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龍海道常羅地方の禽マンガン鉄鐵膿

　　　　　番　毒赫　謬孟　1夫

　サ罵マ湖の南方地域は輝緑岩系岩石と，それに付随す

る禽マンガン赤鉄鉱鉱床の賦存地としてヨ縷名である．鉱

床露頭は憩数ヵ所に知られているが，稼行申談だは稼行

できる規模のものは，北光・仁禽・麟力・柴山・福山などの

鉱1末でひる。北光無仁二禽・麟力・柴i、1』の婆餓1禾は互いに』

約駄鱗をへだて噺篶．齢礁趣／レている．この鉱床分布

範囲蕎「北光・柴i．£1鉱床帯一1と硬宜㎜ヒ，よぶことにす撫ゆ

福山鉱，床は芝の贋翻こおける劉の鉱床帯瓢属する無

　鉱床帯の麺び／［隻南北であるが量欄姦の鉱床の延長方同

はいずれも東西である。國力鋤1床のような大鉱床t東西

に慧竃驚余の無びを示しているが，他の鋭賑では東西無

一長33（》鱗葎∫至麦である騨

　この種の鉱床は放散虫ヲ㌔・一トの薄繕を上盤とし，ス

ピ欝ぜトを下盤とする層状翻広床である。したがゆて放散

虫チ聖一トの走向・傾斜と鉱床の・貯離とは…致すること

が普通である農上記鉱床帯において／§二放散虫チャートは

鉱床と同様に采駿向が1東責資で，傾懇導は賭ヒ向きまたは晦向き

となむ，波凝蜷曲を繰り返している脅しカるに憂本鉱床

帯の外醐では，放散虫施・賊・の幾向は脊獅鷺で前者と

斜交する形となる．そして惹嬬にはみるべき鉱床が知ら

オ急ていない難

　筆者はN3研鷺鱒購の構磯を一一次襯曲構造とよび，璽西

方向の構，罎を二次襯曲構造とよんだ．鉱化洋用は二次磯

曲塗薄き趨に隣聾系していると考トえること｝ができるゆ

　以．ぬ．が本愛懲域鶏）1鉱床の分・灘ヲと紬優鷺的背欝繋こ関1購る風つ

の問題点である燈

　鉱床の賦存ン決態は1き熱鎖少し’、甑れておいたが警　転れは

原則的なことであって，実際猷はそのような簡醸なもの

ではない．走向麺長がi，○○藪篇に及んでいる雛合が熱る

とのべ㍍が葵もとようこれはいくつかの欝鎌1部夢）連鎖と

いう意である．欝餓部と欝鉱部との闘には駕鉱化母麟謄

と称する特殊な岩石の介在することが多く，これが鉱床

の賦存する融準蟹示しているといってよい。・傾余潔無・長鑑

ついて1、輩充分なことはいえ乳、ζい，、，町れは鉱床が深部で舟

底薦揖を呈して反転しナニむ，スラストでつ詠あげみれて醐

露頭を形成したりす悉ことが頻繁に行なわれているから

である瀞また鯛剥率れて残解式舘床をなすも¢）がある難

かようなものはとくに1劔講孝1ぎ響∫1じ書ほ地腿勲ごおび卸こアごしい韓

　鉱弩、母岩は輝緑懸系；轡石潔ヂャート系岩石撫が主要な

　　識　蝿鯉／　懇褒紬葎酸i幾騰駐罫嚢鞍無難年三漏慧蕪欝瞭題欝（鐵麟講ぎ久本）

　　に餐い瓢騰傑、麟

ものである難繭者はスビラ擁・，蕉規輝緑撃　罵嵐れ

らを材料とする凝灰繋岩灘1などで，嚢：接鋤1床の下盤轟　野

すものはスビライトである撫スビライトは剣状斜長石と

緑泥石艶　（透懸薦）坑．どからな！｝，S帥鍵瓢α滋騰課糠騰

を弩髪動“　この鰭xt雛騰　はぜ1難方のものが纏襲輝1ぐξ）講燃驚）

で罫繭方で騨プく（｛）灘雛窯難以上）ξ二なる灘　輝華鍛岩は斜一疑

石群普遜類嫁榊チタン鉄鉱からなり覧〈恥灘t無瞭激鱗鷺

鷹ニワ罫し，岩脈状．2なして発贈、ぎる“本．惑は餓床帯に特徴

的に産するので蓼驚善は鉱れも諜次禰曲構遣1鑓謝係ある

ものとみている継

チヤート系藩妻石紀購紹難簗、チヤートのほか竃雛があ頓〉ぴ

鋤1床の濃l／妾一擦濃をなすものは放費隻虫チ淺・一トであり鋒そ

の上部が漸次珪岩に移行す礁ことが多いΦところが，鉱

床帯の北部においては放齪虫は蓬の量を減じ要かつ砂を

混じて機械的沈殿物としての様彬ピ璽するよ、飛になる．

　鉱化母麟としナ｝ものは，鉱石の賦存する趨準をなすも

ので，炭酸質岩石・鉄石央費麟　質物質などから構成

され，一種のc登灘麟繊難糠鷺をなす顎　そのいずれにも

少量、の赤鉄鉱を伴なっている．　これ懸一次赤鉄鉱とよ

ぶ勲蕉れらの岩石中で石．英の変斑晶化がすすむとその結

膚書1燭縁こ微細な雲母状講鉄鉱の晶串がみとめられる曇’鵯

れを二次赤鉄鉱とぷぶ．二次赤鉄鉱がも・）ともよく濃集

した翻）でも鉱贋隷しての濃集 逡には達しない．仁倉鉱

由における膨大な量の低品位鉱はこれに／l慧する鍵

　鉱石は微細な毛状ないし針状赤鉄鉱の集ζ、ギ体であるが

その馨織のし方甲い詫、いろな形がある礁すなわち妻緻密

塊状をなす鍵．蒙鉱のほか，均質ではあるめ濃1罵薫の低い

もの，核をなして集結す孫不均質のもの，環状に撮集し

ているものなどがある鶏いずれにレても鎌む石は鳶ll記鰯嬉懸

縫羅に較べて含鉄購が一・段癖，沢，鉱石の形成には交代

誓ザ藻徽聡五離しなけ建患ばなら総Q

　品位は一般に騰欝○％以上，懸蕪脅％醜後であるが，濠

れにぎ蕪難（｝％，蕊たは臓欝難（｝％に深淘、獣も競）がある。

　脈石鉱物として藩逓的／こはペン慶ぜサィト鶴麹購1蕎・

菱マンガン鉱などのマンガン鉱物のほか緑灘石・石英・

方解石がある．類のほか少1の黄鉄鉱裾、義鉄鉱・翼銅鉱

　・灘然銅をみることがあ愁瀞　硫化鉱物鱒、鎌捧講》．廊部の仁二，

　禽愚．出光餓罐に 著しく警費鋸郵の瞬力・柴1舞鉱／末に乏し

い諏　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ二出講郵藤二i就驚◎

叢海滋の率一ス欝一ガー型鉱床

　　　沢　　俊脳

率　鐘憲劇搬炉マン遺ゴレ○肇撤三た纂供華糞妻承で3オば野毒叢暮毅輿七し野ポ、鋸が

1灘滋繋あ慈かもしれ㌃v些鞭

嚢襲一偉7わ



ゴ憲　　達　1，導 ／蕎　灘　轍　◎総　笠姦趨3　　／　3　・行一）

鋤末の分葡隷罵1瓢申軸葺麟驚眼穂、ジ趣蘭ll澱ん
ど認め婁　≧、ない。申軸地麟る；は1㎎i：幕導紬li、1の舞台とな・・）

た地、，、1で，鉱床し火／、漠作瑚o）活1嚢勧l　l心／㌧登露瓢繕、ぼ戸嬢中し．ノ

で類言熟の彫暮タは，（、、i，年川一雪備，③＋勝川、至ぬ流③

購　申部，（1獅猶、き、南部の諸地域で，／、黙か続北i地《に小

麟鍵、のが必、驚鋤和）脚i／鷹鐸誉瞬熱減帯
、ごブ雌錘され》葎岩薯蝶の総郷麟妻垂諺緯、、鮮懲、鉱繕1擦1をシ蓉黛　ダ態緑

婆麹環ヌk｛耀餅鋤薯鯖覆1趨．決定してい鶴賊／鷺癖

の⇔のはフールンツエノレス帯中の角1．瑞愚斑栃鷺を母1批

噂．、、，この鋤1床薦　1とな考鷺馨繕薮ぎ、よ婁1締期ゲく1罠津慧鵡罫ご属

蔭嚇熟スピ漫イ　トと，　こ聾暮、、1くリレ、・．ノ、ン絵た？煮饒承ノ）オフ・ず　銑イ

ック輝緑景．1とが複膏したものである£，i繍蒼馨韓ま，∬編ス

ビラィト，バリ1オ磐ト質，サヅオツィ西ツク1霧鑓翻≒

すものなどが翻），逢奪槻、既議イトは放散蹄㍗一｝・憩

輝緑／，1灰藁、1などと伴　　、他の黛離　賦床薦言影産．1を牲員ノ，醐

述ときなる活動聖式萎／貧〆摩ぎ．観鋳1相互慧漸移’す鶴その

鶏撮艇は地域慰、より きがあろ帯オツぐテずツク灘，讐窮

はスゼラず1・の繕曲餐卸箕》鱒馨建帯1こ織入し声こ謬器薙礁て｝捷）る、、

　難粛｝i簿に．蓼鞭る驚張／率慧奪量1こ71）メ鞠獣綾　 潔　碧llま11述とil野 一鍍雪

婆愛て秀ある導

　勲広1／1潔　　貯の諮三那裡茎措霧　　閥　）壌講諺レ・ンズ～！覇ン1犬∫　1なすカち

その形懲、斑！聾部の、ノ囎沸覗支配麟ド1』ている、・，鉱床内部

の鰹灘物む）鐵叢は，鉱化作用の時洋罰的過程し、れに／寸

葺遺する退藝雛謹℃ご　1とに（1二肇甲縦難／哲三力くあ纂ぐ，

　幽賑に1鏡き伏賦鱒牽筒群ζ鋭1融鐸慧謹護犬鎌1㌔　ど寿｛～1）り》　・、．離．

ぞ鷲ま、篭f薄難窺擁艸、劔薪蟹欝凝物賦）、！要擁藁羅イ巽！、錬墜文纏ミ（2）灘1蜜霧舞1溝党！こ

、、1い》て差異がある。，主成｝鋤1石鉱物はぞ鴎戚荻；の鉱床で

は貨鍬鉱・黄銅鉱，勘購申の鉱床で・1磁繍鉄鉱轟黄銅

鉱であ9，、ξまかに，磁鉄鉱憩騨麟1鉱鞠プ趨纐1繊噸鉱

畷翻麟鉱・蜘，霞、鉱・バγレリー鉱・輝君く鉛鉱・含雛バ

ルトペント満ンド綴轡獄どが伴ノ轍わ離、葛が雪それ、らの灘ξ

生関イ系／、1肇　の璽　矯蔓／“よる厳訪　㌦貫く，岡『 嵯勲　遅　甕1，惹

形成のr場．1の環境紅、1い．、）て変化する⇔鉱翻．）／l；縫は不

変ll嬬、鐸）もの菰，C磁癖鑓，破紳ノ翌）／，縫が，　戚

鵯ぽ終のもの！ζ，片状鵜御鉾）や麟著であるゆ／・し，縞

1伏，　き竃き擁噸幾夢窪　療1，／l三力霞建藁．嚢擁1ダカ1、毒　角ど3　叢擢舞簸は叢試

／ノ都づ）爆灘熱嚢．薫籔を1醐わ“ザ縫1嵯犬蜜虞鐘二は一一づ殿ビ誹　　、蓼》　）群、る。

鎌薪継織のう鉦ン，At羅亙，魏賦ry題（玉講，｛汁総績融ご1，簸熟凱蚤）緩一

暴《議多S登強総r登呈雛熱！など疑）1諸鵜。雛俄　 琴く．、肺鳶野1暮酵1び）ぐ二く、、剛1マ鐸1

魯武輝磁憩畿蘇置発達し，戴の鉱床紹認め鋸優、ない

　離溶組織として！ミll閃亜鉛鉱中疑二峨銅鉱》、、，い1、

熱ζ当　覧金嘆舞鎗弊疑）i業／塗1熟鋳ζ纏1滋！流翻鋲拡黎罫べ黙1講．駁夢　ノ母アレ・り

　’轍　　 紅ド邦1ゴ　　　　　　　　／気　　蓑護

ξ泰　紘漁1）ξ毒（ノ．蒲，1．、　1民一

il　l　、“／繰　｛　　　　！陣1遜b躯　　　　 産∈1燕3声

一鉱などが大部の鉱床に発達している，，ただ，離溶鼎．1織

‘）誉誉藻タ籍後？容紫皇（膨憲謎壁牽翻　など／ご柔翻却率1疑．）慾三1矯鑓鰐義膜ぴ　三壽至

あサ，⇔｛懇えば閃蟹鉛鉱越り．μ金、糊の重縫，不変成構；申のも

潤）で、濾継難鴛璽蕊｛）熟ヲ　惹野1籍甲酵，、抄もび）寧じ1よ｛躍y就縫墨茎｛》怠y畿夢難i《二

な形態を湧1幾す。また黄銅鉱中の1父懸鉛鉱の場合も・1ζi自．i対的

に達気努　　　1養、野窺）も（D　 燈朔蕪薩長妻！濡虫蔑、殺事鶏戦犬肇疑簸／或餐寄縛｛

羨）沿のは銀状，三叉状葭　）…・態を都す。磁硫鉄鉱献）

いは黄銅鉱申αラ袴バ、肩・ペントランド鉱／ま1下川鋤賄）

もα）1ご証鑛驚錆讐ど1うる毒｛，　叉1野常1雛即）穣鶴末い＿も1認めら治．るo

／艶、、鯖．誰1蕪…舌撫歎一一鍵熱略劔1雪鞘譲尖広一一艀．ヌン欝失翻去く）懸響容離tl載力㍉

　部の鉱床に認≧．濯｝，聚）が，後猷よ本鉱床（棚i城擁瞳

的関イ系がない。　欄々の鋤撒，賦彗．、婆）性質は鉱化1乍ノ『籍の階

程，七、たが・、ドぐ，鯉、麟縣鑑、、レゲ磯異があるが，鉱床

縫綴顯鞄瓢，，丈る大熱な差はない。

　例糞横銅鉱建）構、講食像で隷，／ミ醐的瞬賊，，、中

のものが襲鱗，勤嫌申のものが複饗垂で蓬）るが，繭薫沖

でも高2継熱i鉱物と財1ト　嚇禽は後…徒縄様の食像を題

一す。　まア，，罪　 涛驚鯵誉率疲）1嚢蔵麟斌にボ　、て窄謹・、堂一

食では，c纏麺飾r撚，恥魏鋤娘鍵，蠕磁状，董方形，五

角形，穴角形，梯形ノckど麟瀞鎚，、現われr般に贈ご幟

ゆ8面詳案，　難角膿葺蟹・沐ゆ㍊ノ鐸本の！頓に結奎織イ裟し！ζいるよ

うである⇔この際，それぞ謙．前段階の残存構造を有し，ま

ナこ宣　曳iオ芝、養もh、野　1け韮甲する覆去ヨ1錬裟彗，琴力裁竃ζつ櫨ぐ寿、る、、　しカ＞

しノ，　．熱述一横没過蓑ll疑）イ慮，　1麟悪幾三ヱ7鱒本イヒして㌧、ることかごあ

る。い、麟荘》て，’黄鉄鉱蹄讃，…形態の鑓化は，それ、と1二

換臓孫　ぴ、）鉱石お駅kび脈磯蛾と，その場雛）構繍ジ、集

磨率とに支薄嚢きれ翌勲嵐癖そヲ琵重覚／愛疑）’妻凝驚｛乍ノ講（）糸叢製て鷺塞なも、

と1弾ぎ頻、．る⇔

　、憲嶽の変質、とじ乱，よ，不変成，替申では1鞘蒼化・緑泥

石化粥醗癬ひ珪・／ヒなどの諸作用，変威伸では苦土

軸　警こ1、、桑蔑イ鴛難三／灘寿輝奪な2ン賛、て！、、る。　こオ免ら慧誌　懸ら／ご愛

漁広了i鎌著勃鑓）灘楚麟峯1こ文踵葦むして碧釜イヒ曽する¢

　鉱床の形戚時期は，不 豹驚彬縛鐸て　　レなくと！、スピラ

・イ　ト疑）／欝撰轡讐萎£し、し・貯才1．お婬愛」）オツィヅーイツク謬願肇ぎ姦婁鑑

入時，ある・いは雰らに秘，誓以後とみりれ、る、，また，変成

／誉1窪電c縁」濾鐵岬裳肇1（D率ノレンフ麟ノレスイ慧，　）輝絹き、罷 1¢〉1角l　l鑑

化，斑鰯・1の酸性謝紅以後で，斜鎧1斑状，．噸婁．溝るい1、よ

縫慕矯翠ざ趣　　靖蕎麹鞍濃器茎鷲盤曇、婁ど｛Dヲ彰ノ粛葺書に還二i／i罫鉾・／亥書葺疑）

薯祭メ戎ぎ乍∫謂の 一出巽環として動舞米力く 慧駿｝きれている，，選諺、，、董二二の藍虹
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山鑓県響部における後期申盤代の堀殼変勤
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1貯を1鋳蒸露遜饗窯罠動る／幾謝を挙馨た，、　慧お多蓋§導蓋考彗．絹蒼軽蔓達ゑ
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と璽麟との欄に，、．匙これまで鷺え薪．・れア、二ようオノ規模な不

響を奢／蓼貞三しない。いわ導｝る鱗妻着ヨ1二1雛慕君　　／、舅呆の一侮異渉欝
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るの渾布顯（聾、乏凌美1からな考£畳系は憂体としてミ、・

ままで薦えられノ，二よ！）も大規模な．雛積擬、、地を形成美、ノたも
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