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ホｰフイリｰカッパニ鉱床

④

～アメリカ合衆国南繭部め地史～

ホｰフイリｰカッパｰ鉱隊の寵議

3回にわたる個々のホｰフィリｰカツバｰ鉱床の紹介

で読者はすでにそれらに共通する特徴を把握されたこと

と思う.その申の一つ酸性～中性の斑状岩申の鉱染

状銅鉱化作用紀対して%ψWyC卵阿のことばは

もともと用いられていて成因的狂意瞭を含んでいた.

しかし現在ではこの定義が大規模採掘法により操掘可

能で大きい低品位鉱床にまで拡大されて品位や採掘

方法が合っている場合には詳しい成因的な検討がなく

ても他の銅鉱床に対してこのことばは用いられている.

このような鉱業的校意味における定義はA亙M瓦が

主宰した第五回のホｰフィリｰカッパｰ鉱床の総猶の地

質の項目で賄醐鵬(1933)淡漢とめたもので代表でき

現在でも会社関係の人はほとんど彼の定義にしたがっ

ている.P欄㎝§の提案の次の4つにまとめることが

できるであろう.
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巨大な(とくに平面醐こ)鋼鉱床で低採掘費で大規模採

掘(露天掘リブ1コックケｰどンな杉)が可能である

銅鉱物が均一に存在しておりぬき掘りよりも全体を採掘

する方が甫刺である

買入斑岩がそれに密接に関係する火成岩があって鉱石を

もたらし花斑皆それ自身に鉱床の主要部がなくてもよ

レ､

二次富化作用薄蛙篶ていて輝錫鉱を濃集し結果として溶

脱キャップを主鉱体の上に伴う二次富化帯の下には初

生のprotoreが存在する

二百原轟三

山の立地条件に大きく左寄され二次的な酸化作用と硫

化物當化作用とはおもに気象条件で決定されるからこ

れらは地質的条件&は異質である.地質的には

串榊酸性の灘状質入砦または斑岩に少なくとも場所的に関

儀している

饒帖買入婚かずく近くの被貫入岩に鉱染状あるいは細脈

状終鰯の初生鉱化作用が認められる

の2つに隈る'定義が好ましいと思われる.

地質的な定義に立っ場合にホｰフィリｰカツバｰ鉱

床はアメジカ全壊国内では一般にDis駝皿i皿湘dcopper

depo§量t婁に呼ばれる,斑状貫入岩に直接には関係しな

い鉱染状の銅鉱床も存在するからこのことばを単独に

用いる場合にはDi搬⑪iηatedpoτ曲y㎎cQpPerdepo一

､嚢it蟻と使うへ書であろう曲目本語訳は鉱染状斑岩銅鉱

床がよいと思われる血

わが国でかってはD…SSem亘舳ti㎝(成嗣的意味を台裏

匁い)&夏狐pr鵯鰍ti㎝(成因的意味を含む)とは使い分

けられていたそうである｡AG亙の“地質用語集''で

D三搬搬inated鵬を開くと記載的に用いる&書かれて

いる.しかし最近のアメジカ合衆国では成因的意映

がはっ蓄りしている場合でもDisseminati0Rを用いる

人が圧倒的に多い､後者には一般社会用語として日常

に使われる意味カミあるからかも知れない.

B置愉蜘(19δO)は彼の教科書で合衆国のホｰフィリ

ｰカヅパｰ鉱床に共通の性質を次のようは挙げた
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低品位

大規模な低採掘費採掘法

モンゾニ斑岩の岩株状貫入岩に関係

斑岩や被算入結晶片岩串に鉱染状は錫鉱物湾締稼ず義

類似の初生鉱物

警い㌔絹雲勧化と酬こ変りて象化作用

7).一多少とも二次鴬イビ作用がありて簸直的よPも水平的熔籔淡

るブ貸ソケットを示ナ

8)溶脱帯の等ヤ､ツブを持つ

9)痛似の榑源物質と成閃とを椿つ

今回の紹介で筆脅がとり上げている鉱床は鉱薬界の定

義による恋ので彫る由ζの種の鉱床は露天掘りの場合

ぽO.3～脇C籔(平均O,7形)航内掘りでO｡?～遂､脇C狐

の品位で一般紀稼行されており鉱宥の鷲産処理量は

遡争O◎O～鑓呈O00トンのものが多い(第夏関)古ζ⑳憾

漆塗産鋼鑑の3脇程度を由める沈澱銅がある苗滅む､

紬,独な葛の副産物⑳雪も槻◎秘愁り丞も重要であ

る昔アメリ勿禽鍛團は自繭棋界⑳約螂劣を供給する匡

炎滋麓鋼園禿滋湖てそ⑳銅盤棚脇程度は栄一ヌィリ

ｰ滋汐紅鉱床か蟻塗産巻批ている世アリゾナ州繭東

部績籍簾称る鉱床繊禽鍛園の約δO%を供総じていて箆

繋恐踏篇､つぎ終アリヅ淡州を幸心迭するアメリ勿

待雑鰯繭餌部の地史を紹介レ次う害

稼行品位と採鉱方法はときど童の社会の経済状態皇鉱�
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第1図鉱床の分前と鉱石の日藤処理最

南西都の地形的な特徴

ホｰフィリｰカッパｰ鉱床が密集するアメリ勿倉毅国

南西部はコロラド高原の南側の周辺に彪たりB館1n

&R狐駅地方と呼ばれる.このことばは底の広い谷

間と断層により持ち上げられたり取残された山地が交

互に並走するこの地方の地形に由来するが地質的には

上下運動を主とする断層地塊(山地)が新しい堆積物で

その谷間を埋められた地方を意味している､

これに対してコロラド高原はアメリカ低部ではユぶ一

クな存在で海抜五?00～2000㎜のメサやビュｰトに谷間

が切り込む高原にコロラド河が流れて部分的に急崖を

示すにすぎない.地質的には有名なコロラド高原型ウ

ラン鉱床を含むほぼ水平な堆積岩類カミ厚く発達する.

高原の東側周辺にはMoAuなどの大鉱床カミ分布する.

Basin&Range衡層はコロラド高原につつ込んでい

て両地方の境界が明瞭でない部分がありその移行帯

はとくにアリゾナ州のモレンシィマイアミｰインスピ

レｰションバグダｰド鉱床を結ぶ北側に当る部分が代

表的である(篤2図).アリゾナ州σ)Ba宴in&R冊9e

地方は高い山で2700mをこえ低い山岳地帯とより低

い砂漠地帯とに分けることができる1前者に多くのポ.

一フィリｰカツバｰ鉱床が分布し後者はシノレバｰ･ベ

ノレビマｰミションェスペランサアホなどが属する.

プレカンブリア紀の地質

アメリカ合衆国砥部でもっとも古い岩石はフ曲レカンブ

リア紀の講岩石である.しかしこれらは断片的に露出

するにすぎずその地史を明確にしにくい.これらの

講岩石は北米大陸では比較的若い時期のものに属する

(篤3図)由Ginuly(1963)は合衆国繭部の年代測定資

料をまとめ111417,526億年にピｰクがあること

を示した(第4図).25～28億年の古いものはワイオミ

ング州北部やモンタナ州,のものでアリゾナ州でもっと

も古いものは17億年前後である.アリゾナ州の多くは

至3～蝸億年にピｰクを示すものに属する昔蔓｡8～!1億

年にはアリゾナ州ではアパッチ統が相当する.

アリゾナ州のブレカンブリア界は造山運動に続く浸蝕

時期(不整合面)を境に新旧の2時期に分けられてお

り(Butleア&Wi1son1938)一般に支持されている(第

1表)1

第2図合衆国南西部のBasin&Ran募e断鰯とコ

ロラド高原の位置黒丸は主要な娯一フ4リ

跳Sin逸臨囎儘地方(⑪一蟻))

①谷間のサボタンと山地の策鰍(フ猟胤貨タスの南西方)�
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第遂畷禽幾題西部のプレカンブリア紀議砦筏の隼代の頻度(Gi11u三yユ963)

第葦寮アリゾナ州のプレ動ンブリア界辮比寿

新フ

期レ

カ

ン

ブ

リ

ア

紀

旧

期

ブ

レ

弟

ン

ブ

リ

ア

紀

ダが･枠わ岸部ア1ゾナ州1彌鵜…"ナ

煮ホ

ラン

ン系

1(･㎝･)/鷲

ヤ

Apacbe統

�㌰洩

造山運動(花陶岩質マグマの斑入)

y童銑醐片砦

(8i⑪Om)

ヤAshC鵬ek統

由12×108

ニミ(6?00m)1

イAlder続1§涙ユ08

系(｡｡｡｡｡醐)年

花開閃緑岩(>17×108年)

片麻岩

第3図化鯖砦夢埠代と造ij腿蟻肋沁み淀北燦大鰺の地鰯ijの卒代

(Engeい96§)

旧期プレカンブリア界:ζれはアリゾナ州1こ断

片的に露出し種々の結晶片岩(20%)片麻岩類(27%)

貫入花庸岩類(53%)などからなる.片麻岩類は州の

北西部に多く北衝一康南の延びを示して分布する｡

花開岩と結最片岩類はより連続的でコ潟ラド高原の縁

に沿って露出する.

片麻岩類の成因は一般はは明らかでないがアホの

C鼠rdi塁狐片麻岩は石英閃緑岩起源であろう(G量uuly

!脳6).Chlo記6図幅でD1ngc&Th◎醜as(ユ953)も

その多くカミ花商岩質片麻岩と報告している.片麻岩類

の多くはおそらく造山期に花開岩質マグマの注入を伴烈

て生じたものであろう,主要構造(s面)は北酉系の

分布の延びに一致せず一般ぽ北東一南西系である吉

P三燃ユ片岩

(3008～鮒⑪om)

層厚は標式地における厚さ

花鰯岩類は擁状で被買入岩の構造を明瞭に切る.

岩質は石英閃緑岩～石英そ!ジニ岩質でおもに花闇閃

緑岩質である､

結晶片岩類は一般に低～中変成度で堆積岩と火山岩

類を原岩とする.原岩の諾構造が保存されていること

が多くWi1s㎝(1939)によって“ヤバパィ(Ya蝸脾i)

片岩"が精査された｡彼の業績1こよって旧期プレカ

ンブリア界の諾研究はヤバパイ系に集中しこれは現在

ではA旧破とA§hCreekとの2統にさらに分けられ

ている､結晶片岩類は著しい橿出作用をうけその片

理面は場所はよって異匁る.しかし一般的にアリゾ

ナ州南東部(M搬腕1山地の北まで)では基本的構造は

北東系で同山地の北酉では北頂北北東系などコ

轡雌鱗幾鳶唱象嵩η2灼品榊婆部剛11地(ノ1岬綱｡繕い)

(嚢)楓潔榊㈱1剛脇差袴閥(拠一ト鑓総い凄湧)�
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バグダｰド鉱床で貫入猪を規制する北東と北酉系とは

落し方向の動きσ)方が走内方陶より大きいプレカンブリ

ア界のC㎝j篶鉢e蓄h鮒を反映している(An伽鋤ユほ

か1955)､基盤構造の箆要性はそレシシィやシルバｰ'

ベノレでも説明されている(Butler&Wilso篶鵬8,Richard

&Co斌rightエ9δ遂).

口脈榊･y｡･li口･1都:

睡靱E･g･･昌y｡｡li｡｡聯

錦§関

酋埜代初期の合衆国西

湖こおける雄欄環境

(Gilh11yユ963)

ロラド高原に入るグランド･キャ鳥オンでは北東系であ

る.

プレカンブリア界に白亜紀後期の斑岩が直接貫入し

プレカンブリア紀?諾岩石が鉱床の母岩となる例はレ

イｰマイアミ地域(パイナル片岩)サン1マニエル(石

英モンゾニ岩)バグダｰド(ヤババイ統)なだであるが

基盤のプレカンブリア界の基本構造はより若い譜構造を

規制しているのでこの基本構造はホｰフィリｰ吻ツパ

ｰ鉱床にとって璽要である.

グロｰブｰマイアミ地域でPete醐双(王搬)は帽期

プレカンブリア界の北東系の構造が若い貫入砦とそれが

もたらした鉱化作用を規制している一様を指摘した.そ

の地域の講鉱床は北東にのびる幅9触の地帯に分布し

個埼の鉱床も規制をうける.キャスル1ドｰムとカッ

パｰシティｰズ両鉱床はパイナル片岩とブレカンブリア

紀のルイン花筒岩との接触部に存在する.

新潮コレ釣ンブリア紀:この地質時代に属する

アパッチ統は約δ30狐の層厚を持つ堆積岩類で中南部

アリゾナ州に局部的に広く分布する.Wi至§㎝(1962)

は一つの大きな地向斜堆積物の分岐部が今にみるグラン

ト･キャニオン系とアパッチ締であると説明している,

吉生代の艦穣椎用

グランド･キャニオン系の繕曲とアパッチ続の穏やか

な上昇の後背生代の堆積作用まで比較的なだらかな

地形で浸餓秘続いた.Sharp(1940)俸グランド･キャ

ニオン地域の当時の地表の95%は50㎜以下の起伏で花

闇岩や珪岩などの浸蝕にたえうる岩石が270m程度の丘

を形成していたと述べている.

合衆国の酒部全域についてみると鶯ルディレラ地向

斜はカンブリア紀に始まりデボン紀漢で続いた｡そ

の東端は勿リフォルユァ州南部から率バタ州東部胤タ

州西部アイダホ州東部モンタナ州西部を結ぶ線で

(第5図)その棚の部分は東方から間欠的ぽ堆積物の供

給をうけた.地向斜の湾入部には砂岩が堆積し局部

的には㎞単位の厚さに発達した､より東側の部分

(狐iO騨0Sy皿di鵬脾施)では石灰岩が沈澱した.西側

の地向斜中心部(奪ng嚇脾di鵬p登rt)では厚い砂岩や頁

岩チャｰトなどが著しい火山活動と共にカンブリア

紀がらデボン紀までの各地質時代にわたって堆積した｡

層厚はおそらくカンブリア紀で3300皿)オルドビス紀で

コ邊ラド商燦(蟻)一鰹)

④テｰブル山地夢)棚(コ醇引ご州繭箇端)

働禽鍛鰯鋤蝸の奮糊賞批･㌶1瀬豪鮒げる

試験:]二機(写真菰)背微の含滴鱈の真■〔こ識1鰹されている(コロラド州ライフル

幽ブヲノレｰト6沿い)�
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8,ユ00mシルリア紀とデボン紀で同程度であったと思

われる(GinU王y1963).

アリゾナ州北東部やニュｰメキシコ州の隣接部にはカ

ンブリア系は知られていずM由e(1蜘)はこの地域を

Defia口｡epos1/三w鮒e餐(寺侵蝕台地)と呼んだ白岡様

な浸蝕台地はアリゾナ州南酋端にも柘ってこれらのこ

とがらは当時つルディンラ地内斜の中心がさらに西方に

あったことを意味している(Mck㈱19δ王).アリゾナ州

のカンブリア紀の堆積作用は一般はわずかであった｡

オルドビス紀の地層は州の南東部に発達し北西部に

も分布している可能性秘蕗る.シルリア紀の地層はア

リゾナ州には知られてい低いがすぐ廉のサンタ･リタ

鉱床地域にはこの縛代の石灰岩が知られている.一般

的に両時代のアリゾナ州は基本的には堆積作用に乏しか

ったと,圏､われる.

デボン紀に入るとおもに西方から部分的に海浸がおこ

り南西部が陸地のままであった｡石炭紀に入っても

局部的な著しい堆積作用を除いて同様の状態が続き陸

地は北東部に限ξ･れた｡このよう匁静かな状態は石炭

紀初期にネバダ州中央部で生じたAnd釘造山運動によ

りて乱される.これは横が摺曲や衝上断層を伴うアル

プス式の造山運動で著しい衝上運動の揚禽は嚢万騨瞭

抑挑鵬堆積物を策方の㎜…0駅0S抑C玉王鵬堆積物の上に

少なくおも90触込移動させている.

下部石炭系か五〇～貨帥程度の起伏を示すような浸蝕期

間があったのち上部石炭系が堆積した(WiU§cパ962).

この堆積作用はアリゾナ州ではペルム紀まで連続した.

アリゾナ州の南東部の､ヒ部看炭系とペルム系とは賜るか

に海成層であるが北部ではペルム紀のKaibab石灰岩

を除き陸成層である｡浸蝕台地は上部石炭紀にはユマ

の西方に存在したがペルム紀にはアリゾナ州には存在

しなかった､

古生界全般を通じてアリゾナ州の大部分と烹皿一メ

第6図会毅国繭西部の酋坐嬰の等憎厚線黒剛窒ホｰフィジｰ麦りバ

ｰ鉱康(A記e醐ポ966)

キシコ州の西部の層厚は五300mより薄く(第6図)棚

の部分であったと思われ地向斜の主部は北酉方⑳ネバ

ダとユタ州に存在した.二股に浸蝕されにくかったア

リゾナ州の北東部や南西部はこの専属厚線図にも反映し

ている｡甫生界の層厚とホｰフィリｰカツバｰ鉱床の

分布との聞にとくに有意の関係は認められない｡

中生代の蝶積作溺

中生代k入ると三畳紀初期の陸成層がアリゾナ州北

部に知られている山しかしその南方への広がりは三

畳紀後期からジ風ラ紀にわたってアリゾナ州南部や黒皿

一メ寿シ1コ州南西部に生じた隆起により浸蝕麻生じたな

めに明らかでない｡三鐙紀後期には厚い礫岩(cぬ]e

層のShinaru㎜p階)がアリゾナ州の北東部とその近

傍を広くおおいそれはおもに南方から運ばれた.

アリゾナ州北部から東北端の4州境い周辺ぽ分布する

箔)禽鎌騒酉鮒こは放牧地が轟い路鮒こ1ま“s狗簑淀"の立札がい重しは蒐

受けられ愁爾鰍ま乾燥し刊･で織が少丈£いから一定期間後に牛は次の

放牧地に移され響鄭}は淋兜搬㍑泌(ロロラド州更夏部)

欄帥㌘閉繭幟納跳搬伽婁鉦(み帥1〃サ)霞官公鰯の一都アメ

蔓かゴンヂィァン(?～至s微細)氏推居がある現在みられるものはブエブ

韓インデアン鍛鑑翻(んD童婁⑪⑪㍗一13⑪0)のもの自衛士寧)必要性からこの

よう拙顯帖漆騒羨か襲えた�
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策7図縢ツ希一触地地向斜堆籟物(太線の閥)の層躍と鍛鷲地(G三11“y螂3).

この地胸鮮1業員藪緑初鰍こ輪薫夢白亜紀後期の初期(セノマン挫)で

最劇ζ達し第三紀顯初紡(醗新搬)絡終妻抑恕

上部三畳紀～ジュラ紀堆積物は基本的には陸成であった.

この時代に独ロラド州アリゾナ州南部ニュｰメキシ

コ州南西部では堆積作用は認められない.

三畳紀から白亜紀終かけてアリゾナ州印央部では1000

～王?00㎜の酋生界樽加えてプレ吻ンフジァ界も浸蝕され

た吐州南東部では顕著な酋生界の摺曲の後下部自亜

系の基底部礫岩(G王漬沁㈱礫岩)が古生界やプレカンブ

リア紀のパイナル片岩三畳紀～ジュラ紀(163～178x

106年)のJuniperF1at花薗岩の上に堆積した.

貞亜紀初期に入るとアメリ吻合衆国南西部の地質環

境は一変した吉;コルディレラ地向斜は西方に去りか

って棚や堆積鏡地であったアリゾナ州北酒部は陸化し

他方州南東端周辺には7000臓の厚さに達する下部自亜系

が堆積し花｡ごの堆積物は海成であるが他の小堆積

盆地ばは火山岩類を爽む陸成層も存在した.

白亜紀後期終はサン1ホアン堆積盆蜘㍍?00mの堆

積物をもたらし花滋ツキｰ山地地向斜の海湯酒方はのび

第8図合衆国南西部中生界の等層算線と鉱床の位騰(A拙帥｡nユ966).

てアリゾナ州北部とニュｰメキシ2州北西都に厚い堆

積物を堆積し怒(第㌘図).アリゾナ州南部や二皿一メ

キシ鐵州南西部はもかなり深い堆積盆地が存在レた｡

アリゾナ州南西部や西部には火山岩類が分布している｡

中生代の堆積物を総■食すると(篤籔図)アリゾナ州南

東端でその層厚が著しく厚い｡しかもバグダｰダを

除くほとんどのホｰフィリｰカッパｰ鉱床はその堆積

盆の縁に分布している肯貫入活動直前の堆積物の厚さ

は引続く火成活動を生茸しめるためにある役割りを果

たしたのかも知れ匁い｡

線写翻ま｡搬跳工婁㈱と蹄ば麦泌鍛太のも蕾)で婁⑪o蜜以上裏｡c人払上場准

ん仰叱と醐淋る1嚢洲ン曲狐ブ票機鐙纂物毒こ鯖徴釣紘漸搬(艦檀のよ

簑竣もの)が隻3蜜熟議

白鷺紀～第三紀初期の欄舳作用(ララ呼イキ変動)

ロッキｰ山地地内斜に先立ってシエラ曲ネバダの橿出

作用で代表される大蓄な遺開運動が太平洋沿棒ぶり悠存

在し花｡これはおもにジュラ紀初期から白亜紀中期に

及び変形および変成作用と深成岩の遊入を伴った｡

この時期の造{運動は一般ぽネバダ変動と呼ばれる由

機鰻鮒こ幻)火1主ゆ搬勇童地畿1こ溢ら裏)虹たも剛慧∀む三ξ鋤圭｡澱砥と幻妻れ

る写鄭批似つで響糞の産1孔か蔭翻汎1醜びている基盤弼竃鮒輔

りて叩ダ呼杉欝入し炎その外観から鱒兜客潮1ζs繍纂澄⑪峡の嶺鳶童与え

られている(鴬胤一メキシ鴛州北酉端)�
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策9国

コルディレラ山地東部の白亜細

後翻～第三親初期の衝上断層(G1亘My

���

第10図

合衆国両部のバソリスと石英閃緑岩線

黒田はホｰフィリｰカシバｰ鉱床

(M⑰o瀧王959原図)

島纏j上鰭1]帥紬働か上盤1則〕

ネバダ変動の余波はおくれて内陸側に及びつきのララ

マイド変動と匁る｡

ネバダ変動と潟ツキｰ山地地向斜の堆積作用の後ホ

ｰフィリｰカツバｰ鉱床地帯であるコ属ラド高原蘭方の

アリゾナ州や二黒一メキシコ州の堆積岩類は著しく溜出

し小規模匁深成岩の貫入をうけた｡中程度の溜蝕作

用や断層運動は:コロラド高原内の類似の岩石にも認めら

れる､この橿出作用は白亜期後期に生じ新生代凄で

続いている.Wiis㎝(工962)はアリゾナ州のこの溜出

作用と深成活動とを“La醐細儂hter蝸1}言と呼んだ苗

鴛漂ラド高原ぽおけるこの時期の籟曲運動は北～北西

にのびる摺曲や断層をもたらした.縄曲はおもに井対

称で東側が急傾斜のドｰム南斜単斜構造などからな

り断層は簸直～急傾斜で一部は単斜構造に移行する.

これに対して堆積物の厚いアリゾナ州商東部では綴出

作用が非常に複雑で謝る｡繕曲輪はおもに北酋一南東

を示し衝上断層が多い.ある部分(C㏄b1雛地方)で

｢止

rユ

｢一

､箇ズ

は東一暫系と北一北酉系の衝上断層が知られていて北

酉系が多分より後期で移動させた距離も大きい.

一般に白亜紀～篤三紀初期の頃コルディレラ造山帯

の東部で地表の岩石を縮めようとする動きはロッキｰ

山地地陶斜の西縁沿いに生じた.衝上断層による大き

匁勅書はそンタナ州北部からネバダ州繭部はわたって広

く知られている(第9図)｡アリゾナ州繭東部の衝上断

層をこの帯のものに含めるか否かは地質家はよP意屍が

分れており今後の検討が必要である｡

B慧§玉藪&賄㎎替地方と東方の回ツキｰ山地で生じた

衝上断層は岡時期ではない,ロッキｰ山地では繕強運

動はより長い時期にわたりモンタナァイダホユタ

州とネバダ州南部の多くの地域でそれは白亜紀の中頃

⑯ダリヅ切1卿簾潮ζ1凄腕繍畿滋鱗蹴劇畷繊毛篭鵜地場偽撤で嚇鵜懲

踏豚鋭禽儀なε⑳慈裟謬蜜叙鐙塾蒲繊蔓鑑紹似顔鰯な鳶蜜燃繊怒徽地の

雌穣鞠がらなる糠勧化膚が郷{

鰯麟鷲繍磁蔓敏顯一触ζ1嚢翻肌繍蜘一綴が鑑殺していて黛繊旋遠

跳㈹竈慧と鰍説れ愁珍渇�
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策2表合衆国西部の調蛮地域の深成岩類の露出面積

岩斑穣

超塩基性岩斑概岩

閃緑岩

粋浦箏

閃長岩

1面鮒㎜1η1鮒)

��

��

���

��

���

㌱�

�

王O.7

王.§

llll/一

0｡互

Kf:(カリウム長石十ペルト長石)■(全農狛)

Moore(1959)と都城(ユ965)による

に始まり暁新世から始新世後期まで活動していた証拠

か他の多くの場所で見出されている.Gillu1y(1963)

はこれを｢ロッキｰ山地造山運動｣と独立させて呼び

6000万年程度にわたったと説明している.

中生代とより後期の深成藩動

古生代の後期石炭紀やペルム紀に比較的大きい造山

運動の形跡(変形運動など)は認められるが深成活動

はアメリカ合衆国西部でほ知られていない.ビスビｰ

の近くのJ㎜i脾r臨t花繍岩は三畳紀～ジュラ紀(工63

～178x!06年K-Ar法と跳一Sr漆)である年他地域

ではカリフォルニア州北部とジュラ1ネバダ底盤の一

部に同時期の花筒岩類カミ知られている(第n図)｡野外

観察と年代劇窟ぽよると合衆国酉部の花開岩類の多く

はジュラ紀後期～白亜紀初期(約!40X工0琶年)と白亜期中

期の後半(80～110×106年)に形成されている.これ

らはジュラ紀～白亜紀のネバダ造山運動によって生じた

巨大匁バソリスを構成する.バソリスにはそれぞれ固

有の名前が与えられていて(第10図)個冷の岩体は多く

の深成岩体の複合体である.これらは長い期間にわた

り順次形成され一単位のバソリスやストックの内部では

一般に早期で塩基性後期の晶出物ほど酸性の岩石から

なるといわれている.

岩質は西部の5州(カリフオノレニァネバダオレ

ゴンアイダホワシントンモンタナの各州)では石

英閃緑岩石英モンゾニ岩花筒閃緑岩塩基性～超塩

基性岩の順に多く広義の花鵠砦類が全体の約8τ%を占

めている(第2表).ネバダ造山運動はengeosyncline

の堆積物に著しい変形と変成作用を及ぼした.

東方の皿iogeos獅｡line地帯は棚g嚢⑪synclineの地帯

よりおくれ白亜紀後期から第三紀初期に造山運動をう

けこれは既述のようにララマイド変動と呼ばれる.

この運動はコロラド高原や内陸低地をこえさらに東方

のロッキｰ山地にまで及んだ(G1nuly(1963)のロッキｰ

山地造山運動).これらの造山運動は変形作用はもたら

したが変成作用やバソリスは形成していない.

露出面積からみると白亜紀中期の深成岩類は他の花

観岩類に比べて圧倒的に多い.白亜紀後期～第三紀始

新世の花鵠岩類の露出は限られるがホｰフィリｰカツ

バｰ鉱床にとってこの量的に少ない貫入岩類がもっと

も重要である｡年代測定によると鉱床に関係する貫入

岩類の多くは5600～7200万年を示しているがユ.1億年

程度にやや古いものも存在する.

深成岩類は一般に獄街上断種帯に少匁いが小岩株は

多数存在していて衝上断層とが前後関係が知られてい

る2･3の例がある｡TombstoneHi晦でSch三破eh

花開閃緑岩(72x五〇s年)は下部白亜系を含む衝上断層よ

リ著いのでこの衝上断層は白亜紀後期である.しか

しより著しく発漣するDragoon山地の街上断種はその

時代より多分著いと思われる｡ビマ地域の衝上や摺曲

運動は花繍閃緑岩(60×ユ06年)より肯くT0舳搬鵬

Hi脆のものとほぼ同じ縛代であろう.ビ㌢地域のあ

る衝上断層は花筒閃緑岩石英モン'ゾぶ斑着銅鉱化作

用などよりも後期でその断層は安山岩岩脈帯(24×/0個

≡嚢

⑫C鋤岬脇齪･鵬地で文献み眺郁賄は脇室鮒C買搬維じ

た限肴⑳一部であるこれ欄8η制二鋪麓され媛初約五徳繍と僑じられ淀が

ボｰリング坑遡幻などを含めて嬢められ次多くの資料か亀鵜潅では政界

一の限凋の衝突1コと確認されている(人物は鉱床都坂藩技窟)

鱒〕ζ{才)晴霞荷口減毛墾約五｡遂㎞潔…さユ9⑪閉鍛稿曹匿韮ま燭麟約∫拝原からδo醐姦婁上鶯

仙･蕃約δ万年鮒ζ遂億ト〃順帝が衡葵して坐じた石英組成の高圧鉱

物などの高圧鉱物が衝撃によリ生成されている�
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年)に切られる.衝上断層には比較的著い時代(第三

紀中期)のものも存在する.

第三紀中期の深成岩類は合衆国の西部に点在する(第

u図).Gi1My(1963)は研究が進むと共に白亜期後

期～第三紀初期の深成岩類は第三紀中期となる可能性を

指摘している.

新生代の地史

コロラド高原とBa§三n&臨篶ge地形とは新生代に

その性格を明らかぽしたといってよい.この時代紀は

おもに陸成の堆積物や火山砦類が多くの堆積盆地に累積

した,合衆国酉部のB載曲&Ran夏e地形ほその

一部が始新世や漸新世多くは中新世と鮮新世に発達し

始めた.現在にみる山地のあるものは鮮新世とより若

い時期の断層運動によリ残りはその時期より後期に断

層で高められた,

ホｰフィリｰカヅパｰ鉱床は一般に二次硫化物営化作

用をうけるので新生代の地史は重要である.キャス

ル･ドｰムやカツバｰ苗シテイス(タイアミ)では二

次當鉱部が現狸の浸蝕繭に関係しているが他の多くの

鉱床ではすでに鉱床各論で一部を紹介したようにおも

な二次富化作用は古第世紀の地質時代に生じている.

白亜期後期～籍三紀初期の摺曲運動の後海水面より

それほど高くない所におもにユタ州やコロラド州西部

で堆積盆地が発達した｡堆積作用は暁新世後期に始ま

リ始新世後期に終わった.始新世以降は重要枚堆積

作用は認められず浸蝕が続き噴火や貫入扱どの火成

活動が清発と匁った.

他方臨si3&賄∬ge地方は暁新世から漸新微の間

は高所にあって浸蝕が進み著しい堆積作用は中新世

第1蝦

合衆国繭翻剛嚇砦

類篶分積と衝上歓層

雑の鮫鰻

(及蛆6聾r鶉｡ηユ966)

後期～鮮新世初期以降に生じた｡細分的にはたとえ

ばユマ地域の3300卿以上の厚さを有するHel㎜et扇状地

礫岩は第三紀中期の衝上断層より古くそれは対比でき

るテ黒ソン南北方のP鋤tan0層は中新世初期より前

アホのL繊｡o狐碗弼扇状地礫岩は中新世より古い隆成層

などのイ列がある｡

中新世初期にコ風ラド高原は一つの構造的単位として

確立した温㎜t(1956)はこの時期に鴛賦ラド高原

の弩peirO騨王iCな上昇が始まり鮮新世の中期にコロラ

ド高原はBasiη&Ra㎎嚢地方の盆地より高所にあっ

たと述べている高原は北東方ぽ持ち上1づられ低

⑭アリゾナ州中北部紗潮測ζ幾義γメリ動インディアンの廃さ次のヱつ(猟脈

kokiRu玉n)猟噸範淡…團並寵愈鞠地域顯阯都Wupat嵐はホピインディ

ァンのことばでr高セ峨Jの意

鱒ゲイァγ鰯並公灘にみら妻鳩鰍鯵上や畿海惟の砂岩(ユタ州南西部)�
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策12図新生代火成岩類の鳥グリｰk億と鉱床の位鷺

(滅⑪⑪re1962)原図

部となったアリゾナ州北東部ぽB亜由hochi層が堆積し

た.眺賦(脳6)によるとコロラザ高原は鮮新世後

期以降から現在までの間に河川などを含めて様相を著

しく変免荏かった.しかし峡谷を深める砂るやかな

上昇運動は現在まで続いているはずである｡'ペルム系

の最上部を例にとるとその表繭がほぼ海水面であった

白亜紀頃の水準は比べると現在の位置は1.5㎞程度も

高く匁りている由

合衆国西部の最近の地震学的研究によると地殻の厚

さが次のように推定されている.カリフォルニア州の

GreatVa11eyで20㎞以下しかし

泉があることからGmu丑y(エ963)はこの地方は異常に

熱流量が高いとしそしてもしモホはヒッチ不連続面が

相の変わり目を示すのであれば熱流墨が高い所は地殻

を厚くする僚淘があるはずであるからモホ不連続面は

ここではPha艶1n,ers1o紐よりも｡he㎜lca1contrastを

示さ放けれぱならないであろうと述べている.

コロラド高原の南と西方のBasin&Range地方で

は高原よりもより深く浸蝕が進んでいるから以前はよ

り高所にあったことになるにも拘らず現在てば㎞単位

で低い.地震による検討から地殻は臨曲&Ra㎎e

地方で薄くなりコ買ラド高原で厚くなっているから

G1n曲(工963)はマントルに左宥される流れが地殻深部

の物質を移動させ結果としてコ艀ラド高原を上昇させ

地殻物質の移動を埋め合わせるために臨曲&没鋤雛

地方の断層カミ生じたと説明している｡

ホｰフィリｰカヅパｰ鉱床はBasin&Ran塁e地形

の形成以前ぽ生じているからG111ulyの説明は鉱床の形

成に直接に関係し扱いが同様な現象は地質時代は生じ

その一環として鉱床をもたらした貫入岩が上昇したので

あろう.から鉱床の成因解明に地球物理的な資料を含め

ることは重要である,この問題はマグ㌢の起源ぽ関連

してあとでふれる,

新生代火成岩類のアルカリ比

コルディレラ造山帯から東方の安定地塊に向けて合衆

国藺部の火成岩類のK/N暴比が増加する傾向は部分的

には今世紀当初から報告されていた｡脳0⑪更餐(工962)は

新生代と思われる沓種の火成岩類(熔岩凝灰岩から深

成岩類まで)を文献から壊めそれらの分予比K竃O/

K20+N的O(黒グリｰk値)求めた.その値をS玉Oみ

東方の潔ツ兼一畑地⑳嚴餓脇触

懇厚蓑約§o脇､アリヅ淡州の

災至孤憲獺搬め鴻減餐燃緬双鍬鳶量縫

を経瑚肪の翫瀦齢鐙鼠腕(ネ

バ残州)⑳鰍繭焚はもじ地殻耕一

層恋海勅は彩杓彩批蝸郷繊

嚇害臓叱反射渕載る繍果で獄

玄城砦蟹の弗闇層を認めそれぞれ

熔郷%の摩慧を加克花は簑淡ぷい湾

ある蚤､猟鮒銅薮丁鮒警帳か密

棄捌饒鰹茅ヂ州プ汲ブ獄を緒浴蕨

繭は遂｡～蘂繍で鴛燦浸汽高原芯地

殻秘厚く扱っている芝をを添泌栽㌔

る缶

磁緬澄双鋤野地方隠多く⑳艦

⑱この鰯立公鰍撹碗鰯1こ1嚢｡罫㈱b嵩拙蝿萄磯しく灘鑓ぱ㌔･る受

れ1こぽほ直変する節蟻鳶峨連し淀この饗輿1‡C艮紘鮒b㈱出城鱗婁と酬業員し

ている�


