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ホｰフィリｰカッパｰ鉱床

⑤

.～貫入岩の滞性質と貫入の場～

構造的な背景

前回で記述した如くアメリカ合衆園のホｰフィリｰ

カッパｰ鉱床は大陸と大洋との間に発達したコルディレ

れると一般に信じられている｡

Sch皿三室t(1966)は合衆国繭部の構造的要素をつぎの

ように分けた.

1)北東系の片理構造を形成するような旧期プレカンブリア紀

《)Ccmp醐s1像nの作用

2)所期プレカンブリア紀に始まり現徒の南北榊北蘭系山地

で示される構造運動これには障ツキｰ山地で代議さ

れる狩｡流民棚雛帯(コ)帯に平行岬狸平行な衝上断層

急傾斜断層禰曲衝き上げと沈降など)約唾00脇西

方で類似⑳性格の双鮒atCト畑⑪測鶯帯凄らに跳rra

N亀欄da帯と現在まで動いているカリフ汰ルユア州のS叡n

Andreas断層なども含まれる

3)東西～西北西系一の横断帯ごれはおもに断層と禰曲運動

とからなり北がらBut除L1tt1憤帯Uint炉Wlc滅総帯

SaItVaney帯Texas帯などである(繁至園)

局原舜三

合衆国西部の主要鉱床地帯はこれらの構造帯に関係し

その出合いとくに2つ以上の複雑な部分にある.ホ

ｰフィリｰカッパｰ鉱床の密集しているアリゾナ州南東

部はWas眺トJ鋤㎜e帯と丁賦鋼帯との交差部であ

る.ビンガムやビュｰトも2つの構造帯の交点付近に

存在する.Schmittはこれら弱線帯に沿ってマントル

か地殻下部から地球創成期に分化してい花銅に富む物

質が上昇して銅鉱床を形成しより浅1い部分から上昇し

たマグマは鋼に乏しく銅鉱床をもたらさ荏かったかあ

るいは他の元素に富む鉱床をもたらしたと考定だ,

大局的放構造的要素がマグマの上昇を規制した点につ

いては一般に異論が少たいがSchmittの区分がほと

んどの地質家に支持されているとはいえ校い,前回で

のべた如くアリゾナ州のホｰフィリｰカツバｰ鉄床密

簾部分の南北系の衝上断層帯はたとえばユタ州ぽおけ

るほど明確でないしまたその帯は北方のW搬1必一

Je･0me帯の南方延長上をややはずれる.Wasatch-

Jerome帯に含めなくてもよいかも知れない.もっと

大き恋異論はTe螂帯にあってこの帯を構造的匁一

単位として確立させることには異論がある(Pro£畑ks,

Pτo£Carpe晩夏講義録).Sch㎜三枚自身も前報(1959)

には丁蝋as帯を設定してい拙･.

窮1図アメリカ合衆国西部の主要構造猪と主要鉱陳搬㎜itt(1966)原図

第婁廼合衆国酉榔の主要鉱化滞』ndwe㎞(ユ967)原図.�
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Landwehr(1967)は合衆国瞬部の熱水性鉱脈やそれ

に関係する貫入持類堵脈匁とが大局的にみて北東系

の分布を示すとしグ)の鉱化帯を設定しそれぞれに

名前を与えた(第2図).これら諾鉱床泊三要鉱化時期

はプレカンブリア紀白亜紀後期～錦三紀初期(晦概…一

餐口棚隻)新第三紀の3時期に大別できるといわれる､

一例としてLandwehrのグロｰブ帯に属し小～中規

模のホｰフィリｰカッパｰ鉱床であるイシスピレｰシ

司ンカツバｰ掘シティｰズキャスル･ドｰムマグ

マなどが分布するグロｰブｰマイアミ地方の鉱床の分

布を第3図に示す.鉱染鉱脈交代鉱床などからた

り種々の元素に富むこの地方の講鉱床は北東にのびる

幅約五眺皿の範囲に分布している.

北東系の方向は基盤のプレカンブリア界の基本構造に

大局的には一致しておりL狐dw如はこの基本的構造

に関係する弱線帯カ宝地殻ぽ生じていてマグマ溜!)やマ

ゲマの上昇を襯制し地殻に河1㌃･かの壌件が生じた時に

上昇したマグマが鉱床を形成したものと推察している､

第3鰯ダ漂一フｰ叩イァミ地方餌)鉱康公碗

黒剛ま出鉱鑑の残存鉱盤から雛定慈れた稲対的な鉱床の規模

賄te臓㈱(196塁)煩麟

レ､.

堆積岩類に乏しいか欠ける地域では基盤と貫入岩との

関係カ湖らかにされやすい.麗述のマイアミ地方の貫

入岩は北東系のプレカンブリア界の片理面に沿ってのび

る形を示すカミ部分的には大小の断層などに乱され不

規則な形態を示している.

モレンシィ地方ではプレカンブリア界の片理面が東置
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第4図モレンシィ地二卯)猟人ぷ紗形態Li紬筐雌n(王905)原図
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策§鰯ビ渓ど一走漉方の貫入票の形態涙獅湖鵬(1904)原図

�



一32･一

は主要在断層の方向とも一致している｡

以上のように鉱床周辺の観察では鉱化作用に関係す

ると思われる貫入岩は基盤の片理面(縄曲軸)広域

しかは基盤の弱線にもっとも規制されたであろうがこ

の問題はより多繭的に(たとえば同位体地質学も誇慮し

て)取りあげられるべきものと思われる硅

鉱床を伴う質入岩の諸性質

さきにアリゾナ州南東部のホｰフィリｰカツバｰ鉱床

密集地帯と表現したがこれはあくまで広域的匁意味で

あってたとえぱ日本の大きさ忙くらべれば鉱床は散

在するにすぎない.鉱化作刷こ関係する買入岩と同様

な貫入岩は鉱床の数よりも多い(策?図).

地方の諸鉱床(Au,Ag,Pb,加,Cu,Mo,W,Hg,U)

の多くは貫入斑岩類に場所的に関係して(Stringha㎜

･ol

尚づモ綱

ノ猟､

〃帆

第6図バグダｰド地方の貫入岩の形態如δ棚㈱餓べ1955)原畷
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^`.触

第7図アリゾナ州南東部を中心とする貫入岩と鉱床の分布(Jenk9.

1962渡辺武男教授の好意による)�
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ユ958)おそらく成因的虹も関係しているのであろう.

Stτinghamはホｰフィリｰカヅパｰ鉱床付近に露出す

る貫入岩類について多く記載している.

露出規模:ホｰフィリｰカヅパｰ鉱床に関係する買

入岩類は岩脈シル岩株その他のさ凄ざまな形を

示すカミその露出面積はユO刮s霊をこえない.アメリ

カ合衆国では一般に郷鰍玉釜婁を境に岩株と底盤とを分け

るのでこの定義によると嫌一フィリｰ勿ツバｰ鉱床の

岩株は比較的小さいものぽ属する｡

貫入岩は被貫入岩中に頭を出した形で一般に分布する

か(第8図)その大きさはいろいろである.亙汕蛆｡ns

(1940)は縮尺を同一1ζして貫入岩の大きさを表わした

(第9図).広く露出する貫入岩体には少なくとも大規

模鉱床は存在しない傾向かごの図から

読みとれる.

この図の貫入岩には同一地質時代のも

のが含雲れている,その中で鉱化作用

はもり登も密鞍終関係する凝派猪の大慈

奮はこの図のものより隷常1ζ小窓くな鳶

ことが多い.たと免ば篤2報の軍イ

ァ案･イン渓ピレｰシ嚢ン鉱床の花鰯斑

岩は北東端の一部紀限られる(胴｡螂葦

狐δ)､鶏3報の吻ナ率ア鉱廉⑳看糞斑

岩も東端でごく一一部を尚める縫諦ぎ扱い､

(N紙工碕,弘22).

斌一フィリｰ漁ツパｰ鉱床では隠をん

星つぬ紀賀八砦淋関係杉瀞浦添ビ潔

一ミッジ嚢ン鉱廉狩近の地譲樽は慾の露

出がない(第郷関》串篶葡沌銃肉⑬一

脇r榊鰍籔

固双人瀞J固蝋

↑第9図鉱床に関係する買入岩の大きさE固皿｡ng(19ω)原図

驚8図貫入砦の産状の一例サン･マ算皿エル鉱床付近S出wa施

(i953)原図

部にシル状の貫入岩が分布しまた両鉱床の蘭方に弱い

鉱化作用を伴う貫入岩も地表に露出していて鉱床の形

成に貫入岩が必要であったことを暗示している｡､

St曲曲a蜘の記載:鉱床に関係する貫入岩類の一

般的在性質はS旋三ngha㎜(1966)によりまとめられた

(第1表)･まず組織については貫入岩類は一般紅

薮状組織を示す帝これをYonLeonhard(1823)にし

たかってつぎのように分けた.

