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カム畢ヤ響力の地質に闘ずる薪データと鉱床賦存の．晃灘し庫
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の上では「第四紀の安山岩および玄武岩」あるいはいくらかましな場合でもド第四紀および新第

．三紀未区分火山岩類」として表現されているため，新第三紀火山活動に関連した水銀その他の鉱

床の探鉱が著しく阻害されている。

　3．・新第三紀の二次的珪質岩帯

　この地帯には凝灰岩・凝灰角礫岩兜熔岩流などの互層からなる第三紀と第四紀の火山岩層が分

布している。第三紀層は断裂にそって分布する花嵩閃緑岩・閃緑岩・閃緑粉岩などの小岩体の貫、

入をうけている。第三紀の噴出岩も逆入岩類もともに鮮新世後期のガスー熱水性作用によって著

しく変質している。変質岩中には，カオリナイト質・絹雲母質・朋馨石質・明砦石一ズニアイ．ト

質・ダイアスポア質・硫黄質などの各種の二次的珪質岩が卓越している。

　変質岩地域では多数の辰砂の濃集ハローが明らかにされており，ある地域（アナブガイ川上流

域のチェムプル山付近＞では辰砂「鉱床」が坑道掘さくによって発見されている。鉱床を支配す

る主要な構造は北北東方向の深部断裂で，これから8～14kmの延長を有する比較的小型の断

裂系が羽毛状に派生している。これらの断裂によって変質帯の一般走向が規定されている。この

ような変質帯のそれぞれの範囲内に3方向の裂か系が存在し，さらにそれらの裂か系と関連して

それぞれ厚さ約数10m，延長！～1．5kmに及ぶ個々の二次的珪質岩体が存在する。熱水変質

帯の中には非常にはっきりした水平的分帯が認められ，変質帯の中心からその周辺に向かって次

のようなタイプの変質岩が1連続的に交代する。すなわち，1）珪岩（monoquartzite）またはほ

とんど石英のみからなる岩石，2）カオリナイート化した（ディッカイト質）岩石，3）絹雲母化

作用および黄鉄鉱化作用をうけた岩石，4）プロピライト化した岩石。

　チエムプル（Chempur）山付近の区域にみられる変質岩中の代表的な鉱石鉱物には辰砂・鶏冠

石・輝安鉱・黄鉄鉱などがある。’閃亜鉛鉱・方鉛鉱などの鉱染のみられる珪化した岩石の破片が

発見されていることからみて，これらの鉱石鉱物もこの地域の変質岩中に含まれているものと考

Pえられる。二次性鉱物（supergenic　mineral）どして雄黄や水鉛賭などがみられる。辰砂の鉱化

作用は二次的珪質岩に対し七は重複的（superposition）な関係にあり，主として珪岩（mono－

quartzite）とディヅカイトとg接触部に鉱染鉱床をなして偏在し，時には網状の細裂かにそって

珪質岩中に分布している。ところによっては，辰砂が小さな水晶状の石英粒とともに石英中の小

さな空隙をみたしていることがある。辰砂の沈殿作用はアルカリ性溶液の作用によって生じ，そ

れ1；伴なってディッカイトの周縁に鱗片状の絹雲母が生じた。

　水銀鉱物の重複的性格［superposed　character］に関連して，変質岩中の辰砂の全般的な分布

状態は非常に不均質である。富鉱部は厚さ10～15cmのレンズをなし，，すぐに尖滅する。鉱体

の膨脹部でも5～8mの厚さをもつものはまれで，その延長も変質帯の走向にそって数10mの

範囲！こかぎられている・しかしながら，これらの変質帯全域にわたって，その将来性について全

般的な評価を下すにはまだ時期尚早の感がある。というのは，この変質帯地域の95％以上がま

・だ調査されていないからである。これらの変質帯は膨大な距離にわたるため，その延長部の各区

域では地質構造・母岩の組成・風化帯の深さg「鉱床」の性格などに関する地質条件が異なって

いるものと考えられる。また，この変質帯中に未凝固の火山砕屑岩が存在するため，層状鉱床の

形成が促がされたに違いない。

　新第三紀の二次的珪質岩帯はほとんど到る所で水銀・アンチモニー・砒素などの「鉱床」のほ

か，重晶石の濃集ハローや水飾資料中の金鉱示徴によって特徴づけられているチエムピーリン

（Chempurin）地域で方鉛鉱・閃亜鉛鉱を含む転石が発見されているうえに，ゴルヴオフスキィ

（M．B．Golubovckii）がキルガニタ（Kirganik）川上流で方鉛鉱・閃亜鉛鉱・黄銅鉱・黄鉄鉱な

どの鉱染を含む厚い変質帯を発見していることから，この変質帯め中に多種金属鉱床が発見され

る可能性がある。新第三紀の二次的珪質岩帯は，この二次的珪質岩に伴なう多様な非金属原料

（硫黄・明砦石・カオリナイト1葉蝋石・コランダム・ダイアスポアその他の豊富なアルミナ原

料）に対しても興味ぶかいものがある。

　新第三紀の二次的珪質帯においては乳火山岩層の層序を明らかにすることが，地質学的研究の
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