおよびスカルン鉱床を取り
上げる。

2.　スカルンの産状と交代作用

カルシックスカルンでは，単斜輝石およびザクロ石
が累進スカルンを特徴づける代表的な鉱物であり，そ
の他に，緑簾石，長石（斜長石，カリ長石），角閃石，
珪灰石，ベスブ石などが挙げられる（Table 1）。単斜
輝石は透輝石‒へデン輝石‒ヨハンセン輝石の3成分系
の固溶体として産し，サブカルシックな単斜輝石
（CaSiO3成分が45 mol％以下）はほとんど見られな
い。角閃石の多くはカルシウム角閃石（透閃石‒鉄ア
クチノ閃石）であるが，カルシウムを含有しないカミ
ントン閃石‒グリュネル閃石が生成されることもある。
角閃石の多くはスカルンの生成温度が低下する過程
で，単斜輝石を交代して生じたものである。
ザクロ石は，一般的には，グロシュラー‒アンドラ

ダイト系の固溶体であるが，アルマンディンおよびス
ペサルティン成分に富むこともある。スカルンに産す
るグロシュラー‒アンドラダイト系ザクロ石では，光学
異方性を示すものが多くみられる。この光学異方性は，
Al3＋とFe3＋の規則‒不規則配列によるものと考えられ
ており（Akizuki, 1984），グラシュラーおよびアンド
ラダイト端成分に近い組成を持つザクロ石では光学異
方性が認められない（Mariko and Nagai, 1980）。こ
のことから，光学異方性を示すザクロ石は，異方性を
示さないザクロ石と比べて低温で生成されたと考えら
れる。早期に生成されたザクロ石と比べて後期に生成
されたザクロ石に光学異方性を示すものが多いこと
は，このことを支持するものである。緑簾石は，クリ
ノゾイサイトと緑簾石（ピスタサイトと呼ばれること
もある）の間の組成を有する。長石は斜長石が一般的
であるが，関与した熱水のカリウム濃度が高い場合に
は，カリ長石が産することがある。
スカルンは，交代される岩石（原岩）によって鉱物
組成や全岩化学組成に大きな違いが見られる。鉱床の
生成に関与した火成岩（関係火成岩）を交代したスカ
ルンを内成スカルン（endoskarn），その周囲に存在
する炭酸塩岩や砂泥質岩などを交代したスカルンを外
成スカルン（exoskarn）という。しかし，関係火成
岩だけでなく，砂泥質岩や火山砕屑岩などの含アルミ
ニウム珪酸塩岩を交代したスカルンには類似点が多い

Fig. 1　（Color online）Classification of magmatic skarn deposits, modified from Nakano （2003). 
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Table 1　Representative calcic skarn minerals and their formula appeared in this paper.

Minerals Abr. Formula

ザクロ石：Garnet（Ga）

グロシュラー：Grossular Gr Ca3Al2Si3O12

アンドラダイト：Andradite Ad Ca3Fe2
3＋Si3O12

スペサルティン：Spessartine Spe Mn3Al2Si3O12

アルマンディン：Almandine Alm Fe3
2＋Al2Si3O12

単斜輝石：Clinopyroxene （Cpx）

透輝石 ：Diopside Di CaMgSi2O6

ヘデン輝石：Hedenbergite Hd CaFe2＋Si2O6

ヨハンセン輝石：Johannsenite Joh CaMnSi2O6

角閃石：Amphibole （Amp）

透閃石：Tremolite Tr Ca2Mg5Si8O22（OH）2

鉄アクチノ閃石：Ferroactinolite Ac Ca2Fe5
2＋Si8O22（OH）2

カミングトン閃石：Cummingtonite Cum （Mg,Fe2＋）7Si8O22（OH）2

グリュネル閃石：Grunerite Gru Fe7
2＋Si8O22（OH）2

緑簾石：Epidote （Ep）

ピスタサイト（緑簾石）：Pistacite Pis Ca2Al2Fe3＋Si3O12（OH）

クリノゾイサイト：Clinozoisite Czo
Ca2Al3Si3O12（OH）

ゾイサイト：Zoisite Zo

長石：Feldspar

斜長石：Plagioclase Pl NaAlSi3O8‒CaAl2Si2O8

灰長石：Anorthite An CaAl2Si2O8

カリ長石：K-feldspar Kf KAlSi3O8

準輝石：Pyroxenoid

珪灰石：Wollastonite Wol CaSiO3

バラ輝石：Rhodonite Rho （Mn,Ca）SiO3

バスタム石：Bustamite Bus （Mn,Ca）6Si6O18

鉄バスタム石：Ferrobustamite Fbus Ca5Fe2＋Si6O18

ブドウ石 Prehnite Pr Ca2Al（AlSi3O10）（OH）2

チタン石（スフェン） Titanite（Sphene） Sph CaTiSiO5

ベスブ石 Vesuvianite Ves Ca10（Mg,Fe2＋）2Al4（SiO4）5（Si2O7）2（OH,F）4

斧石 Axinite Ax Ca2（Mg,Fe2＋,Mn2＋）Al2BSi4O15（OH）

珪灰鉄鉱 Ilvaite Ilv CaFe2
2＋Fe3＋Si2O7O（OH）

方解石 Calcite Cal CaCO3

石英 Quartz Qtz SiO2

ウスタイト Wüstite Wus Fe1‒yO（0.25＞y≧0））

磁鉄鉱 Magnetite Mgt Fe2＋Fe2
3＋O4

スパー石 Spurrite Spu Ca5（SiO4）2（CO3）

ティレー石 Tilleyite Til Ca5Si2O7（CO3）2

ゲーレン石 Gehlenite Gel Ca2Al（AlSi）O7

緑泥石 Chlorite Chl （Fe2＋,Mg,Fe3＋）5Al（Si3Al）O10（OH）8

石英 Quartz Qtz SiO2

雲母：Mica

白雲母：Muscovite Mus KAl2（AlSi3O10）（OH,F）2

絹雲母：Sericite Ser KAl2AlSi3O10（OH）2

黒雲母：Biotite Bi K（Mg,Fe2＋）3AlSi3O10（OH,F）2

タングステン酸鉱物：Tungstates

灰重石：Scheelite Sch CaWO4

鉄マンガン重石：Wolframite Wlf （Fe2＋,Mn）WO4

鉄重石：Ferberite Fer Fe2＋WO4

マンガン重石：Hübnerite Hue MnWO4

かんらん石：Olivine （Ol） ファヤライト：Fayalite Fa Fe2
2＋SiO4

斜方輝石：Orthopyroxene （Pyx） エンスタタイト：Enstatite En Mg2Si2O6
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（Takahara and Nakano, 1993）のに対して，炭酸塩
岩を交代したスカルンとは性質が大きく異なる。これ
は，炭酸塩岩が地殻を広く構成する珪酸塩岩と比べ
て，化学組成に特徴があること，また，熱水との反応
性が著しく高いためである。交代作用においては，関
係火成岩に限らず含アルミニウム珪酸塩岩は互いに似
た挙動をするので，それらを原岩とするスカルンをこ
こでは内成スカルンとして取り扱う（Fig. 1）。
内成スカルンと比べて，外成スカルンの方が発達す
る範囲や規模が大きい傾向がみられるが，深所で生成
された場合は，内成スカルンが発達する傾向がある。
内成スカルンと外成スカルンの境界は，必ずしも明確
ではないが，炭酸塩岩を交代して生成された外成スカ
ルンは，相対的に粗粒なスカルン鉱物からなるととも
に基本的に1相の鉱物から構成される。また，スカル
ン鉱物中の固相包有物が少ない傾向が認められる。そ
れに対し，内成スカルンでは，相対的に細粒の2相あ
るいは1相のスカルン鉱物からなることが多く，固相
包有物（特に，チタン石）が多く，顕微鏡下では汚れ
た印象が見受けられる。外成スカルンでは，ヘデン輝
石成分に富む単斜輝石，アンドラダイト成分に富むザ
クロ石，珪灰石が主要な構成鉱物である。珪灰石は石
灰岩との境界に沿って生成されることが多い。それに
対して，内成スカルンでは，グロシュラー成分に富む
ザクロ石，緑簾石，透輝石成分に富む単斜輝石，斜長
石が主要な構成鉱物である。化学組成的には，内成ス

