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柱ワイトカツパｰ鉱床

③

嚇一ソイリｰ滋潔バｰ鉱廉の綴介も3鰯濁澄搬か兎今鰯鐙個

舜の紹介⑳鐙後をしよう.鐙初は嫌一ソベリｰ滋汐遺鍍廉と

密接な関係陵彰る駄蝋…鼠pi鰐で談ず講懸澄な蕃メ締シ罰

⑳動テネアでありりい災蒋渉泳一ソドッタ渓な灘紀もどって

労ン夢･リタでしめくくリたい

釣ナネァ(Cana皿ea)鉱床

カナネア鉱床地帯はアメリカ合衆国との国境から約60

脇はな抗たメ勢シ㌶ソヅラ州⑳串染礼部にあって

簸翼溶銅鉱廉地帯である皇ごの地帯では部分的はは燭

微細ぽ鉱業が抽こり現所有暫の劣ナ率ア鉱山会社(Cひ

顯鰍豆薮脇鵬臓如C搬鋼e義)は工鰯寧嚢月に操榮彰鰯

始篶海商繍位銅鉱陳⑳晦碗}鯛繊鉱体⑳発現

は蛾餐集そ杓以降は平均錦産6c0◎刀瀞紅ド(跳竃鮫

雛鞭駆)の翻禽い湾銅⑳塗産を行溶ゆ減鴻曲こ⑳地

方墾す刺醐餐億嫌汐汽玖五の鋼紐帯的滋楓｡少鐙繊

脇跳舶紬滋婆蜜錐産篶芯いる｡

鉱床の存在するカナネア山地醐昭一粛策系山地⑳一

i砧引率
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つで低い部分で海抜2,000m程度の高所紀ある.カ

ナネア鉱床地帯としてその広がりは約3.5×!0㎞延

びの方向は山系のそれと同様である｡

地質

カナネァ地方の地質は複雑でその上著しい変質と鉱

化作用のためにその原形を明確にしにくいカミ要約す

ると次のようである(第王図)､

董)一連の整舖肱酋螢層

婁)そ⑳変形鑑動お疑い漫鶯期

蓬)摩削⑪0⑪剛㌶湯む裟火山砦類の臓踏

嬉)花鰯潜類鉦演所での斑状砦類の貫入

餐)機艦煽翻蜜簑は潅局薬斑瀞蔵入揚体絶織機終関録汝蕎艦

欄濁化幾質僚踊艦ぷぴ鎮総作溺

滋淡沫ア鷲愁りとも歯い砦宥はアリゾナ州獲跳鑓

⑳闘畿瑳潜熔対比で慧る蟻鞭晦珪揚で彩⑳属慧

絃約鰍｡蹴沸吻れる｡ζ抗は｡鞭鵬鑑地熔分布し

眺衝老樹の北東落ちである｡層理圃は漠く発選む現

潅は腐英絹雲母黄鉄鉱などから赦る､

摩密約艀0独カンプリアｰ石炭紀の荷恢砦湯蛇の珪

岩をおおうlCapOte盆地の北酉東そして潟そらく

南部でこの石灰砦は火山岩類をその下位に伴う,最

恥部糧は黒影彰淳炉宥恢潜と呼ばれる薄く層理繭の

発達形花宥豚瀞綴恋籍しい変質お鉱化條周を雪は鳶､

慧の層の厚蜜は約工｡③鰯で並部で層理繭閥隔か厚く粧

嵩禽～灰亀⑧繕縞質宥採潜(爆組00～蟻晦)熔移行

諦る串

忍の看原潜⑮一単位は餐劣鰯～け湖厚さで一般

終該く勅戎然⑳鉱化作踊塾簑は藩⑬み懇滋蔦瀦殿上部

懇爆甑俸鑓獺⑳醐i漱搬帯(下部薇巌縄)&呼ば

れる部分は泰く⑳鉱床蟹伴夢阜完全縫緑瀦積鉦緑簾蕎

紀変質じ影の肺紀多ひ噸終戴銅鉱閑麗鉛鉱溝鉄

鉱沙鐙の輝銅鉱登斑銅鉱微鑑⑫宥爽怒坊燦蒋溶婆

レンズ状⑫鉱体淡奮談抗篭畳緕鰯鷺荷灰猪当

錦豆鰯濠乎津ダ地方鋤幽欝灘騰鰯

⑭濠:c鞭搬瑳籍独1積澱欝眺1滅鮒三綱童鐙灘緑崇畿…

鋤篶節閑凝鎗破1繊醐臨閑縁籍Gむ碗搬徽花鱒閑騒籍

脇:劣ナ率ア花鰯幾漁織嚢｡繊解鯛輝線砦砦燃鰯欝1ま菊薬斑

猪籍&十箏僕繊嚢戯銚ぬ凶酪白地1ま施もに準生代兼入滅岩類

と翻しい雛積物(w醜･蘭五嚇燥図)�
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Chivatera帯の上は非常に厚い柘榴石化石灰岩で

P鵬鵡Ciセ鰯層と呼ばれる.この地層は石炭紀で薄

い所で330節最高はおそらく67胸程度の層厚を持つ.

部分的に蔑鉄鉱業鋼鉱閃亜鉛鉱少量の方鉛鉱を生

ずる鉱化作用をうける｡

中生代末～第三紀初期に総計6.3㎞の厚さを持っ火山

岩類が噴出した｡これは肯い方からEle皿1taHe肌ietta

晦§aの3つに分けられるヨ醐鋤油層は安山岩粗

面岩流紋岩質の熔岩および砕腰岩類からたる.

He雌1e胞層はC即｡総盆地の両翼に分布し安山岩石

英安山岩流紋岩質の熔岩と砕暦砦類から祖る.Mesa

層は安山岩粗薗岩質の砕暦岩類からなりカナネア山

地の東側に広く分布する呈
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以上の諸岩石に興人する火成岩類は2種類あってそ

の一つ深所貫入の花陶岩類は底盤状のCuitac象化陶閃

緑岩で鉱床地帯の北西部にのみ分布するもの南部の

E王篶鰯閃畏岩南東部のカナネァ花購岩などである｡

カナネア花陶岩カ婁3者のうち最末期の貫入岩であろう､

い漢一つの斑状貫入砦は岩脈状のCamp㎝姦輝線砦と

斑禰岩および岩株譲花はプラグ状のLaC⑩工㈱&石

英斑岩である.ζれらは構造上の弱線に沿って貫入し

たものと誇克られその分布は北酉一南東を示す｡

L霞C曲聰細宥英斑岩とその坤や岩漿分化した相は周

囲の砦有の角礫からなるb蹴ぬ･㎝eを伴ったり周

辺の一部に砂層物をマトリックスとして石英斑岩か入

る岩石を随伴し花りすることから高圧下で上昇してき

たものと思われる｡鉱液ほこの石英斑岩の貫入に関連

しまず母岩に変質作用をおよぼしついで銅鉱化作用

をこの地方にもたらしたのであろう.
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籍2図夢1コロラダ鉱床にPeπy(1962)が与えたモデル

鶴夏潮孫英斑砦マグマが弱線1こ潟棚て上昇し下からの原カの璃滅に

よ葛土下達鱗で淫悶形状約割れ轡を頂部に生ず孤夏塾)算入

叩グ噂の頂部が圏鰭す義(沁)�
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国後鮒破よリ苛い堆鮒111
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第3図サンタ･リタ鉱床付近の広域地質略図

って好ましい場所である.この部分は角礫化と付随す

る破砕化で特徴づけられ輝銅鉱を主とする二次富化カミ

著しく重要な鉱床を含んでいる.

斑岩の貫入プラグと密接に関係し

下位で急激に肥大化する.

ス状石英と金雲母とからなリ

める.パイプの中心は塊状と角礫化をうけた硫化物か

らなる.硫化物は黄銅鉱斑銅鉱輝水鉛鉱などで

黄鉄鉱は概して周縁に多い.

カナネア地方のbrecciapipeは一般に石英斑岩貫1人

プラグの周辺にむらカミって分布しパイプの形成がその

貫入活動に関係していることを示している(第2図).

このパイプは85借NWに傾斜しそ

¢)形や大きさがほとんど変化せず安定

である.これは比較的擾乱の少匁い

地域に形成されたためであろう,鉱

石の重直的累帯分布が明瞭で上部レ

ベルでは多量のA夏とPb･Zn少量の

C凹から恋り5Lから12Lに下る聞

にPbカミ消えCuが増加しZnが著

しく減少する､ボｰリングによるとユ2

L以下ではCu/Zn比がやや変化し

ている｡このC鼠篶an映Du互砒hパ

イプに類似しているものにA鵬r1晩

Bonan獺Demcc蘭晦He瓜r三飲aなど

がある.またSono帆地方Naco-

zariのPilaresパイプとの聞に構造

上の著しい類似性がある.

LaCo1oradabrecciapipeは石英

この斑岩は13Lより

パイプの外側はおもにガラ

それらの闇を硫化物が埋

鉱床

もっとも重要た初生鉱床は垂直のパイプ状扇礫でそ

の典型はC鞭｡te,Canan晦D山th,L嵐C祭1欄daなど

である.ほかに真のパイプでは佳い上述の鉱化角礫が

存在する.

Capotebrecciapipeはほぼ垂直卵型の平蔵を持ち

全体を通して部分的に塊状に鉱化をうける.上部レベ

ルでは長軸に王00～130㎜短軸に55触程度であるが

533mLではずっと小さくなる.負礫岩片は看英褐鉄

鉱花筒岩石英斑岩などからなり黄銅鉱斑銅鉱

輝銅鉱石英炭酸塩鉱物などでセメントされる由

C鋤醐紛D山thb蹴由ρ1膵は緩～急傾斜の火山岩

類(MesaSeries)を切るほぼ垂直のバイヅで卵型をし

鉱化と変質作用:カナネア地方の鉱化作≡用はおそら

く石英斑岩によってもたらされ数回にわたっている｡

Brecciap1p雀の初生鉱作用は一般に黄鉄鉱と黄銅鉱を主

とし斑銅鉱石英閃亜鉛鉱少量の方鉛鉱をもたら

した.火山岩類や石英斑岩中には二次的硫化鉱床が

ある.

CuとZnを主とする石灰岩中の鉱床は好ましい母層

中の弱線帯割目接触部などに規制された交代鉱床で

ある.塊状レンズ状しみ込み状に黄鉄鉱黄銅鉱

閃亜鉛鉱を主に少量の斑銅鉱と方鉛鉱を伴う鉱化作用が

ある.そのほか既述の如く柘榴石化石灰岩中にも同様

な鉱化作用があり多数の鉱床を形成している.

石英斑岩中の鉱床の多くは幅広い南北系急傾斜の割目

や破砕帯沿いやその近くに輝銅鉱の二次富化帯を伴う.

この方向は所によって角礫化帯で横切られその部分の

鉱石はほぼ円形あるいは不規則な形状を示し酸化帯は

一般の場合よりはるかに深部におよぶ.

一般に石英と黄鉄鉱がもっとも初期で

石英は紬脈状�
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策遂幽サンタ･リタ鉱味付近地質図

ぽ始まる皿1801年に最初の所有者が決まり1873年ま

で酸化帯の鉱石をアパッチインディアンに悩まされ荏が

ら操掘した｡その初期にはニュｰメキシコ州ほまだ米

国の領土ではなくこの地域が合併されたのは脳8年で

ある､隻89五年にサンタフ孤鉄道が敷かれて運搬の問題

が解決され1899年にこの鉱床はアナコンダ社に関係す

る一派に買われた.1904年までの出鉱量は銅量約40,0

00トンと推定されている,

黄鉄鉱は均割こ全体に鉱染する.戴鉄鉱は黄銅鉱と四

面銅鉱にとり込まれることがある｡硫化物もまた細脈

状や石英細脈中ぽ産出しその場合に董鉄鉱と讃銅鉱が

主で前者はつねに後者ぽ交代される.これら硫化物

の聞をうめる産状で少量の輝氷鉛鉱斑銅鉱四面銅鉱

恋とがある.閃亜鉛鉱方鉛鉱蔑銅鉱細脈は最末期

の晶出物である.石英とa1亙鶯玉1eとが一般的な脈石鉱

物である.

重要な熱水変質作用はまず絹雲母化づいでカオリン

系の粘土鉱物化珪化欣とである.石灰岩中の鉱床の

の蝕岩である柘榴石化石灰岩の少なく

大規模な低品位鉱体が確認されたのは1906年であって

2～3%Cuの鉱石か900万トン以上と推定された.

ごの鉱廉はエ嚢0⑬年ぽCh{㎜CopperCoに買われ1933

隼にはケネ漁ット杜のものとなった｡この聞五911年

は蒸気シャベルが投入書れ3,oooトン/目の採掘が開始

されだがこれは既述のビンガム鉱床より5年後のこと

であった,

現在の生産量は23,000トン/目(O.91%Cu1962年の

平均)銅精鉱のうち約エノ3は餅からの沈澱銅である.

五91王～蝸2年馴ζ2,3億トンの粗鉱から2隻5万トンの銅を

生産している串輝氷鉛鉱は1937年から回収され蝸4

年裏での総額は2里400万ポンドであった.

地質

サンタ･リタ鉱床はBasin&Ra㎎e地域にあって

とも一部は熱水変質作用1こより生じ

たものであろう､

サンタ･リタ(s狐総搬総)鉱廉

サンタ･リタ鉱床はユユｰメ勢シ獺

州の南蘭部にあってS伽と望α鰍¢)東

方約2⑪㎞にある｡アリゾ淡洲蘭東部

に密集するホｰフィリｰ･釣汐紅鉱

床のうち最東縁に位置する.漢淀

ZnPb二Zn鉱脈鉱床や脆C泌跳艦

触交代鉱床が分布する大鉱床地域

(Centra1Min1㎎ll)1搬三｡t)の策側は

当る.

サンタ･リタ鉱床はアメリ釣祈ン茅

イァンか露頭の自然銅を利用篶花慧を

南側ビットの旗か蔭み紀サン参曲蔓夢鉱出中央1重イン夢茅イン(1962.8一撮影)�
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デボン紀の頁岩上部古生代の石灰岩や宥灰質頁岩匁ど

カミおもに不整合関係で約930㎜にわたり堆積している.

白筋紀末ばは珪岩砂砦頁岩泣とが約五300皿の厚さで

堆積した.その後火成活動が始薮り鉱化作用でその頂

点に達する.最初は石英閃緑岩の貫入(§i玉1と工aC-

CO1ith)でこれには2時期カミ認められる.その後安

山岩と同質負礫岩が噴出した.

』麻曲榊伽榊㎜山咄…冊榊榊柵■

サンタ･リタでは閃雲花筒閃緑斑岩が石英閃緑岩と堆

積岩類に岩株状に貫入する(63×エ0蕎年&Ar法)この

買入岩は不均一在岩相を示し石英モンゾニ砦質の所も

多い,この岩株が鉱床の形成にもっとも関係している.

黛本の岩脈が岩株から北に分岐し同質の岩脈は商都

にもあっていずれも圭岩体を切る.サンタ･リタ鉱

床北方約蝸㎞紀サン外リ表堵株ぽ類似の賛入砦

(鵬螂概繊鰍鎌童飾鮒嚢)秘滋嚇で翻秘花騨閥緑

第§鰯

サン券り

夢鉱康の隊

睡獲11㌧圭跳鯛伎

駿璽{五三洲洲≡分獅

….一..誰fヒ排刎更

亙ポ｣リニグ

砦岩脈に貫入される.最近の調査によるとこの岩脈は

は数回の貫入時期がありあるものは鉱化作用より後期

ともいわれている.

石英モンゾニ斑岩岩脈はサンタ･リタ岩株に南北に貫

入する.一部の銅鉱化作用はこの岩脈貫入後であるが

この地域の鍋と亜鉛鉱化作用の主時期は砦脈以前である.

鉱床から北酉にのびる他の石英モンゾニ岩砦脈({丁昨

鵡納脆d眼黛")も妻た主鉱化期より後期である.そ

の後に小規模柱(カルデラ)火q内堆積物ラタイト～石

英ラタイト岩脈(中新世甲)玄斌岩岩脈と流紋岩熔岩

および岩脈などの活動があった.

構遺:セントラノレ地方の堆積岩類は広域的には陶斜軸

に向って南酋にゆるく傾斜するが鉱床付近のとくに貫

入岩の近くではそれが著しく乱されている.跳胴坦鉦

孤概鐙貿派砦体の北側室/3では堆積岩類が挿し上げられ

南一北を背斜軸に層理

れて部分的には衝上断層

となる｡

サンタりタ岩株の周

辺でも筒様に層理繭は

外側に陥って僚斜しそ

の走向は北～北酉である､

しかしサンタ･リタでは

摺曲よりも断層運動が卓

越していたようである.

鰯鶏幾棚の挑虹帥双1･金澱(重9工｡｡㌶)

無気糾ベルが欝鋤映薩後(ケネカット杜資料から)�



一27一

サンタ･リタ岩株は外側に妬～9ガ傾斜している｡

多くの断層が発達し一般走向NEであるが厳密には

南西部でN遂げ鶯の断層が顕著でまた北東部の遣雛一

命騨r断層もこの方向である古サンタりタの北東

や東部他の裏～3断片的地域ではN附{系断層が

発達する山これξ州E系断層はR棚｡腿更の近くを中

心に地塁を形成させその北端は思蛆…鵬er断層南東

端は地域南側の断層灘である皿

サンタ･リタ付近にはN～N猟W系の断層や割目も存

在する宮サンタりタおよび脳醐羽鋤帆er貫入岩

体の延びの方向と伴われる断層や鉱脈の方向爾昔閲に

分布する花陶閃緑斑岩石英閃緑斑岩第三紀串期石英

モンゾユ岩篤三紀ラタイト扱どの岩脈および病礫岩

のあるものなどはこの方胸とほば同一である｡サンタ

リタ鉱床の南には火成活動後の南北系の断層秘ある他

これらのN～NW系は構造上の弱線を意腺しこれと

NE系との交差部ぽサンタ1リタ岩株と鉱床とは形成さ

れた｡NE系は広域にわたり確認されており基盤の

構造を反映しているものであるがNW系はセントラル

地方にのみ見出されよ1)局地内匁ものである.

篤礫岩:鉱床近辺には角礫岩が存在する｡それら

のうち露天掘りの北部で北海面にのびるWl)i臓剛!

Brec出カ童もっとも有塙である帖これは花騎閃緑斑岩

の角礫岩片を看英荘長着黒雲母磁鉄鉱匁どぽ交代

される細粒の岩片が埋めるもので硫化物が偽礫閥の空

隙をみたす.少数のCo亘⑪夏ado頁岩や岩株後のアプ

ライト岩片もみられる.ボｰリングによるとこの角

礫岩は深度130～170㎜付近で角礫化をうけない花陶閃

緑斑岩に変わるのでもしこれがb醐｡iapipeの如く垂

直に続くのであればその根は細いはずである,

LΦ附言§L狐壌Bτe㏄1aは鉱床の酉と北両方にあって北

砥に伸長する,

これはおもにColoradoとBeartooth

330滋でその東側の蟻界は衝落ちである.

堆積岩や花陶閃緑斑岩からなる小さなBτecci&曲e

がK鮒鮒y鉱山のすぐ爾にあってこれは深部で脇の

鉱化作用をうけ石英ラタイト岩脈に切られる.少数

の脾b眺搬驚が南側ピットにあって数時期にわたる今

あるものは変質一鉱化砦をPebbleとし別の一つに第

三紀の火山活動によると思われるラタイトの岩片を含む古

鉱床

地質概況:ピットの岩石は石炭紀(ペンシルバニ

ア)のOswa1doとSyr㎝a石灰岩層二畳紀のAbo

繭側ビットの商鳥位鉱鯛渕こ蓮義鱒鰯鉱がζの簿輿でも譲めら虹るが

黒鉱扱怒に此へ曇を鉱煮の感峨糺叙い

鶴餐鰯サン券りタ鉱廉の篤農鉱部�
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第7図サ;ノク･リタ鉱床の変質帯の分布

㍗労1簑㍗1総驚

大局的にみて高品位鉱はNW方陶に存在していた(第

二1紬烹箒蝉11

晩期は一般には同層中のシルであるが一部は鰯坦面に

斜交しまた岩脈として頁岩や早期のものに貫入する.

サンタ･リタ岩株は岩相変化に蜜む.一般ぽ石英斑

晶はよく発達するが北側ビットでほまれである.北酉

側の一部に細粒な部分があり前島｡では苦鉄鉱物に富み

花筒閃緑岩岩脈に類似する.岩株の後期相と思われる

アプライト岩脈カミ北側ピットその他に蔑入する山

岩株のほぼ中央を横切って堆積岩類カ婁ルｰフ状に残り

この岩株は2つの頭を持っていたと思われる苗岩株の

東西両側は急傾斜で分岐岩脈を伴う.北側は約遂δ竈

の優斜でかなり深部ではその延長上のFiem･Hano･

Ver岩株に続いているのであろう.

鉱床の性格:サンタ1リタの鉱床には婁種類あっ

採瀦翼籍容量6ヤｰド立方の艦録シャペルで擬獺し雛トン機

みのダンプ筆に棲み込む

員の南西側高品位部(脳relia)はおもに堆積岩と宥英閃

緑岩とを母岩としすべて輝銅鉱型である.これら3

つの高品位部の間は一脚はり低品位でその厚さも薄い

がかなりの墨が可採品位に達する.南北ピット間の

“島"は一般に不毛で同様な小塊は各所にみられる｡

溶脱帯はキャップとして二次當化帯をおおい厚さO

～200独である.一般にそれは北側ビットで薄く南

側で厚く放る由富鉱帯の厚さは変化に當み最高200

揃であるか局部的にはかなり多量の輝銅鉱がより深く

まで産出している.輝銅鉱は一般に元の地表から2⑪0

～270独下位に多く分布する.

醐蹄頃の擦韻風澱難戴シャベルと灘気機関箪燃料紗褐炭を十分

1こ確保することが璽要な繰題であったとい妻)れ蕃(ケネカット杜資料から)�
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LeeHiu地域などに知られている.少量の輝水鉛鉱と

より少ない自鉄鉱と磁硫鉄鉱も存在する.蔑鉄鉱は普

遍的に存在し黄銅鉱の蜜よりはるかに多く粗鉱串約

4%(重量)である.

黄銅鉱はかって考えられていたほど南側ピットで稀で

はない.しかし南側ピットの底からのボｰリングでも

ある程度の輝銅鉱があらわれ初生鉱化作用の性質を明

確にすることは困難である.南側ピットにおける花陶

閑緑斑岩中の初生鉱化作用はおそらく｡.夏～o｡脇程度

の銅をもたらし北側ピットではO.エ省かそれ以下であ

ったと思われる由黄銅鉱は斑岩申鉱染あるいは細脈状

で一般に黄鉄鉱に伴われる｡黄銅鉱は黄鉄鉱よりもよ

り鉱染状を呈する傾向があり黄鉄鉱ばは綱脈網状のも

のカ菱多い.斑銅鉱は黄銅鉱と離溶組織を示すこと添あ

る.L餐eHi11地域やその他サンタ･リタ岩株周辺に多

い変質青灰岩や石灰質頁岩申の交代(スカルン)鉱床で`

は蔑銅鉱が綱脈中や鉱染状に磁鉄鉱看英黄鉄鉱

柘榴看緑簾看緑泥石輝石類角閃宥類と共に産出

する.肩灰質で扱い頁岩や砂磐石英閃緑岩シル中の

初生鉱化作用は一般に花鰯閃緑斑岩中と同様に低品位で

硫化物は脈状は産出する.

閃亜鉛鉱と少量の方鉛鉱とは石灰渚申で銅鉱体の周縁

に分布する.北側ビットのすぐ北方のOs榊1あNo.2

亜鉛鉱山では(第4図)北と西方にC皿Cu-ZnZnの

黒帯分布湯沸られている岳L鶴削1鉱床の頂側でも同

様匁傾向がみられその春ら紀西方のG節棚砒｡gと

腕呈晦⑰墨鉱山の鉛の鉱脈と交代鉱床を含めるとPb帯

はZn帯よりさらに外帯とみることができる.

二次硫化物竃化作用:二次當化作用では輝銅鉱が

もっとも普遍的で少量のコベリンも存在する,自然鋼

珪孔雀石赤銅鉱孔雀石藍銅鉱などは一般に地表

近くで多く鉱1｣!の初期段階では重要であったが現在

では局部的にみられるにすぎ匁い.自然銅と赤銅鉱と

がいっし変に400孤の深所で発屍された例がある.

自然銅の多くぼ地表近くに存在じ輝銅鉱も地表から10

c臓程度の所に知られている｡餅申の酸化銅鉱物や輝銅

鉱は沈殿鋼をとるために藍要な資源である,輝銅鉱に

はスチｰノレ状と煤状の2種類がある.これらは細脈状

粒状黄鉄鉱の皮膜として産出し深部のものは黄銅鉱

をその割目に紛って交代したり包んだりする凸研究

者はよ⑪ては初生輝銅鉱の存在が報告されたが一般に

深さと共に黄銅鉱/輝銅鉱比があがる事実や組織などか

ら輝銅鉱はすべて二次的なものと思われる.

鉱化侮用の規制:サンタりタで初生鉱液の主要枚

通路は岩株の周辺でこれに北酉系の構造狂とが重複し

たと思われる､Le僅醐立地域の鉱床の幅の広さから

その下位にも著い･通路があったであろう.強力な変

質作用と黄鉄鉱から南側ビットの花陶閃緑岩中にも好

護しい通路が想定で慧る､

このようにしてもたらされた初生鉱化作用は二次富

化を受けるがその場合に次の要素が重要であった出

鉱石運搬用のス締寮洲こ鰭すとこ杉どットが深くなるとインクラインで

捲き上げる方が経済的である

�

㈩

㌩

壌)

初生銅品位.南側ピット中央部の如く局部的には0.5%

cuに達する高品位部では二次富化帯も良く北側ピット

や鳥の部分のように初生品位が0.脇C狐以下の親分では

二次営化帝の発達が悪い

賛鉄鉱の盤.これは溶脱作榊こ重要でそれが多ひ雌竺

溶脱錦盤が多く溶脱キャップの下に多量の二次密化鰯鉱

をもたらす.

変質鉱物.著しく塞化抽よび絹雲母化を引する母岩は

より低変質で粘土化や炭酸塩鉱物を含む母岩より鋼の溶脱

を進術さ昔る｡大蔵岩類と蓼賄灰質堆積渚類中の鉄床は

石灰岩交代鉱床より二次竃他鋼に富む.

構造､1断層箒や破砕化の著しい部分は透水陸がよく二

しかし鱗トン機み鉱宥箪を電気楼闘箪でひっばリ

艦する衡燕の方法も裏だ用いられて曽吹

ノレｰプ線で鉱石を運�
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次富化を強めた.サンタ1リタ岩株の康間機触部や北酉

方向の高品位都はこの例である.

5)地下水面.地下水爾は潟そらく酸化帯の下限壷縫凄糸す

もの&思われ一鮒乙はその例が勅る｡しかレ酸化帯

の下鑑面梯急斜す蕎部分や二次窟化帯の上盤繭の商嚢が慈

激に変化ナる事繁は二次窟化帯の上限が別夢)襲熱ζよっ

ても支配されることを示している.

変質

サンタ1リタ鉱床ぽ関する諸研究めうち変質作用が

もっともよく取上げられている剋変質作用は初生的変

質と天水による二次的変質と終分ける慧あ秘で曹る出

初生変質:初生的変質作用が石炭紀の高純度の石

灰岩におよぶ場合に石英柘榴石磁鉄鉱黄鉄鉱が

多量に生ずる出石灰岩が不純で頁岩質なSy鰯服層

(上部看炭紀)では上記諸鉱物のほかに多量の緑簾

看透閃石一アクチノ閃石緑泥石が生ずる.看灰質

堆積岩類全般を通じて赤鉄鉱正長石黒雲母絹雲

母などが上記の諸鉱物に続く変質鉱物であり少量の菱

鉄鉱燐灰看ヘデン輝石版aiteなどがあらわれる.

以上のいわゆるスカルン化から残存する石灰岩はとく

に鉱床の周辺で著しく再結晶化をうける.

母岩淡火成岩や井看灰質の堆積岩類の場合に絹雲母

と粘土鉱物が普遍的で正長着黒雲母緑簾石石英

緑泥石なども多い,鉱床のほぼ中央を着める花庸閃緑

岩岩株で顕著拒変質鉱物は正長石黒雲母看英粘

土鉱物と少量の絹雲母である(第7図).粘土鉱物は南

側ビットぽ概して多い｡北側ビットの一部は衆変質で

他の部分は一般紀は緑派宥や少鐙の粘土鉱物を生ずるの

みであるかこれら弱変質瀞は再結縞化をうける正長

石が細脈状や既存鉱物を交代する形で錫杓れる病閃石

が黒雲母に変質する硫化物を伴った黒雲母綱脈が生じ

ているなどを示す｡同様匁変質作用は南側ピットに

も生じているがより後期の粘土化のためわかりにくい.

正長石は多くの場合に石英や硫化物と共に細脈状斜

長石斑晶の輪隔や全体を交代看英&いっしょにアプラ

イト組織を示して看基を形成する匁どの産状を示す,

正長石は花開閑緑岩固緕の末期から少扱くとも一部の硫

化物が最出する段階塞で安定でおったらしい尋

黒雲母のあるものは硫化物の鯖出と同時期であるも

のはより早期であった｡黒雲母は岩株以外でも接触

部紀近い一部の看灰質堆積岩申にあらわれる昔黒雲母

はおもに北側ビットや南側ビットにかけて砦株の中心

沿いに認められる.南側ビットでとくに多い粘土鉱物

ではカオリンがもっとも多量である.南側どットの

北側にはモンモリ買ン石があらわれる正絹雲母は王城

1Md3丁匁どの構造を示すもの紀属する､以上の変質

鉱物はおもぽ斜長看の斑晶を交代する｡黒雲母が加水

雲母仁変質している例もある白

石英一絹雲母帯は上記の正長石一黒雲母帯の外側で

岩株の周縁者菓閃緑岩シルや堆積岩類中ぽ産出する曲

この絹雲揖は2Mi型で荷英は紬脈としても認められる｡

鰯簿滋り動燃輝銅鉱瀞卿臓淋悉⑳添傲漢芯は榊蟻

化悠滅焚灘湯弼泌醐盤懇騒鳶登澄1嚢肱義⑳酸化帯

⑳形成熟蝿徽篶漱汽曲

悉の根拠は明確懇は触･淡一つに深窓1はりて変質

僚燭の婁重勤螺滋績､鯛蛎蕃圭蜜花平衡状態で勿オリン

皇涯凝霜濠は爾澄闘耽い､隷恋傍証の一つである簑.

高濃獺棚鑑褒蟹傑周ぷ螂戯蟹⑳簑次的褒質作用跨搬労

が表ゆ采衡状態は《捗れ葛懇潜る効帖遼畏肴&共存

労る象鐙⑯勿球リ渓は曇次駒褒質條踊熔求める方然よい

孫務葛夢百

明ばん霜か暦薬串輝氷鉛鉱濠綱脈瞭に産繊するこお撚

ら一部の研策籍憾開ばん膚を初盤鉱物懇滋篇当松花淡

明ばん看は熱水鉱物炉存在し恋い所で普遍的に産出する､

沈澱鋳茗を借着させるくず鉄く等敵)と署勢1蔓1水を3養義餐本形爽慈愈メ寄イヅ�
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近年のS同位体の研究も含めてサンタ･リタにおけ

る明ばん石の少なくとも一部は二次的変質作剛こよる｡

酸化帯申で硫化物の酸化により生じた針鉄鉱赤鉄鉱

鉄明ばん石在とは二二ニ次的変質作用による.磁鉄鉱の赤

鉄鉱化少量の肩膏なども同様にして生じたものと思わ

れる.

総括

プレカンブリア系の基盤をおおって東西にのびるソノ

ラ地向斜に古生代の㎜三〇geOSynC工三鵬堆積物カミ堆積した.

中生代末期に再び堆積作用が生じ白亜紀のコロラド層

堆積後に最初の火成滑動が生じ南一北系の弱線ぽ部分

的ぽ規制されて石英閃緑斑岩が貫入した主岩体は

層理繭ぽ沿いシルを形成した二貫入時期は婁時期ぽ

分けることができる.安山岩病礫の噴出(白亜紀後期

～第三紀初期)や閃緑岩や斑概岩の貫入が引続いた

北東系断層のあるものはこの時期に滑動した.

次いで花筒閃緑岩～看英モンゾニ岩マグマが南北方向

に貫入しサンタ1リ身とハノｰバｰ1フイ涙岩株とを

形成した｡サンタ1リタ岩株は周辺の堆積岩類石英

閃緑岩などを押し上げ数回の上下運動(pulsat五〇刀)を

繰り返L貫入した｡この運動はWh1血則11角襟岩を

また岩株ののびにほぽ平行な断層を堆積岩中に生晋しめ

た.

引続き石英モンゾニ斑岩や花陶閃緑斑岩の岩脈カ墳入

し著しい鉱化と変質作用をもたらした｡そのもっと

も明瞭泣証拠はWhi皿則1尭礫岩弗のマトリックスに

正長石黒雲母磁鉄鉱少量の黄銅鉱輝永鉛鉱など

の鉱床形成鉱物が存在することである由

晶出順序に関する野於観察から鉱化および変質作用賦

次のようにまとめることができる,主要鉱化および変

質時期はサンタリタ持株カミ固結し一部の花筒閃緑斑

岩岩脈が貫入した後で磁鉄鉱正長石とおそらくスカ

ルン鉱物もその早期ぽ晶出した｡絹雲母と多くの黄鉄

鉱とは晩期で黄銅鉱は数回にわたり早いもので磁鉄

地下⑳科学シリｰズ稲

グリｰン･タフ(緑色凝灰岩)

理学博士大津穣著

グリｰン宙タフの研究が本格的ぽ行なわれ出し牟のは

昭和25年以後でありてとく紀数年前に秋蘭県の北部で黒

鉱痔床が発見凄れて以来急速記デｰタが増加して奮わ

著者は昭靭25年以来現在漢で20年近くグリｰン1タフ地

域の地質調査研究に従事して書たベテランである｡本書

では昭和25年以後昭和唾峰裏でのおもな調査研究論文を

たとえ著者と意見をこと虹する学説であっても客観的に

紹介している.し淀が棚て本書をよめば昭和41年まで

のグリｰン唖夢フの概究論文のダイジストをしること秘で

鉱畠山直後遅くは石英モンゾニ斑岩岩脈よリ後期であ

った吉Lo附'sLane地域の角礫作用は少在くとも磁

鉄鉱と銅鉱物の晶出後で一部の黄鉄鉱花陶閃緑斑岩

や看英そンゾニ斑岩岩脈などよりも早期であった.

上記の主要鉱化期についでTumervi11e石英モンゾニ

斑岩岩脈が貫入し少量の黄鉄鉱を伴った.Wimsa榊ille

の噴火カミあって多数のラタイトや石英ラタイト岩脈カミ

貫入した岳噴火口は砂醐はり埋められた(第三期初

期)､その後の浸蝕期に酸化や二次富化作用の多くは生

じた.中新世にほぼ全域をおおった火山岩類の下位の

礫層には鉄の酸化鉱物で固められた礫が見出されている.

鮮新樹～更新世に{地は上昇し再び浸蝕が始塞った.

火山岩類は南にゆるく傾斜しそのため鉱床の南側で厚

い,北東系の蕨層が再活発化し鉱床を再び露出させ

た自若千の二次當化作用はその時期から現在まで引続

いているのであるう｡

サンタ･リタ鉱床はホｰフィリｰカツバｰ鉱床として

必要な初生的地質条件を持ち二次硫化物富化作用によ

り稼行品位に達した好例であってその形は典型的に

r毛布で包み持ち上げた形(Bla吐etshape)J､を示してい

る(第5図B)｡探査が進むぽつれて新潮火山岩類の

下に化石化された潜頭のブランケット型鉱床か発見され

るであろうカミ探査の全体的傾向はより低船位の初生鉱

床ぽ胸うであろう.この意味でサンタ･リタ鉱床は青

き良き時代の贈物となるかも知れない.

サンタ1リタ鉱床の周辺はは多くのスカルン鉱床か発

見されていてこれはこの鉱山カミ将来に進む方向と栄

一フィリｰカツバｰ鉱床の寿命に被買入岩の種類の重要

(筆者は鉱床部)

慈る由ぴ)種の科学の紹介書にはしばしば自分の学

説を強調する余り意見をことにする学説を省略するか

もしくはごく簡単にふれていることがあるが本書ではそ

のようなことかない凸芝の点本書は原著論文をみる機

会の抄批･地方の人とか現場の仕事に従事しすこぶる多

忙な人などにはとくに便利である.地学関係の方は

笹ひ工冊産着に置いておかれることをおすすめする.

漸警版型グリｰい夢フ(毎評再版)
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