斑状花筒岩:斑轟(菊もに微斜憂石)あり石基の構蔵鉱物は

肉眼的ぽ識別可能

花嵩斑岩:>δ0%の斑晶重石基の構成鉱物の外形などは肉

眼で識別で書ず

流紋鍍瀞:く50島の斑晶盤同上

流紋潜:く6男の斑晶壁同上

瓢噸ど呼一案ツジ翌ン鉱床付近の地質鰯｡㈱鱗買(至鰍)原図�
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第王薮

鉱廉1ζ鰯係する買入岩の講惟徽

飽方と

鉱厳名
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菖亘蝸

亙倣搬一

王心

麗入源序

蝸Q炉Q皿･1

腕哨Q卵:

Q鰍州Qmp

厳吋G鞭

Q㎜州Q㎜p

Gr→伽

Grd吋Qm→Q㎜p

段叫G叩

Q撒剛Gゆ

予

Qm→Dio→Qm夢

A滋

Gr→G叩

Gτ→QP

厳剛Grp

Qd→Q㎜p

Gr→Qmp

Qδ州Qdp一･Gr細

A1a魯ki官魯一皇亘)ap

納鴉

Q胴叫Qmp

㌫一1慨p

Stri㎎h狐はこの分類で斑岩芯けが存在する鉱床

はビスビｰクリスマスミッシヨンモレンシィサ

ン1マ蕊独アルのδ鉱床だけであるし残りほすべて花

闇岩組織を示す斑状の貴入岩であるとしている(第1表).

貫入岩類の貫入形式は周囲の被貧入岩の状況から

つぎの3っに分けられた.

花繭岩質岩と関

達岩脈との関係

鯛瞭～漸移

鰯瞭

〃

〃

明瞭

〃

〃

窮臓

鯛瞭～漸移

鯛瞭

朗瞭～漸移

雪

明瞭

〃

鯛瞭

〃

1)Forc芭舳1マグマは強く押し上げるカと共に､賛入し

で固結の場を作るものシル費灘リスラポリス

自分

火山

秒;瞭

〃

パイプなど急冷閤縁相斑晶量の変化などが認められる

2)Passi∀e:被貫入砦の講構造を乱さないで貫入し聞結し

たもの

3)P航miSS三鞭:餉婁者の中間型巾被貫入給を祷ち上げるが

諸構造たと克ば堆積岩の層理面などを切るもの

一般に比較的大きい貫入岩は被貫入岩を切って貫入し

その諾構造を乱さず小さた岩体はFo醐触型である.

ポｰフィリｰカッバｰ鉱床はサンタ1リタの例外を除き

ロツキｰ山地潤辺の風物誌⑪一蟻

⑪ぎ醐鮒黛鋤麟耕の機造運鋤で生む淀戸ツキｰ山脈主婁部の冬(右)と夏(左)

鴛瞑茅ギ州茅ブ茅ンド峠付近�
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すべてPass三ve型である,貫入場所は断層などによ

り局部的にブロック化していて過藍が低かった個所

と考えられる.

貫入岩類の岩質はつぎの4ψ沈分けられた｡石英

閃緑岩(石英安山岩)一花陶閃緑岩(流紋一石英安山岩)

一石英モンゾニ岩(石英ラタイト)一花鰯岩(流紋砦).

篤1表でわかるように貫入岩類の岩質には花鰯閃緑岩

～石英モンゾニ岩質のものがもっとも多い｡このこと

は石英に乏しい閃緑岩一そンゾエ岩の系列よりも石英

に富む岩系が鉱床形成ぽ必要であったことをも示してい

るようである.