カルンにおいて相対的にアルミニウム，チタン，燐が
多く，外成スカルンではカルシウムが多い傾向が認め
られる。このような特徴から，外成スカルンと内成ス
カルンの大体の境界を知ることができる。
変成作用では，H2OおよびCO2以外の成分の移動
は少ないが，スカルン鉱床を生成するような交代作用
では，熱水の寄与が強く，物質の移動が顕著であり，
これが変成作用との大きな違いである。交代作用は浸
透交代作用と拡散交代作用とに分けられる。浸透交代
作用では，岩石を浸透する熱水が物質の良い運搬媒体
となるため，規模の大きなスカルンが生成される。そ
れに対し，拡散交代作用では媒体の移動を伴わず，物
質の移動は拡散する成分の濃度勾配によって生じるた
め，移動量が少なく，規模の小さなスカルンが生成さ
れる。このような過程で生成されたスカルンは反応ス
カルンと呼ばれる。鉱床を伴うスカルンの生成は，浸
透交代作用によるものである。

3.　スカルン鉱床の多様性と鉱床タイプ

3.1　スカルン鉱床の分布と多様性
スカルン鉱床は世界各地に知られており，特にタン
グステンや銅の重要な供給源となっている（Fig. 2）。
代表的な鉱床として，アメリカのCornwall（Fe）, 
Bingham（Cu）（斑岩銅鉱床としても有名），Twin 
Buttes（Cu）, Little Boulder Creek（Mo），カザフス
タンのSokolov-Sarbai（Fe），ハイチのMeme（Cu, 

Fig. 2　（Color online）Distribution of skarn deposits in the world （Nakano, 2003).
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Au），カナダのCantung （W） やMactung （W），オー
ストラリアのKing Island（W），メキシコのNaica
（Pb, Zn）, Santa Eulalia （Pb, Zn），ロシアのTyrnyauz
（Mo）などがある（中野，2003）。日本には100余り
のスカルン鉱床が存在したが，神岡鉱山（Pb, Zn），
釜石鉱山（Cu, Fe），八茎鉱山（Cu, Fe, W），中竜鉱
山（Pb, Zn），秩父鉱山（Pb, Zn, Cu, Fe），大川目鉱
山（Mo），藤ヶ谷鉱山（W, Cu），尾平鉱山（Sn, Cu）
などが代表的なものとして挙げられる （Fig. 3）。スカ
ルン鉱床は，削剥レベルに関係して中生代以降の造山
帯に多いが，他のマグマ性熱水鉱床と同様，一般に，
関係火成岩の頂部付近に発達する（Fig. 1）。
スカルン鉱床の特徴は，さまざまなスカルン鉱物を
伴うだけでなく，硫化鉱物，磁鉄鉱や錫石などの酸化
鉱物，灰重石などのタングステン酸塩鉱物などの鉱石
鉱物の種類も多いことである（Table 1）。これらの鉱
石鉱物を構成する主要な金属種と，関係火成岩やスカ
ルン鉱物との間には密接な関係が見られることから，
スカルン鉱床はいくつかのタイプに分類されている。
Einaudiらのグループは，世界のスカルン鉱床を亜鉛，
モリブデン，銅，鉄，錫，タングステンおよび金の7
つのタイプに分類している（Einaudi et al., 1981; 
Meinert, 1992）。鉱床は地質区や岩石区によって特徴
があるので，こうした金属種に基づく分類は人為的で
重複する点も多いが，日本でも，Pb‒Znスカルン鉱床
は神岡‒中竜型，Cu‒Feスカルン鉱床は釜石型と呼ば
れ，鉱石の種類がスカルンや関係火成岩の種類や産状
と関係することは早くから知られている （宮沢，1977）。

熱水性鉱床はさまざまな鉱石鉱物を産するが，方鉛鉱
を主とするPb鉱石がCu鉱石あるいは磁鉄鉱や赤鉄
鉱などの鉄鉱石と共存することは少ない。地質区や花
崗岩岩石区も考慮して日本のスカルン鉱床の出鉱デー
タを解析し，鉛，亜鉛のどちらかを出鉱した場合は
Pb‒Znタイプ，銅や鉄を出鉱した場合はCu‒Feタイ
プ，タングステンを主に出鉱した場合はWタイプと
して分類すると，Einaudiら（1981）の分類と比較的
良い対応が見られる（Nakano, 1998）。

3.2　スカルン鉱床タイプの特徴
スカルン鉱床タイプはさまざまな地質要因と関係し
ているが，その最も大きな要因は関係火成岩の酸化度
である（Shimazaki, 1980）。花崗岩類は，その中に
含まれる磁鉄鉱の量，あるいは帯磁率（磁化率）に
基づき，酸化的な磁鉄鉱系と還元的なイルメナイト
系に分類される（Ishihara, 1977）。一方，原岩の違
いに基づき，Iタイプ（Igneous source type）とSタ
イプ（Sedimentary source type）に分けられている
（Chappell and White, 1974）。炭質物を含む堆積岩
が関与すると，還元的な花崗岩類になる。磁鉄鉱系あ
るいは Iタイプの花崗岩類が関係した場合，鉛，亜
鉛，銅，鉄，モリブデン，銀が伴われるのに対して，
イルメナイト系あるいはSタイプの花崗岩類が関係し
た場合は，錫，フッ素が伴われる。タングステンおよ
び金はどちらのタイプの花崗岩類にも伴われる。タン
グステンは灰重石として産出するが，随伴する鉱物種
により酸化型と還元型に二分され，後者はイルメナイ
ト系花崗岩に伴われている（Sato, 1980）。スカルン

 
Fig. 3 （Color online）Distribution of skarn deposit in Japan according to the classification of Nakano 

et al. （1990). 
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鉱床の生成に関与した熱水の起源は，深成岩マグマの
結晶分化作用の末期にマグマから放出された高温流体
（マグマ水）や，マグマの周辺に存在し，その熱によ
り暖められた天水を起源とする地下水等である。スカ
ルン鉱床の生成には，両熱水が多かれ少なかれ関与し
ているが，日本では，特に，鉱床タイプと花崗岩類の
酸化度の間に非常に良い対応関係が見られる。これ
は，マグマ水が鉱床生成に強く関わっていることを示
している（Shimazaki, 1980; Nakano, 1998）。
スカルン鉱床タイプは，関係火成岩のSiO2含有量
や貫入様式（深成岩，半深成岩），火成岩体からの距
離，鉱床が形成した深度にも関係している。関係火成
岩の多くは閃緑岩質から花崗岩質であるが，スカルン
鉱床タイプによってマグマの分化度に違いが見られる
（Fig. 4）。FeスカルンやAuスカルン（主に閃緑岩か
ら花崗閃緑岩）に比べて，SnスカルンやMoスカルン
はペグマタイトやアプライトなど非常に分化した花崗
岩類に伴われることが多い。Feスカルンは磁鉄鉱が
主要な鉱石鉱物であり，一般に，内成スカルンに産す
るが，巨大な鉄鉱床は関係深成岩と同源の安山岩質な
火山岩類を伴うことが多い。周囲の石灰岩は大理石
化，砂泥質岩はホルンフェルス化しており，熱変成を
受けている。これに対して，Cuスカルンは，黄銅鉱
や斑銅鉱として外成スカルンに産するが，アメリカ大
陸西部など多数の斑岩銅鉱床が分布する地域では，斑
岩銅型スカルンと呼ばれる巨大鉱床を伴うことが多
い。裂かや角礫状組織が発達することから，地殻上部
の脆性的環境で生成されたと考えられている。日本の

Cuスカルンは，花崗閃緑岩など非斑岩型の深成岩に
伴われているが，イルメナイト系花崗岩に伴われる山
陽帯のCuスカルンは規模が小さい。鉱石鉱物は，ス
カルン鉱物の変質を伴うことが多いことから，その生
成には温度の低下が重要な役割を果たしている。Cu
鉱化作用は後期生成の石英や黄鉄鉱，赤鉄鉱に伴われ
ることがある。日本のグリーンタフ地域の珪長質火成
岩に伴うCuスカルンが，これに相当する。Auスカル
ンは，FeスカルンとCuスカルンの中間的な特徴を示
す。斑岩銅型スカルンとの類似性が一般に強いが，周
囲はホルンフェルス化した砂泥質岩を伴うことが多
い。鉄，銅，金の各スカルンは類似性が強く，Cu‒Fe
タイプに分類される日本の釜石鉱山では，各タイプが
存在している。
スカルン鉱床が関係火成岩の近傍にある場合は

proximalスカルン，離れた場合はdistalスカルンと
呼ばれる（Fig. 1）。Feスカルンは前者が多いのに対
して，Znスカルンの多くは後者で，半深成岩に伴わ
れ石灰岩との境界付近に発達するが，関係火成岩が不
明な場合もある。北米西部のコルディレラ山系には多
くのスカルン鉱床が存在するが，Znスカルンは火成
岩体から500 m以上離れて産する。Znスカルンは，
石灰岩を交代した単斜輝石を中心とする外成スカルン
が多く，周囲にホルンフェルスなど熱変成岩が発達し
ていない。この点でもFeスカルンと対称的であり，
日本のPb‒Znタイプとよく似ている。

Wスカルンのうち，酸化型は緑簾石スカルンが発達
し，単斜輝石/ザクロ石比（0.1‒1）が低く，銅やモリ
ブデンを伴う。これに対して，還元型は斜長石および
単斜輝石からなる白色スカルンが発達し，単斜輝石/
ザクロ石比が高く（2‒10），錫やフッ素を伴う。還元
型Wスカルンは裂かの発達が弱く，周囲の岩石は大
理石化やホルンフェルス化している。鉱床は石灰岩と
砂泥質岩との間に層状あるいはレンズ状に発達し，硫
化鉱物に乏しく，灰重石は石英や白雲母を伴うことが
ある。日本では，阿武隈帯や北上帯（八茎鉱山，伊達
永井鉱山，山口鉱山など）のW鉱床は酸化型Wスカ
ルンに相当するのに対して，山陽帯（藤ケ谷鉱山，喜
和田鉱山，玖珂鉱山など）のW鉱床は還元型Wスカ
ルンに相当する（Fig. 3）。

Snスカルンは，還元型Wスカルンと類似性が強い。
錫はマラヤ石 （CaSnSiO5） だけでなく，チタン石やザ
クロ石などの累進スカルンを構成する珪酸塩鉱物にも
固溶するが，それらが後退スカルン生成時に熱水変質

Fig. 4 Relationship between skarn deposit type and geo-
chemical composition of related igneous rock 
（Meinert, 1987). 
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を受け，分解した錫がグライゼン変質帯に錫石として
固定されたものが，資源的には重要である。グライゼ
ン変質帯は石英や白雲母からなる酸性変質帯であり，
この点でも還元型WスカルンとSnスカルンは類似し
ている。両スカルン鉱床の生成に関係した花崗岩類は
他のスカルン鉱床と比べて，希土類元素パターンにお
いてユーロピウムの負の異常が顕著であり，還元的な
環境下で生成し，周囲の生物起源物質の影響が大きい
ことを示している。

4.　累帯スカルンに対する物理化学的アプローチ

スカルンの特徴の一つは，鉱物組み合わせの異なる
スカルンが帯状に配列すること（累帯配列）で，累帯
スカルン （zoned skarn） と呼ばれている。累帯スカル
ンは，石灰岩と他の岩石との境界に沿って発達する。
外成スカルンでは，石灰岩からのカルシウム成分の溶
脱やCO2の脱ガスに加えて，熱水からの鉄，マグネシ
ウム，アルミニウム，珪素などの供給があり，これら
の成分の化学ポテンシャルの勾配が累帯配列の要因と
なる。内成スカルンにおいては，カルシウムや鉄の供
給に加えて，ナトリウム，カリウム，マグネシウム，
アルミニウムなどの溶脱があり，これらの成分の化学
ポテンシャルの勾配が累帯配列を決定していると考え
られる。また，酸化・還元状態の違いも産出する鉱物
種に影響を及ぼす。2価の鉄を含む鉱物は還元的な条
件下において出現し，3価の鉄を含む鉱物は酸化的な
条件下で出現する。
変成岩とは異なり，共存する鉱物の数が少ないこと
もスカルンの特徴であり，一般的には，主な鉱物相は
1相あるいは2相である。スカルンにおける鉱物の共生
関係を表すためにACF図が多用される。主要成分だ
けを考慮に入れると，ACF図において，Aは （Al2O3＋

Fe2O3）‒（Na2O＋K2O），CはCaO，そしてFは （MgO＋
FeO）を表す。スカルンに出現する代表的な鉱物を
Fig. 5のACF図に示す。ここでは，カルシウム角閃石
として透閃石－鉄アクチノ閃石固溶体を示している。
スカルンにおいてSiO2は主要成分であるが，ACF図
では，SiO2は石英としてすべてのスカルン鉱物と共
生するか，あるいは，その化学ポテンシャルが一定で
あり，他のスカルン鉱物の共生関係に影響を及ぼさな
い過剰成分として取り扱われる。チタンと燐はスカル
ンにおいて微量に含有される成分であり，それぞれチ
タン石あるいは燐灰石として少量産することが多い
が，他のスカルン鉱物の共生関係に影響を及ぼすこと

はなく，スカルンの生成において無関与成分として取
り扱われる。Fig. 6は釜石鉱山におけるスカルンの鉱
物組み合わせを示したものであり（Uchida, 1986），
外成スカルンは基本的にザクロ石あるいは単斜輝石の
1相からなり，内成スカルンは（Al2O3＋Fe2O3）を主
成分として含むスカルン鉱物であるザクロ石や緑簾石
あるいは灰長石と，（MgO＋FeO）を主成分として含
むスカルン鉱物である単斜輝石あるいはカルシウム角
閃石の2相からなる。鉱床により共生関係に違いがみ
られるが，これは変成岩の場合と同様に，温度，圧力
などの違いによって説明される。変成岩のようにH2O
やCO2以外の成分がほとんど移動しない場合，ACF図
上では，一般的に，主要鉱物としては石英を除き3相
が共生するが，スカルンではそれより少ない1相ある
いは2相の鉱物が出現する。
系を記述するために必要最小限の成分は独立成分と
呼ばれ，この独立成分の数 （C），平衡に共存する相の
数 （φ） および相の数を変えることなく自由に変えられ
る示強変数の数である自由度（F）との関係を示した
ものが，ギブスの相律であり，次のように表される。

F＝C＋2－ϕ （1）

温度および圧力が外界から決められる場合，自由に変
えられる示強変数の数（FG）はFより2小さくなるの
で，次の関係式が得られる。

FG＝F－2＝C－ϕ （2）

これは，ゴールドシュミットの鉱物学的相律と呼ばれ
る。FG＝0の場合，ϕ＝Cとなり，一般的に共存する鉱

Fig. 5 ACF diagram showing representative skarn min-
erals.
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物の数は独立成分の数に等しいか，それより小さくな
る。Fig. 5のACF図において，独立成分の数は3であ
るので，一般的に，共存する鉱物の数は3相となる。
上記のギブスの相律およびゴールドシュミットの鉱
物学的相律は，系を構成する独立成分の量に変化がな
い場合，すなわち，閉鎖系に対して適用される。独立
成分は，熱力学的には固定性成分（Ci）と完全移動性
成分（Cm）との2つに分けられる。固定性成分は，系
内においてその量が一定に保たれる成分，すなわち，
外界との間において移動のない成分である。それに対
し，完全移動性成分はその化学ポテンシャルが外界に
よって決められる成分であり，外界との間において自
由に移動できる成分である。温度，圧力に加え，完全
移動性成分の化学ポテンシャルが外界によって一定に
保たれる場合に対しては，次のコルジンスキーの鉱物
学的相律が成り立つ（Korzhinskii, 1959）。

FK ＝F－2－Cm 

＝（Ci＋Cm）＋2－ϕ－（2＋Cm）＝Ci－ϕ （3）

コルジンスキーの鉱物学的相律における自由度FK＝0
の場合，すなわち，温度，圧力に加え完全移動性成分
の化学ポテンシャルが外界から決められる場合，ϕ＝
Ciが成り立つ。Fig. 5のACF図において，一つの成

分を固定性成分から完全移動性成分に変化させた場
合，一般的には，3相ではなく，2相が共存すること
になる。すなわち，タイライン上の鉱物組み合わせが
出現する。さらに一つの成分を固定性成分から完全移
動性成分に変化させた場合では，1相が存在すること
になる。このように，一つの成分が固定性成分から完
全移動性成分に変化することに伴い，共存する相の数
は一つずつ減少する。

Fig. 6に示した釜石鉱山の内成スカルンの各帯では，
2相の鉱物が共存するが，このことは二つの成分が固定
性成分として挙動したことを示している。内成スカル
ンに産出する二つの鉱物は，それぞれ （Al2O3＋Fe2O3）
成分を含むものと （MgO＋FeO） 成分を含むものであ
り，CaOの化学ポテンシャルの増加に伴い，（Al2O3＋

Fe2O3）成分を含む鉱物は，灰長石→緑簾石→ザクロ
石の順に，他方，（MgO＋FeO） 成分を含む鉱物は，黒
雲母→カルシウム角閃石→単斜輝石の順に変化する。
すなわち，（Al2O3＋Fe2O3） 成分および （MgO＋FeO）
成分は固定性成分として挙動し，CaOは完全移動性
成分として挙動したと考えられる。一般的な岩石にお
いて，Fe2O3よりもAl2O3の量が多いことから，灰長
石→緑簾石→ザクロ石の変化においては，Al2O3が固
定性成分として重要な役割を果たしたと考えられる。

Fig. 6 ACF diagrams showing the mineral parageneses of the skarns in the Kamaishi mine （Uchida, 
1986）. Pl: plagioclase, Ep: epidote, Ga: garnet, Cal: calcite, Cpx: clinopyroxene, Amp: Ca-amphi-
bole, and Bi: biotite.
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また，MgOはFeOに対して著しく苦鉄質鉱物に入り
やすいことから，黒雲母→カルシウム角閃石→単斜輝
石の変化においては，MgOが固定性成分として重要
な役割を果たしたと考えられる。（Al2O3＋Fe2O3）成
分および （MgO＋FeO） 成分のどちらかが固定性成分
から完全移動性成分に変化すると，2相ではなく，1相
からなるスカルンが生成される。
他方，外成スカルンは1相からなり，釜石鉱山では
多くの場合，石灰岩側から単斜輝石スカルン，そして
ザクロ石スカルンの順に累帯配列している。単斜輝石
スカルンとザクロ石スカルンの境界は必ずしもシャー
プではなく，境界付近では，単斜輝石がザクロ石に
よって交代された組織がみられる。Fig. 5のACF図
からわかるように，単斜輝石スカルンおよびザクロ石
スカルンは，（Al2O3＋Fe2O3）成分あるいは（MgO＋
FeO）成分の違いによって説明される。このことは，
CaO成分ならびに （Al2O3＋Fe2O3） あるいは （MgO＋
FeO） 成分のどちらかが完全移動性成分として挙動し，
他方の成分が固定性成分として挙動したことを示して
いる。

5.　スカルンの生成条件とスカルン鉱物の安定性

温度，圧力，酸素分圧，CO2分圧等のスカルンの生
成条件の推定において，スカルン鉱物に対する相平衡
図は重要な情報を与える。ここでは，スカルン鉱物と
して一般的である単斜輝石，ザクロ石，緑簾石，珪灰
石，角閃石などの関与した相平衡に関して議論する。
単斜輝石は，透輝石‒ヘデン輝石系の固溶体，角閃石は
透閃石‒鉄アクチノ閃石系の固溶体，ザクロ石の多く
はグロシュラー‒アンドラダイト系の固溶体，そして
緑簾石はクリノゾイサイト‒緑簾石 （ピスタサイト） 系
の固溶体を成すことが多い。一般的に，内成スカルン
では鉄の含有量が相対的に少ないため，内成スカルン
の生成条件の推定においては，単斜輝石として透輝石，
カルシウム角閃石として透閃石，ザクロ石としてグロ
シュラー，緑簾石としてクリノゾイサイト，そして斜長
石として灰長石を考慮すればよく，CaO‒MgO‒Al2O3‒ 
SiO2‒H2O‒CO2系で近似することができる。それに対
し，外成スカルンでは，鉄の含有量が相対的に高いと
ともに，鉄には2価と3価の状態が存在し，生成鉱物
は酸素分圧の影響を受けることから，CaO‒Fe‒SiO2‒
H2O‒CO2‒O2系で近似される。

5.1 CaO‒MgO‒Al2O3‒SiO2‒H2O‒CO2系の相平衡
ここでは，一つの理想的な内成スカルンの生成条件

の推測を目的として，CaO‒MgO‒Al2O3‒SiO2‒H2O‒
CO2系に属する透輝石，透閃石，グロシュラー，クリ
ノゾイサイト，珪灰石，灰長石，石英および方解石の
8鉱物に対する相平衡を考察する。Fig. 7aは，Uchida 
and Iiyama （1982）によって求められた1 kbにおけ
る相平衡図である。珪灰石の安定性は

珪灰石＋CO2＝石英＋方解石

の平衡曲線により決められる（以下，反応係数は省
略）。珪灰石は相対的に高温・低CO2分圧下において
安定である。透輝石と透閃石の安定性は，

透輝石＋H2O＋CO2＝透閃石＋石英＋方解石 （4）

の反応曲線によって決められ，相対的に高温・低CO2

分圧下において透輝石が安定となる。グロシュラー＋
石英の安定領域は，

グロシュラー＋石英＝灰長石＋珪灰石 （5）

グ ロシュラー＋CO2 

＝灰長石＋石英＋方解石 （6）

グ ロシュラー＋H2O＋CO2 

＝クリノゾイサイト＋石英＋方解石 （7）

の3つの平衡曲線で囲まれた領域となる。また，クリ
ノゾイサイト＋石英の安定領域は，

ク リノゾイサイト＋石英 
＝グロシュラー＋灰長石＋H2O （8）

ク リノゾイサイト＋CO2 

＝灰長石＋方解石＋H2O （9）

で囲まれた領域である。なお，灰長石＋石英はすべて
の領域において安定である。

Fig. 7bは，Fig. 7aの平衡曲線で囲まれた①～⑧の
各領域において石英が共存し，Al2O3とMgOが固定性
成分として挙動するとともに，CaO, H2OおよびCO2

が完全移動性成分として挙動するとした条件下で予想
されるスカルンの累帯配列である。釜石鉱山日峰鉱床，
新山鉱床8D鉱体，新山鉱床4D‒7D鉱体および天狗森
鉱床におけるスカルンの累帯配列は，それぞれ①，②，
④および⑧に対応する。生成圧力およびCO2分圧に
おいて違いがないと仮定すると，これらのスカルンの
累帯配列の違いは温度の違いによって説明される。

Fig. 8は，Fig. 7と同じ熱力学的データを用いて求
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められたCaO‒MgO‒Al2O3‒SiO2‒HCl‒H2O‒CO2系の
化学ポテンシャル図であり，縦軸は log（aCa2＋/（aH＋）2）
を示している（Uchida, 1986）。ここで，aiは iイオン
の活動度（活量）である。この図では圧力を1 kb，
CO2の分圧を0.02とするとともに，石英に飽和して
いることを仮定している。Fig. 8においては，珪灰石
の安定性を示す平衡曲線と，グロシュラー，クリノゾ
イサイト，灰長石間の安定関係を示す平衡曲線および
透輝石と透閃石間の安定関係を示す平衡曲線が示され
ており，Fig. 7aにおいてXCO2＝0.02とした場合に求
められるスカルンの累帯配列 （Fig. 7b）が示されてい
る。この図ではザクロ石，緑簾石，斜長石，単斜輝石
およびカルシウム角閃石に対して端成分を用いて計算
が行われているが，このような相平衡図は実際に存在
する鉱物組成を用いて容易に作成することができる。

5.2　CaO‒Fe‒SiO2‒H2O‒CO2‒O2系の相平衡
外成スカルンの生成条件を探るためには，MgOお

よびAl2O3の代わりにFeOおよびFe2O3を考慮に入れ
る必要がある。すなわち，CaO‒Fe‒SiO2‒H2O‒CO2‒
O2系の相平衡が外成スカルンの生成条件の推定に有

Fig. 8 Activity-T diagram in the system CaO‒MgO‒
Al2O3‒SiO2‒HCl‒H2O‒CO2 at 1 kb and XCO2＝0.02 
（Uchida, 1986）. Quartz was assumed to be satu-
rated. The circled numbers correspond to those of 
Fig. 7. An: anorthite, Czo: clinozoisite, Gr: gros-
sular, Cal: calcite, Di: diopside, Tr: tremolite, and 
Wol: wollastonite.

Fig. 7 （a） T‒XCO2 diagram in the system CaO‒MgO‒Al2O3‒SiO2‒H2O‒CO2 at Ptotal＝1 kb, and （b） zonal 
arrangement of skarns predicted from the phase equilibria in the system CaO‒MgO‒Al2O3‒
SiO2‒H2O‒CO2 on the assumptions that Al2O3 and MgO are inert components, that CaO, H2O, 
and CO2 are perfectly mobile components, and that SiO2 is an excess component （Uchida and 
Iiyama, 1982）. The circled numbers correspond to those of （a）. An: anorthite, Tr: tremolite, Di: 
diopside, Gr: grossular, Czo: clinozoisite, Wol: wollastonite, Cal: calcite, and Qtz: quartz.
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効である。Fig. 9は，Uchida （1983）によって求めら
れた圧力1 kb，温度420℃におけるCaO‒Fe‒SiO2‒
H2O‒CO2‒O2系の相平衡図であり，縦軸は酸素分圧，
横軸はCO2のモル分率を示している。ヘデン輝石の
安定領域は

ヘ デン輝石＋H2O＋CO2  

＝鉄アクチノ閃石＋石英＋方解石 （10）

ヘ デン輝石＋O2  

＝方解石＋磁鉄鉱＋石英 （11）

ヘ デン輝石＋O2  

＝アンドラダイト＋磁鉄鉱＋石英 （12）

の平衡曲線よって囲まれた領域である。また，石英と
共存するアンドラダイトの安定領域は

ア ンドラダイト＋石英＋CO2 

＝ヘデン輝石＋方解石＋O2 （13）

ア ンドラダイト＋CO2 

＝磁鉄鉱＋石英＋方解石＋O2 （14）

の平衡曲線よりもCO2モル分率の低い領域である。
これらの平衡曲線は，ヘデン輝石は比較的低い酸素分
圧条件下で安定であり，それに対し，アンドラダイト

は比較的高い酸素分圧条件下で安定であることを示し
ている。中間の酸素分圧領域では，ヘデン輝石とアン
ドラダイトの2相が共存し得るが，アンドラダイトは
低いCO2分圧下において安定である。このような条
件下では，石灰岩側にヘデン輝石，そして石灰岩から
離れたところにアンドラダイトが生成されることにな
り，これは多くの外成スカルンに見られる累帯配列で
ある。
また，ヘデン輝石は，CO2の増加に伴い鉄アクチノ
閃石，グリュネル閃石へと変化する。釜石鉱山新山鉱
床4D‒7D鉱体でみられる温度降下期の変質作用を被っ
た外成スカルンでは，石灰岩側からグリュネル閃石，
鉄アクチノ閃石，ヘデン輝石，アンドラダイトの累帯
配列がみられるが，この累帯配列はCO2分圧の勾配
によって説明される。このように，外成スカルンの生
成は温度，圧力，酸素分圧とともにCO2分圧によって
支配されている。この系において理論的に推測される
累帯配列は，熱水から供給されるAl2O3やMgO成分
によっても変化し得る。

5.3　スカルン鉱物に対するイオン交換平衡実験
スカルンの生成に関与した熱水の化学組成に関する
情報を得るための一つの方法として，鉱物－熱水間に
おけるイオン交換平衡実験が挙げられる （内田，1993）。
単純な組成の石灰岩を交代した外成スカルンを構成す
る鉱物は，関与した熱水の組成を反映すると考えられ
る。そこで，ここでは，外成スカルンを構成する代表
的な鉱物である単斜輝石（ヘデン輝石，ヨハンセン輝
石）およびザクロ石（グロシュラー，アルマンディ
ン，スペサルティン）に加え，タングステンの重要な
鉱石鉱物である灰重石と鉄マンガン重石を例としてス
カルン鉱物と熱水間におけるCa2＋，Fe2＋およびMn2＋

の交換平衡について述べ，スカルンの生成に関与した
熱水中のCa2＋，Fe2＋およびMn2＋イオンの相対濃度を
考察する。
高温の熱水では，金属イオンはクロロ錯体として存
在し移動すると考えられている。このことは熱水性鉱
床に産する鉱物にトラップされている流体包有物や島
弧マグマから放出される熱水流体はNaCl濃度が高
く，塩素に富んでいることからも支持される（Cline 
and Bodnar, 1991）。

CaSiO3‒FeSiO3‒MnSiO3‒（Ca,Fe,Mn）Cl2‒H2O系
におけるイオン交換平衡実験がKakuda et al. （1991）
およびOgino et al. （1992）によって行われている。
Fig. 10は，600℃，1 kbにおいて求められたCaSiO3‒

Fig. 9 log fO2
‒XCO2 diagram in the system CaO‒Fe‒SiO2‒

H2O‒CO2‒O2 at 420℃ and 1 kb （Uchida, 1983）. 
Ac: ferroactinolite, Gru: grunerite, Ad: andradite, 
Cal: calcite, Mgt: magnetite, Qtz: quartz, and Hd: 
hedenbergite.
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FeSiO3‒（Ca,Fe）Cl2‒H2O系およびCaSiO3‒MnSiO3‒
（Ca,Mn）Cl2‒H2O系のイオン交換平衡曲線である。実
験条件下において，CaSiO3‒FeSiO3‒（Ca,Fe）Cl2‒H2O
系ではCaSiO3側から珪灰石，鉄バスタム石，ヘデン
輝石が安定であり，FeSiO3に近い領域では，エンス
タタイトは安定ではなく，ファヤライトと石英の2相
が安定である。珪灰石および鉄バスタム石は熱水中の
Ca/（Ca＋Fe）モル比が，それぞれ0.94以上，0.92～
0.94の範囲の高い条件下で安定である。ヘデン輝石
は，熱水のCa/（Ca＋Fe）モル比において0.57～0.92
の広い安定領域を持つ。

CaSiO3‒MnSiO3‒（Ca,Mn）Cl2‒H2O系においては，
CaSiO3側から，珪灰石，バスタム石，バラ輝石，パ
イロクスマンガン石が安定となる。バスタム石の固溶
範囲は広く，そのCa/（Ca＋Mn）モル比は0.22～0.85
であり，この組成のバスタム石と共存する塩化物水溶
液のCa/（Ca＋Mn）モル比は0.45～0.92である。

Fig. 11は，CaSiO3‒FeSiO3‒MnSiO3‒（Ca,Fe,Mn）Cl2‒ 
H2O系におけるイオン交換平衡実験結果であり，この
系における鉱物の安定領域とこれらの鉱物と共存する
塩化物水溶液のCa/（Ca＋Fe＋Mn） モル比を示したも
のである。実験条件である600℃，1 kbでは，珪灰石，
バスタム石（鉄バスタム石を含む），ヘデン輝石，バ
ラ輝石，パイロクスマンガン石が安定な鉱物である。
実験条件下において，ヘデン輝石は最大30モル％の
CaMnSi2O6成分を固溶する。スカルンに産出するヘ
デン輝石はCa/（Ca＋Fe＋Mn）モル比において50モ

ル％に近いものが多く，サブカルシックなヘデン輝石
は，Wスカルン鉱床を除いて稀である。このことから
ヘデン輝石の生成に関与した熱水のCa/（Ca＋Fe＋Mn）
モル比は0.8以上の高い比をもっていたと推測される。

Ca3Al2Si3O12‒Fe3Al2Si3O12‒Mn3Al2Si3O12‒（Ca,Fe, 
Mn） Cl2‒H2O系におけるイオン交換平衡実験は600℃，
1 kbの条件下でUchida et al. （1996）により行われ
て い る。Fig. 12にCa3Al2Si3O12‒Fe3Al2Si3O12‒（Ca, 

Fig. 10 （a） Ion exchange isotherm in the system CaSiO3‒FeSiO3‒（Ca,Fe）Cl2‒H2O at 600℃, 1 kb （Ogino 
et al., 1992）, and （b） ion exchange isotherm in the system CaSiO3‒MnSiO3‒（Ca,Mn）Cl2‒H2O at 
600℃, 1 kb （Ogino et al., 1992）. Wol: wollastonite, Fbus: ferrobustamite, Hd: hedenbergite, Fa: 
fayalite, Qtz: quartz, Bus: bustamite, Rho: rhodonite, and Pyx: pyroxmangite.

Fig. 11 Experimentally determined stability relation-
ships among the minerals in the system CaSiO3‒
FeSiO3‒MnSiO3‒H2O at 600℃, 1 kb, showing 
mole fractions of CaCl2aq in the coexisting aque-
ous CaCl2‒FeCl2‒MnCl2 solution （Ogino et al., 
1992）. Wol: wollastonite, Hd: hedenbergite, Bus: 
bustamite, Rho: rhodonite, and Pyx: pyroxmang-
ite.
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Fe）Cl2‒H2O系およびCa3Al2Si3O12‒Mn3Al2Si3O12‒（Ca, 
Mn）Cl2‒H2O系のイオン交換平衡曲線を示す。
実験条件下において，Ca3Al2Si3O12‒Fe3Al2Si3O12‒

（Ca,Fe）Cl2‒H2O系では，グロシュラーとアルマンディ
ンとの間には連続固溶体は形成されず，途中にヘデン
輝石＋灰長石＋ウスタイトおよびファヤライト＋灰長
石の鉱物組み合わせが安定である領域が出現する。そ
れに対し，Ca3Al2Si3O12‒Mn3Al2Si3O12‒（Ca,Mn）Cl2‒ 
H2O系では，連続固溶体が形成される。それぞれの
系において，Ca2＋は，Fe2＋あるいはMn2＋と比べてや

や液相に入りやすい傾向を示している。Fig. 13は，
Ca3Al2Si3O12‒Fe3Al2Si3O12‒Mn3Al2Si3O12‒（Ca,Fe, 
Mn）Cl2‒H2O系におけるザクロ石の安定領域とザクロ
石と共存する塩化物水溶液のCa/（Ca＋Fe＋Mn） モル
比を示している。CaSiO3‒FeSiO3‒MnSiO3‒（Ca,Fe, 
Mn）Cl2‒H2O系のイオン交換平衡実験結果と比べてみ
ると，サブカルシックでないヘデン輝石と共存できる
グロシュラー‒アルマンディン‒スペサルティン系ザク
ロ石に固溶されるアルマンディン＋スペサルティン成
分は，およそ20モル％以下であると推測される。
タングステンの重要な鉱石鉱物として灰重石と鉄マ
ンガン重石が挙げられる。スカルン鉱床ではカルシウ
ムを多く含有する石灰岩が関与していることから，一
般的には，鉄マンガン重石ではなく，灰重石が産出す
る。CaWO4‒（Fe,Mn）WO4‒（Ca,Fe,Mn）Cl2‒H2O系に
おけるイオン交換平衡実験はUchida et al. （1989）に
より400℃および600℃, 1 kbの条件下で行われている
（Fig. 14）。実験条件下において，灰重石と鉄重石およ
び灰重石とマンガン重石との間ではほとんど固溶関係
がみられない。灰重石と鉄重石および灰重石とマンガ
ン重石の2相と共存する塩化物水溶液のCa/（Ca＋Fe）
およびCa/（Ca＋Mn）モル比は，それぞれ400℃にお
いて0.66と0.65, 600℃において0.38と0.32である。
上述の単斜輝石とザクロ石に対するイオン交換平衡実
験は，600℃，1 kbにおいてサブカルシックでないヘ
デン輝石およびサブカルシックでないザクロ石はCa/
（Ca＋Fe＋Mn） モル比が0.8以上の塩化物水溶液にお

Fig. 12 （a） Ion exchange isotherm in the system Ca3Al2Si3O12‒Fe3Al2Si3O12‒（Ca,Fe）Cl2‒H2O at 600℃, 
1 kb （Uchida et al., 1996）, and （b） ion exchange isotherm in the system Ca3Al2Si3O12‒Mn3Al2 

Si3O12‒（Ca,Mn）Cl2‒H2O at 600℃, 1 kb （Uchida et al., 1996）. Ga: garnet, Hd: hedenbergite, An: 
anorthite, Wus: wüstite, and Fa: fayalite.

Fig. 13 Mole fractions of CaCl2 in the aqueous CaCl2‒
FeCl2‒MnCl2 solution coexisting with garnet in 
the system Ca3Al2Si3O12 （Gr）‒Fe3Al2Si3O12 （Alm）‒ 
Mn3Al2Si3O12 （Spe） （Uchida et al., 1996). 
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いて出現し得ることを示している。このような条件下
では，鉄マンガン重石ではなく，灰重石が生成される
ことになり，実験結果は天然における産状と一致して
いる。スカルン鉱床において，タングステンが鉄マン
ガン重石として産出することがあるが，この場合，鉄
マンガン重石の生成は後期のものであり，共生するザ
クロ石中のアルマンディンおよびスペサルティン成分
は高くなっている。
スカルンの生成に関与した熱水中には，一般的に，

NaCl成分が最も多く含有され，次いでKCl成分や

CaCl2成分が多く含有されていることが流体包有物の
研究から明らかになっている（Haynes and Kesler, 
1988）。上記のイオン交換平衡実験では，熱水中に多
く含有されるNaCl成分やKCl成分が考慮されておら
ず，実験結果を天然に適用するためにはこのことを考
慮する必要がある。Fig. 15は，灰重石‒鉄重石系およ
び灰重石‒マンガン重石系のイオン交換平衡に対する
NaClの影響を調べた結果である （Uchida et al., 1995）。
いずれの系においても，反応させる熱水中のNaCl濃
度が高くなるにつれて灰重石と鉄重石および灰重石と

Fig. 14 （a） Ion exchange isotherms in the system CaWO4‒FeWO4‒（Ca,Fe）Cl2‒H2O at 400℃ and 600℃, 
1 kb （Uchida et al., 1989）, and （b） ion exchange isotherms in the system CaWO4‒MnWO4‒
（Ca,Mn）Cl2‒H2O at 400℃ and 600℃, 1 kb （Uchida et al., 1989）. Sch: scheelite, Fer: ferberite, 
and Hue: huebnerite.

Fig. 15 （a） Effect of NaCl on Ca/（Ca＋Fe） molar ratio of the aqueous chloride solution coexisting with 
scheelite and ferberite at 400℃ and 600℃, 1 kb （Uchida et al., 1995）, and （b） effect of NaCl on 
Ca/（Ca＋Mn） molar ratio of the aqueous chloride solution coexisting with scheelite and huebne-
rite at 400℃ and 600℃, 1 kb （Uchida et al., 1995). 
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マンガン重石の2相が共存する熱水のCa/（Ca＋Fe） お
よびCa/（Ca＋Mn）モル比は急激に減少している。こ
れは，NaCl0

aq（NaClの中性溶存種で，aqは水和を示
す） はCaCl2

0
aq, FeCl2

0
aqおよびMnCl2

0
aqと比べて解離定

数が大きく，NaCl0
aqから解離したCl－aqがFeCl2

0
aqおよ

びMnCl2
0

aqと結合し，FeCl－3aqやMnCl－3aqなどの高次ク
ロロ錯体を形成することにより，熱水のCa/（Ca＋Fe）
比およびCa/（Ca＋Mn） 比が小さくなることを示して
いる。KClが関与した場合も，NaClの場合と同様な結
果が得られている。このように，イオン交換平衡実験
結果を天然に適用する場合，NaClやKClの存在に対
する補正が必要になる。上記の実験において生成され
た高次クロロ錯体がトリクロロ錯体としてのみ存在す
ると仮定した場合の生成定数がUchida et al. （2000, 
2002） により求められており，高温・低圧において高
次クロロ錯体が生成されやすいことが明らかにされて
いる。なお，Ca2＋，Mg2＋およびSr2＋のアルカリ土類
イオンは高次クロロ錯体を形成しないことから，たと
えば，Ca2＋とMg2＋のみが関与したイオン交換平衡実
験から得られた結果に対しては上述のような補正をす
る必要はない。

6.　スカルン鉱床の地球化学的特徴

6.1　スカルン鉱床の生成環境
スカルンの生成温度は，鉱物の安定関係や流体包有
物，安定同位体温度計などから，花崗岩類のソリダス
温度である700℃前後から300℃程度と推定されてい
る。塩基性～中性の火成岩類が石灰岩と接する場合に
は，スパー石，ティレー石，ゲーレン石など800℃を
超える高温下で生成されたスカルンも報告されている
（逸見ら，1976）。しかしながら，このような高温ス
カルンには金属の濃集がみられない。スカルン鉱床
は，主にスカルン鉱物と鉱石鉱物で構成されるが，緑
泥石や白雲母（絹雲母）のようなカルシウムを含まな
いフィロ珪酸塩鉱物のほか，石英や方解石などの一般
的な熱水性鉱床に共通する鉱物も伴う。硫化鉱物や錫
石などの鉱石鉱物は，他の熱水性鉱床と同程度の温度
条件（＜400℃）で生成されたと考えられている。
生成圧力に関しては，閃亜鉛鉱地質圧力計（Scott, 

1973）や黒雲母地質圧力計（Uchida et al., 2007）か
ら2～3 kb（深さ約6～9 kmに対応）程度から地表近
くまでの比較的低い圧力が推定されている（Shimizu 
and Shimazaki, 1981）。日本のスカルン鉱床は，Pb‒Zn
タイプの多くは浅所（1 kb以下），Cu‒Feタイプや還

元型Wスカルン鉱床は深所 （1～2 kb）で生成したと
推定されており，生成温度も同様に高くなっていると
考えられる。珪酸塩マグマに対する水の溶解度は，圧
力依存性が非常に強く，花崗閃緑岩メルトでは，2 kb
辺りから低圧側で急激に水の溶解度が減少する
（Burnham, 1979）。このことからも，マグマが深さ
6 km以浅に到達して発生したマグマ水やマグマによっ
て暖められた天水などが関与して，さまざまなスカル
ン鉱床が形成されたと考えられる。

6.2　鉱物化学組成
主要なスカルン鉱物の多くは固溶体をつくり，さま
ざまなスケールでの組成変化が見られる。各スカルン
鉱物の主要構成元素は，カルシウムや珪素のほかにマ
グネシウムやアルミニウム，鉄（Fe2＋あるいはFe3＋）
であり，イオン半径が大きいCa席では2価のFe2＋と
Mn2＋を固溶するのに対して，イオン半径が小さいMg
席ではFe2＋，更に小さいAl3＋席ではFe3＋を固溶する。
スカルンの多くは1相あるいは2相の鉱物で構成され，
スカルンの生成において多くの成分は完全移動性成分
となる。このため，スカルン鉱物の化学組成は，変成
岩のように温度や圧力だけでなく，その生成に関与し
た熱水の化学組成の影響を強く受ける。
スカルン鉱物は，鉱物粒子のコアからリムに向けて
規則的な化学組成変化を示すこともあるが，不規則に
変化することも多い。Cu‒Feタイプの単斜輝石のHd
（ヘデン輝石）成分はJoh（ヨハンセン輝石）成分と
一般に正の相関を示すが，多くの場合，単一粒子でも
10モル％以上も変化する（Nakano, 1989）。還元型
Wスカルンでは，単一鉱床でもHd成分やDi（透輝
石）成分が10モル％から50モル％も変化し，両端成
分の間には正や負の相関がみられる場合もあれば，コ
アからリムに向けて各端成分の増加や減少も見られる
（Nakano, 1991）。単斜輝石と塩化物水溶液の高温条件
下でのイオン交換平衡実験によれば，Mn2＋＜Fe2＋＜
Mg2＋の順序で単斜輝石に多く分配される。Hd成分が
高い単斜輝石の場合，熱水に占めるMg/（Mg＋Fe＋Mn）
の割合は0.02程度であるが，そのような低マグネシ
ウムの熱水では，マグネシウム濃度のわずかな変化で
も観察される単斜輝石組成の大きな変化を説明できる
（Nakano, 1989）。ザクロ石でも，単一粒子内でAd
（アンドラダイト）成分やGr（グロシュラー）成分が
60モル％も変化することがある （Nakano et al., 1989）
が，鉄鉱物の晶出などによる熱水の局所的あるいは時
間的な組成変化でも，鉱物化学組成は大きく変化する
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と考えられる。緑簾石でも鉱物内での不規則な組成変
化が見られるが，一般に，リム周辺でアルミニウムが
増加することが多い。スカルン鉱物の化学組成は，単
一鉱物粒子だけでなくスカルン帯の間でも違いが見ら
れ，これらは各帯におけるAl2O3やMgO, CO2成分な
どの各成分の活動度の違いに起因すると考えられる。
スカルン鉱物の化学組成は，スカルンタイプに応じ
て，鉱床間でも有意な違いを示すことが知られている
（Fig. 16）。Cuスカルン，AuスカルンおよびMoスカ
ルンはマンガンに乏しく，単斜輝石はJoh成分，ザク
ロ石はSpe（スペサルティン）＋Alm（アルマンディ
ン）成分に乏しい。AuスカルンはFeスカルンとの類
似性が強く，単斜輝石はDiからHdまで，ザクロ石は
AdからGrまでの幅広い変化を示す。これらの特徴は，

日本のCu‒Feタイプのスカルン鉱床の単斜輝石やザク
ロ石で見られる傾向と一致する。これに対して，Znス
カルンやPb‒Znタイプでは，単斜輝石はJoh成分に富
み変動幅が非常に大きく，ザクロ石もSpe‒Alm成分に
比較的富んでいる。一方，Wスカルンの鉱物化学組成
は，酸化型 （W‒Cu‒Mo） と還元型 （W‒Sn‒F） で大き
く異なる。酸化型Wスカルンでは，ザクロ石のSpe＋
Alm成分や単斜輝石のJoh成分は共に5モル％以下で
あるのに対して，還元型Wスカルンでは，共に5モ
ル％以上でマンガンに富んでおり，特にザクロ石の組
成変化は極めて大きい。一方，Snスカルンでは，ザク
ロ石はSpe＋Alm成分を含有する点でZnスカルンや
Wスカルンと類似するのに対して，単斜輝石はJoh
成分が低く両スカルンとは異なる。

Fig. 16 （Color online）Chemical compositions of garnet and clinopyroxene from major skarn types 
（Meinert, 1992）. Mineral abbreviations are the same as in Table 1.
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還元型Wスカルンは鉄や硫化鉱物に乏しく，一般
に，イルメナイト系列の深成岩に伴われ，温度も圧力
も高い環境で生成している。これに対してZnスカル
ンは，半深成岩や火山岩に伴われ，浅所でdistalな環
境で生成していることが多い。関係火成岩体からの距
離の増加と共に，単斜輝石はJoh成分に富み，金属種
もFe→Cu→Zn→Pb→Agと変化する傾向を示し，周
囲に菱マンガン鉱を含むZn‒Pb鉱脈を伴うこともあ
る。Znスカルンは，硫化鉱物に富むという点で磁鉄
鉱系花崗岩質マグマの特徴が強い。還元型Wスカル
ンの形成に関与した流体は，還元的なイルメナイト系
花崗岩質マグマの特徴を反映し，初生的にFe3＋に乏
しく，Fe2＋に富むのに対して，Znスカルンは酸化的
な磁鉄鉱系マグマに由来する熱水の特徴を反映し，低
温・低圧な環境がMn2＋に富む熱水の生成に関与した
可能性が考えられる。
鉱石鉱物の化学組成においても，鉱物内や鉱床内だ
けでなく，スカルンタイプによる違いが知られてい
る。灰重石はモリブデンを固溶（CaMoO4: powellite
成分）するが，還元型WスカルンではMo量が低く，
酸化型Wスカルンでは高く，熱水の酸化度を反映す
ると考えられている。酸化型Wスカルンでも，後期
のステージで生成した灰重石のモリブデン量は減少す
るが，これは温度低下など他の要因によると考えられ
ている（Sugaki et al., 1988; Takahara and Nakano, 
1993）。閃亜鉛鉱 （ZnS） は多くの熱水性鉱床に伴われ
る鉱石鉱物であるが，FeSを26モル％，MnSやCdS
なども数モル％まで固溶する。閃亜鉛鉱のFeS濃度は
黄鉄鉱や磁硫鉄鉱などの共存する硫化鉄鉱物によって
バッファーされるのに対して，MnSやCdSに対して
はそのような鉱物がないため，熱水の組成を強く反映
していると考えられる。日本のスカルン鉱床の閃亜鉛
鉱組成は，粒子サイズや鉱床内でも変化するが，MnS
濃度はCu‒Feタイプでは低いのに対して，Pb‒Znタ
イプでは高くかつ変動幅も大きい傾向が見られる
（Shimazaki and Shimizu, 1984）。この違いは，Cu‒Fe
タイプの単斜輝石はマンガン成分に乏しいのに対して，
ZnスカルンやPb‒Znタイプの単斜輝石はマンガンに
富むことと調和的である。一方，Wタイプの閃亜鉛鉱
は，高いCdS濃度（＞1モル％）で特徴づけられる。
この特徴は，スカルンの有無に関わらず，世界の熱水
性W鉱床でも見られることから，W鉱床を特徴づける
指標と考えられているが，その原因は明らかでない。
単斜輝石は微量ながら亜鉛を含んでいる。日本のス

カルン鉱床では，Cu‒Zn，Pb‒Zn，還元型Wタイプの
順序で亜鉛濃度が高くなる傾向が見られ（Nakano et 
al., 1994），還元型Wスカルンは高カドミウム閃亜鉛
鉱と高亜鉛単斜輝石で特徴づけられる（Fig. 17）。Sn
スカルンは他のスカルンタイプと比べて，ザクロ石な
どの累進スカルン鉱物が高い錫濃度を示しており，ス
カルン鉱物や鉱石鉱物の微量元素濃度は，累進スカル
ンから後退スカルンに至る過程での熱水の変化の追跡
やスカルンタイプの特徴を明らかにする上で有効な指
標になる可能性を示している。

6.3　安定同位体組成
スカルン鉱物の多くは関与した流体のCO2モル分

率が0.2以下で安定であること，また，鉱床生成には
鉄をはじめとする多くの金属元素の付加が不可欠であ
ることから，スカルンの生成において，H2Oからなる
熱水の強い関与が考えられる。熱水の起源，スカルン
および鉱石の生成プロセスの解明には，各種の安定同
位体が有効であり，日本では島崎らのグループにより
精力的な研究が実施されてきた。
日本では，磁鉄鉱系花崗岩類とイルメナイト系花崗
岩類の硫黄同位体比（δ34SCDT）が0‰を境に分類でき
（Sasaki and Ishihara, 1979），両花崗岩系列に対応し
て，伴われる熱水性硫化鉱物のδ34S値が異なっている
（Sasaki and Ishihara, 1980）。このような関係は，日
本ではスカルンを伴わないマグマ性熱水性鉱床にも認
められており，花崗岩類と鉱石の間に見られるδ34S値
の良い対応関係は，スカルン鉱床の硫黄が基本的にマ
グマ起源であることを示唆している。しかし，このよ

Fig. 17 （Color online）Relationship between Zn concen-
tration of clinopyroxene and CdS concentration of 
sphalerite in Japanese skarn deposits （Nakano et 
al., 1994). 
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うな関係は一般的ではなく，世界のスカルン鉱床の硫
化鉱物のδ34S値は，多くの場合0±5‰の範囲に入り，
鉱化金属タイプとの関係は不明瞭である。また，韓国
のスカルン鉱床では，硫化鉱物のδ34S値と金属種との
間に有意な相関は見られない （Shimazaki et al., 1985）。
一方，スカルン鉱物の粒間にはしばしば方解石が存
在しており，スカルン方解石と呼ばれる。スカルン方
解石の炭素同位体比（δ13C）と酸素同位体比（δ18O）
は，石灰岩と大きく異なっており，スカルン生成に関
与した熱水の値を反映している。日本のスカルン方解
石の炭素同位体比（δ13C）は，硫化鉱物の硫黄同位体
比（δ34S）と共に変化する傾向（δ13C＝0.5δ34S－8）
が見られる（Shimazaki et al., 1986）。特に，還元型
Wスカルンの方解石のδ13C値は低く，硫化鉱物も負
のδ34S値を示すことから，炭素や硫黄は周囲の砂泥
質岩に含まれている有機物や硫化鉱物に由来すると考
えられている。
スカルン方解石はスカルン鉱物より後に晶出してい
るが，単斜輝石のδ18O値とおおむね良い一致を示す
ことから，両鉱物の生成に関与した熱水は同源と考え
られている （Shimazaki and Kusakabe, 1986）。日本
のスカルン鉱床では，方解石から見積られる熱水の酸
素同位体比（δ18O）は，スカルンタイプと関連した変
化を示す。Snタイプ，Wタイプや多くのCu‒Feタイ
プの鉱床では，熱水のδ18O値（8～15‰）がマグマ水
（5～12‰）の範囲に入る。このタイプの鉱床は生成
深度が深く，天水起源の水は関与しにくいと考えられ
る。しかし，Znスカルンや一部のCu-Feタイプでは，
熱水のδ18O値は低く （－9～5 ‰），天水起源の熱水の
寄与を示している（Shimazaki et al., 1986）。天水起
源の水の寄与は斑岩型銅鉱床の熱水変質帯ではよく知
られており，特に，熱水活動の後期に強くなる。深所
で生成したスカルン鉱床の場合でも，累進スカルンで
は，マグマ水が卓越し，後退スカルンやさらに低温の
熱水期では，天水起源の熱水の寄与が強くなったと考
えられている。
マグマ‒熱水系では，関係火成岩体を中心にして，
マグマ水に加えて，天水や地層水など起源の異なる地
下水も流動しており，その解明には，スカルン周辺の
母岩の寄与の評価も重要である。スカルン鉱床の生成
に関与した石灰岩やアルミニウム珪酸塩岩は，一般
に，数100 ppm程度のストロンチウムを含んでおり，
スカルン鉱物やスカルン方解石も同程度のストロンチ
ウムを含んでいる。石灰岩のストロンチウム同位体比

（87Sr/86Sr）は地質時代に関わらず，0.708程度の比較
的狭い範囲に入るのに対して，含アルミニウム珪酸塩
岩は地域性が強く，より広い範囲で変化する。外成ス
カルン（単斜輝石や方解石）の 87Sr/86Srは，石灰岩の
87Sr/86Srと周囲の含アルミニウム珪酸塩岩の 87Sr/86Sr
との間に入り，スカルンに含まれるストロンチウムの
主な起源が，交代作用を受けた両原岩にあることを
示している（Nakano et al., 1990）。一方，Cu-Feタ
イプのスカルンの 87Sr/86Srは，関連した花崗岩類の
87Sr/86Srと共に変化するのに対して，Pb‒Znタイプ
では，石灰岩と同じか，あるいは，それより高い
87Sr/86Srを示す傾向が見られる（Fig. 18）。これらの
結果は，Cu‒Feタイプでは深成岩を交代した内成ス
カルンが，Pb‒Znタイプでは石灰岩を交代した外成
スカルンが卓越することと調和的である。スカルン鉱
床の鉱化金属種は，関係火成岩の種類（深成岩，半深
成岩）や岩体からの距離などにも関係するが，ストロ
ンチウム同位体比は，マグマ‒熱水系に関与した岩石
の種類や範囲，程度を示す指標になり得ることを示し
ている。

6.4　石灰岩を用いたスカルン鉱床の地球化学探査
スカルン鉱床を特徴づける石灰岩は熱水との反応性
が高く，これがスカルン鉱床に見られるさまざまな鉱
物を生成し，鉱物化学組成や安定同位体比の変化をも
たらす大きな要因となっている。スカルン鉱床が生成
した熱水系は周囲の母岩に及んでいるが，浅所の脆性
的な環境で生じたスカルン鉱床では熱水の影響が特に
強い。

Pb‒Zn鉱床では，後期に銀やマンガンに富む鉱物が
生じている。日本のPb‒Znタイプのスカルン鉱床を代
表する神岡鉱山地域では，石灰岩のδ18O値やδ13C値
がスカルン鉱体に向かうとともに低下し（Fig. 19），
スカルン方解石の値に近づいているが，それと同時に
マンガンに富む方解石や緑泥石，ブドウ石，緑簾石な
どの含アルミニウム熱水変質鉱物が増加している
（Murakami and Nakano, 1999）。熱水変質の程度は，
石灰岩を塩酸で溶解した水溶液に含まれるマンガンや
アルミニウムの濃度やAl/Mg比の増加を確認するこ
とで容易に評価できる。Cu‒Feタイプのスカルン鉱
床地域の石灰岩でも，鉱体の近傍でδ18O値やδ13C値
の低下やマンガン濃度の増加傾向が認められている
（Nakano and Ishihara, 2003）。周囲に火成岩が存在
しないことも多いZnスカルンでは，熱水の影響を受
けた石灰岩が鉱床の周辺数kmに及んでいることがあ
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る。石灰岩の炭素・酸素同位体分析は，珪酸塩岩に比
べてはるかに容易であり，簡易な塩酸溶解成分の元素
分析とあわせて鉱床探査に利用できる。

7.　まとめと今後の展望

スカルン鉱床では，鉱物組み合わせが異なる累帯ス
カルン中にさまざまな鉱石鉱物が存在しており，この
点で多様性の豊かな地質体である。累帯スカルンの生

Fig. 18 （Color online）Difference of 87Sr/86Sr ratios among skarn, related igneous rocks, and surround-
ing clastic sedimentary rocks between the Cu‒Fe and Pb‒Zn types in Japanese skarn deposits. 
Skarns of the Cu‒Fe type deposit contain Sr derived from igneous rock and limestone, whereas 
those of the Pb‒Zn type deposit contain Sr derived from sandstone and shale together with 
much Sr derived from limestone.

Fig. 19 （Color online） δ13C and Al/Mg against δ18O for limestones in the Sako-nishi area of the Kamioka 
Pb‒Zn‒Ag mine （Murakami and Nakano, 1999). 
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成には多くの成分の移動が伴われており，その全体に
おける非平衡な構造を理解するには，開放系の熱力学
の導入とその発展が必要であった。各帯を構成するザ
クロ石や緑簾石などは結晶成長時の非平衡組織（累帯
構造やセクター構造など）を示すことが多く，一つの
スカルン帯内でも鉱物化学組成にはさまざまな変化が
認められる。熱水と鉱物が作用しあう自然現象に対し
て，累帯スカルンは新たなパラダイム創出の可能性に
満ちた岩石といえるが，そのためには，熱水の関与し
た鉱物の相平衡や元素分配に関する地道な実証データ
の蓄積が不可欠である。
日本は狭い国土の割に地質もスカルン鉱床も多様で
あり，マグマタイプとスカルンタイプの比較研究が行
われてきた。珪長質マグマの酸化度の違いの発見と鉱
床タイプとの成因的関係の実証は，世界に先駆けた大
きな成果であった。しかし，鉱床形成の主要因である
熱水の温度・圧力・酸性度・組成との成因的関係は依
然として不明な点が多く，特に，鉱石元素の起源など
マグマと熱水の地球化学的な関係に関する情報は少な
い。スカルン鉱物の多くには3種類以上の陽イオン席
があり，微量に含まれる鉱石元素の組成や熱水との分
配関係が明らかになれば，マグマ－熱水系と鉱床の関
係の理解は飛躍的に進むだろう。
全岩分析や局所分析，簡易分析の手法の進展は目覚
ましく，多数の元素に対する濃度や同位体比の取得が
容易になってきた。これらの分析手法をスカルンや鉱
物に適用することにより，交代作用やマグマ－熱水系
の解明や鉱床探査手法の開発につながることが期待さ
れる。しかし，その適用においては，地質区や岩石区
などとあわせて鉱床の特徴を検討し，地質体全体の生
成のなかで鉱床タイプをとらえて行くことが重要であ
ろう。
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