輝緑岩その他の苦鉄質貫入岩類は鉱床近辺にしばしば

貫入するカミ鉱床と成因的に関係しない｡

現することカミ望ましい.ホｰフィリｰカッパｰ鉱床の

記載を読むと調査者や書かれた時代によって貫入岩

の名称が不統一なことダある.その原因は単に命名法

の違いにもとずくものと思われるがこの種の鉱床には

別の顕難な問題も存在している,それは変質咋帰の扱

いである.ホｰフィリｰカツバｰ鉱床の変質帯には正

長石黒雲母絹雲母(白雲母)石英などか多鐙に産出

しとくに前2鉱物について初生のものとの判定か容易

で柾い･ビンガム鉱床の例で強変質岩はほとんど花開

岩の範囲におちる(第1脳)｡多くヴ)鉱床を通じて変

質作用でK寺の添加が明らかでそれは正長石量を増大

させる.現在の命名法では長石比が決定的である.

②プレ彰ンプリア界が厳捌こ衡慧上;夕られ簾捌こ篠斜する酋生代一榊三代の

堆積砦類為側ソ腸の聯集を細び紀欧がプレカンブリア紀の変成岩類そリソ

ン付近

オ'l

�

.付

○堀舳1■四棚､養

;!二加舳平榊

Uじ巧､労沈三'1へ"

(Pet飯轟緑か(1966)原図)

長石が漸増していることカミ多く

にくい.

マグマ期の状態を知り

力

�

原

石

燈蛾猶幾の鰯斜を刹月ルて遼られ恕劇犠(黛紹没｡&Theate£)アイデア

1嚢ア矛率アクロポリス丘の麓1･椚形鰯擦と間じ�
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アイロニｰがあってその真窟を禰みにくいがすぐは

消え去る学説よりも人に役立つものの気持は員頃のこ

とばによくあらわれていた.彼ぼこく晩年に合衆願に

帰化し有名なPragmatiS㎜の環境では育てられ恋か

ったカミ大学と社会の結び付きに対する認識は私たちか

日常接するものとどこか黒柱っていた.

花筒岩を分類する場合に

1)主要3鉱物(斜長石カリ長石石英)の容量比

2)苦鉄鉱物総量(色指数)とその種類

3)斜長右の組成

などが重要である.しかし斜長石の組成は同じ長石

比の岩石をAn50を境に斑梅岩と閃緑岩ぽ分ける以

外に一般には用いられてい狂い.苦鉄鉱物は花開岩

でほその総量が少なく分類には用いられてい狂いがか

りに白雲母を苦鉄鉱物に含めて(輝石)負閃石黒雲

長白雲母のどの組み合わせがあらわれるかは重要で

ある｡類似の化学組成でこれらの鉱物組み合わせが異

なることがありま淀病閃石と白雲母をは共存しない｡

このような簡題を扱った論文に杷&吏凄鈴木(1967)

がある君

主要3鉱物に基ずく分類でJOhannS㎝は斜長着鵬カ

からAn/鮎十〇夏比で分類できればそれは成因的な

意味をも含んでいるからもっとも好ましい分類法とい

える､しかしこれ紀はAb分子を鏡下で定量化しに

くい困難さ淋ある出

鉱物容量比の測定は一般にカリ長石をコバルチ醒硝

酸ナトリウム(N籔婁ω(N02)膚)で染色したのちにポ

イントガウン夢一を用いておこ柾われている.測定を

機械的におこなう過程で前述の鉱物間隙やすでに固結

してレ･花斜長宥を交代する鮎分子の測定は非常に困難

である.ペルト長石中のAも葉片の発達がよい場合赫

Ab分予をモｰド分析の効率を損うことなく測定で慧る

最良の条件であろう｡(これとても測定に用いられ杷顕

微鏡の倍率(一般に100倍)で人為的にAも葉片を愛分

する難点がある).

花崩岩の場合に測定技術上は正長石ペルト畏看

微斜長着からなるカジ畏春一斜長石一石英の組み合わせ

添もっとも妥1当である,この方法にW搬鵬などの

大きく3分する分類を適用すると花贈号とよべる岩石

は買求のみならず大陸地方でも非常ぽ少狂くなる,

Ch奴es(慨7)は花筒岩の再区分を提案した.彼の

提案のうちつぎの事がらか箆要である辛

互)花鰯砦のことぱはいわゆる究晶質砦で色指数が20以下.

肩英鐙20榊遵O劣の壊状か弱い待状構造を球す岩石の総称と

して残し個冷の従来の岩石名には馬い柳､

2)鉱物頴成を記号と数字で系し苦鉄鐵物種と母とをも一目

瞭然と奏せた

Ch置yesは看英量婁0～如茄闇を斜長宥/アルカリ長

石比でδつに区分し両長着端に近いものを蟻鵬イe王d-

sP航駆搬玉繍閲のものをt蜘一fe王d鞭雛駆象nit艶と名

付けそれぞれに記号を与えた(篤13図左).Chay㈱は

局孫

捌脳

泌脇糊搬羨婁養､細い湖11聾醐轟

1蓋洲:簑繍鵬燃萎ξ閉争泌1

｡む＼

//＼

冷享邑テ嘉｡､､こ､!貞瀞奇!×

幾//＼

銅ハ閉蛸/＼

孫

閑艇1}l1織瀞慨シヅ㌫艦11葛搬

§J幽榊榊榊洲鮒

婁5

箒

/軸

幻

葦⑪

く1徽

派

閑㈱㍗/一･洲繍､笥終

淋11エル

｡{:1

青

篶

閑繊篶遼二･ゾ独緒閑1乏撚幼

王婁･§総､榊1榊批租11脇8)鎌�
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石英

石英

稲13図

ChayesとBatema蜆はカ･

による花筒岩類の分類

�

艇

1PnP一〕UAIP

�

20ル

斜10薯3699⑪カ

長リ斜

眉最長10

石石

Chayes1至9帥

IPgraniteのように記載し岩石名は不必要の意見を

持っているがト測ニエム岩=IP花陶閃緑岩罧IIP

アダメ瞭岩醐皿☆だけは認めHA工Aは必要ならば

新しい名前にすべきだとのべている｡

これらの岩石記号に苦鉄鉱物種と総量をつける.た

とえば止/h至亙～は色指数が10そのうち角閃石は5

%より少なく黒雲母か5～10%間である.

Chayesの提案は合衆国西部の鉱床担当者に大き溶影

響を与えたとは思えないがシエラ･ネバダのまとめの

1つである脇乏帥鮒ほか(1963)の報告はかなり幅広

く浸透したようである(篤13図宕).この分類では看英

量は10と50%長着比は3665%など岩有名ではトロ

ニエム岩に代って石英閃緑岩やトナｰル岩祖ど一般に

親し塞れたものが多く一般うげしそうな要素が多い.

�

桁

拠花

開

隷簡獄モ〃二号

岩閑1ア舳勧花陶岩

｢

ナ緑アラスカイト

山､'岩

石

�

ウペ

ムル

長ト

石長

石

④ツレ彩ンブリア嬰の逝くで繊醐砧蔓鴬笠し液堆瀬幾

コロラド･スプリング毒こ近い碗納鰍⑰董幽罎Go細公園

103565Batemanet型1(1963〕

ホｰフィリｰカツバｰ鉱床の記載を読む場合に以上

の花陶岩の分類法の変化を知っておく必要がある,合

衆国西部では以上のほかコロラド鉱山大学紀要の分類法

がよく用いられるし個冷の大学の講義録が持ち出され

ることもある.また火山岩の名称は花陶岩の分類の

変化をそのまま追従して名付けられていない点も理解し

ておく必要がある.

最近の分類法の変化は端的にいっていわゆる普通

の黒雲母花陶岩を黒雲母アダメロ岩ば変えたといえる.

角閃石≒黒雲母の岩石はやはり閃雲花陶閃緑岩である吉

両者の申聞的匁おもに小さた岩体についてはやや複

雑な影響があらわれた.

A狛鵬nit鷺と9uartzmn芝㎝iteとは同義語である淋

合衆国のとくに西部では後者のみ秘用いられ前者は

不人気で用いられ扱い.私たちには看英モンゾニ岩

は石英量が!0%前後のモンゾニ岩とうげとれる.わか

国の東北地方てがって石英モンゾニ岩と呼ばれた岩石の

化学組成を検討するとその多くはS至O妻あるいは石英

⑯サン1津アン鎧顯の鐙鍬鰯鎗籔鉛鉱床地機榊祥心蝿酋い繰鉱象の町鰍榊嚇｡登�
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斜

長

石

打拠

第14図

鉱床に関係する貫入岩類

のノルム斜長石正長石雛

と石英

�

､耐

宝島峨望^鮒

島弗暑^

よ蕊

lO而]1りllぺ一

2q皿口引･'一1=u一'

2パ皿ゾ･ゼ･､バ･1地膝

量日1op

3'OP沖二･･lll11聾,

4ωゾ㌧･ソニ･㌔

5曲･けr-

6q回

6^1c山

7o而丁モレシシ1

⑩円.'骨.^1山

㌵�

に乏しい｡貝本で人気のあるアダメ漬岩は英連邦系の

人はよりよく用いられている.

⑥奇形を爺すサい赤アン盆地の堆積岩類｡狐雛蘭方

�

イ1

アリゾナ州のこれら貫入岩類が石英の多い一般の造

山帯の花開岩類と同様な領域に分布する事実に対し北

方のエリｰ(貝ビン'ソン)の諾岩石は石英に乏しい領域

におちる.しかし長石比はアリゾナ州のものと大差

ない.一般に鉱床に関係ある貫入岩類はカリ長石量

のほぼ2倍の斜長石を含む岩質を有するとみることがで

きる.火成岩の化学組成を端的に表わししかもマグ

マ分化の度合が示されれば岩質の表現が楽である.

そのような指数で花開岩に用いられるものにSiO｡%

1/3Si02+K20一(CaO+M190+K20)(ラｰセン指数

L鉗s鋤1938ジ/3SiO望十K琶O一(MgO+FeO)(改良ラｰ

セン指数Nockolds&杣en,1953)などのごとく化

学分析値で示すものやノノレム鉱物のab+0r+qz+ne+

lc壮s(分化指数D.I,Thor斌0D&Tuttleユ960)がある.

上記のホｰフィリｰカッパｰ鉱床に関係する貫入岩類

のDエ値は70～87平均79である山これはD伽

(1914)の花陶岩の平均値(Dレ8⑪)や日本のSiO裏65

%以上の平均値(Dレ81,H漱破iほかユ9δO)などに近

い値である.参考までに同様狂貫入岩でMo鉱床を

伴うクェスタ地域のD工値は93～97であ!)マグマの分

化がはるかに進んでいる.

Str呈1増h蔓孤(工966)によると鉱床に関係する貫入岩

の斜長石の組成はand跳i鵬よりも曹長石よりである.

カリ長石は正長石一族で微斜長石は少数のより完晶質

の岩体で認められるにすぎない,

鶏2表マイアミ燭辺徽大岩のカリ疑石総成

一

㎞舳搬牌㌶算㍑

批難姦ポκ,llギllll

⑫サいホアン田地の凶嶺部蝸2字義号11胸�
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Kue11mer(1960)はマイアミ･イスピレｰ

シ嚢ン鉱床付近で貫入岩のカリ長石の組成

を(刎)のビｰクを用いてX線的に検討し第

箆表の結果を走た.

一般にカリ長石中のO･分予は変質帯申で

高い.また選鉱岩と考えられているsci剣晦

花崩岩とその末期相Oτの量はL瞭G泌h

石英モンゾニ岩のものより全体として低

い･予備的な加熱実験によると鉱床幣中

のペルト長着(x線的サイズの)は鉱床地域

外のものより容釧こ混和しはじめよ1)完全

に均質となりやすい.

以上の結果からは岩体の形成条件により

個宵のカジ長石の組成があってそれはより

低澄の熱水変質作用でOr分の多い組成に移

行篶たことか明白である｡

鶏3爽ボｰ九け一勲ツバｰ鉱庶に関係する蔵入碧の年代

サン夢･リ券

サブ攻一ド

ど則ゴ㎞

1･ムストン

ミッションｰ

ビ平

ぷ㍍江鍬1

サン｡念アシ鎧糠

幣然翁榊溜微…

同褒鯛1

J･畑跳1花鵜い鰍遜1)

1脳1

｢

匸�琩

椀

�

GSA学義

�倮����

��琩

��敲�

53犬蝋Bt)

δ3令呈駅跳)

サク管衰ソト瀞糠(鉱康寧管)粥淳繋ン鉱幻Pb洲7/Pb206,85～n塞遂整童獲夏952)

�

貫入流紋猪

Se脇搬脇花鮒臓砦

花陶閑綴磐

石英そン1た藪岩(弱

鉱化)

lLostGu工&石英モン

マイアミ地域iジニ岩

1S･h･1腕梯緒

レｰレイGr帥iteMtn斑岩

イj･斑崇

ぽ竈㌶㌫㌫二㌶簑劉111二楓簑簑塔

的には求めに/へ近年同位体による年1スｰ二一緒鱗

代沈11㌶鴛㌶㍍州の夕二合㌧

㌶簑鶯㌶鷺たこれア∴1好リ榊

㌶{㌫萬膿鴛7二｢1;∵㌦

鰍獣)

猟銃)

鰍跳)

��琩

��琩

δ8(Bt)

駅概)

��琩

68(B童)

6蔓黄

～

�

60(翫)

1蝸鴎制

56～70

鳩し)!

甲

45(Pb破)

37(Pbα)

?o±エ帆船)

���琩

サスにおける会合(GeochroΩolo駆apP11edロビンソン

姉破eS)では多数の測定値が発表されそ(工卜)

の中には論文として目〕制されたものもある

(N復｡工)owe11&Kulp1967).Sr籾〕金主血ヒの

問題に関連してMoorb餐thほか(1967二)も

着平の年代を公表している.

以上の年代測定には同一試料を異か1･た核種につい

て検討されたものがなく測定機関によってはさらに検

討を要する値が含まれている.しかしC蝸s町&

Kistlerがアリゾナ州の鉱床に与えた値はほぼ確からし

リバティピット姑株ほか3姑体の6

個の平均

リバティ,エマの変欝鵠2綱辞)平均

ユ09±ユ､5(Hb5ケ,Bt1ケ)

ユエ｡±3(欲)

単破は至⑪⑪万年指定がない擦合は笈^Ar艦1こよる.Pb螢法の場合はつねにジルコンを艇踊

☆Cr㈱艶y(1967)によるも1ζ)金絡の可能性あるも言手細不明

古い岩石から捕獲されたジル鷺劫窒分析試料に混在衣る

結果と考えた｡

第3表のうちサンタ･リタとサフォｰド鉱床の分析

試料はすべて鉱化作用に関係する.ビスビｰ(ワｰレ

ン)のサクラメント岩株は広域的にはトムストンの貫入

流紋岩に岩質その他から対比できる.6300万年の値は

ワｰレン鉱床の閃ウラン鉱のPb20ア/pb20竈の値より正し

いであろう.Schie冊e晦花鰯閃緑岩はトムストン地

域の講穣の鉱床をもたらしたと考えられている古トム

ストンミッジ葡ンｰビヴ蝉イァミの3地域を通むで

ホｰフィリｰかシバｰ鉱床をもたらした&思われる小貫

入砦はほぼ同時期だが規模の大きい貫入岩よりもや帝

著い億を示している｡

以付近恋⑭撒泌泌繍既婚はおぞちく以鉱床

を愁施蔭泌施｡クジ渓マ猟では石英閃緑斑岩淡看灰

岩に接淡る看灰緒串に交代鉱床が存在ず蕃から芯の斑�
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冠SO日b㈹醐石灰岩

デホシ記繍里{m石灰岩

～,71jア紀』1

新丁1･oy王j…渚(含Abri巴｡)

期

レ

ヵ諾泡玄武岩

手腕sco1石灰岩

り

アDri叩i皿gSpring王圭岩

紀

蛙

1戸1二111111牟11111111111

第王5関レイ地域の層序Meセ&Rose(1966)原図

岩か選鉱岩であろう.カツバｰ･クリｰクの花闇閃緑

岩はいくつもの角礫パイプの母岩である.

サン･マニュエルの花崩閃緑斑岩はおそらく鉱山側で

石英モンゾ貫斑岩と呼んでいるものでこれは選鉱砦と

思われる.シルバｰ･ベルのCatMtR流紋岩は鉱床

をもたらした興人岩の活動より早期の火山岩である.

アホで鉱床をもたらしたと思われるコルネリア石英モン

ゾニ岩の値では古い方の酌α値を用いるようぽ分析

岩が指摘している(Arthurほか王967).

以上のアリゾナ州の諾鉱床における値は前述のC撒･

sey&醐蓄tler(1962)の値やMau騨rほか(1967)が

Basin&Range地方のララマイド期貫入岩1こ与史た一

般的な値63±7.5(S.D.)x106年を大きくはずれたい.

しかし地域的に遠くはなれるユタ州のビンガム鉱床の

値は以上の値よりやや若くロビンソン鉱床地帯(エリ

ｰ)は103～115×106年でやや古い値を示している､

今年のEconomicGe0]昭y1号には前述の地質学会

1籔ト

也災

石細Od0工瀞沢出

映

0,一70

紀

デM鮒棚ほ1順

ポ裕沃湯

紀!?5

一

L011φo"ow

看灰岩330

coro08do珪岩

i不悔合i

ご十}一

プ』カンブリア岬^一

雌

緑

巻

第16図そレンシイ1ビット付近の地質Mo◎lick&D鮒ek(ユ嚇)原図

における講演がさらに公表された(Lv1㎎st㎝ほか脳

8).この総括は筆者の第3表よりもより完全であるが

概括的には大差ない､ただアリゾナ州の密集地帯か

ら北酉方にややはずれるバグダｰドとミネラル･バｰク

の分析値は7!～72×1び年を示しここでも黒衣った地

域の貫入岩と鉱床とは異なった時期ぽ形成された傾向

があらわれている.

貫入岩と変質帯の固結時期のずれについて晦Dひ

well&Kuipはロビンソン鉱床の測定結果から変質

帯は貫入岩の固結後ほとんどそれに引続いて(工⑪0～200

万年単位の差)形成されたと考えた,Cre鵬y(!967)

はカッパｰ･シティｰズ鉱床で母岩のL械Gui曲者

英モンゾニ岩が64×106隼を熱水性黒雲母が63X王06

年を示したことから雨音は非常に近い時期に形成され

たと推察した.しかし同時にサン･マニュエル鉱床に

⑧スバ皿ツシュ･ビｰク(遂茱脇醐)から放射状1こひ幼嶋岩脈篤望紀初期こ貫入

線脈ダ

コ帽ラド州商部ルｰトi60より撮影�
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おけるPbα法の値(97～130x互06年)と熱水性黒雲撮

のK-Ar法の値(65呈69×10餐年)との間の大きな差も

指摘している.Arth岨ほか(翌968)熔よるサブ放一

ド鉱床の例ではロｰン1スタｰ石英閃緑岩(58Xエ06年

K-Ar法)と変質絹雲母(53×106年K-Ar法)との

剛こは大きな差は認められない.

被質入砦の種類

貫入岩類は既述のように各種の構造的要素に支配さ

れてより古い磐石に貫入している.この被貫入岩の

種類はプレカンフリア紀～中生代末期の火成岩変成岩

堆積岩在とであるが基盤をなすプレカンブリア界と古

～中生代の堆積岩類とに大別することカ董できる｡黒タ

やネバダ州では吉生代以降の堆積作用か著しかったから

ビンカムロビンソンイエリントンなどでは基盤が知

られてい粗い.

これに対してアリゾナ州南東部ではプレカンブリア

界か直接に貫入をうけることが多い曲篤3図のカッパ

ｰ･シティｰズインスピレｰション扱ど第6図のバ

クダｰド第8図のサン･マニュ皿ルほかにミネラル

･パｰクテイ顯一ンなどはその例である､これらの

プレカンブリア界はバイナル結晶片岩や片状花陶岩など

の比較的単純な組み合わせから一般に構成されているが

レイでは下部層のバイナノk片岩を各種の岩石からなる

上部層カ婁不整合に為おいプレカンブリア界のLithol㎎y

は複雑となる(第!5図)｡

このレイとモレンシイ(第工6図)では貫入岩は古生

代の堆積岩類にも貫入するがこれらの堆積岩類は基盤

の上ぼ薄く乗っているにすぎない｡アホ付近では白亜

紀火山岩類が(第2報N〇一63,P.7)貫入をうけるが

繁遂義搬翼大岩の種類を鉱床の母岩

地方と鉱康祭被買入猪の艦類

鉱床の母岩
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近くにはプレカンブリア界カミ露出している.シルバｰ

･ベルでも同様であって鉱床と変質帯とは古生代と白

亜紀の堆積岩類の聞に大局的に分布しているかその両

側にはプレカンブリア紀の花陶岩類か露出している(第

17図).ピマｰミッジ嚢ン～エスペランザ地域でも鉱

床から数k肌の所にはプレカンブリア紀の花筒岩カミ存在

しその地質環境は基本的にはビスビｰ鉱床付近の環境

と同様である(第5図).

以上のようにアリゾナ州南東部

第17図

シルバｰ帯ペル鉱床周迦の地質図Ridlard&Con愉三ght(1966)原鰯�


