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地質調査所粥報

　　　　　　　　　蟻．　懇　　鍵

　弟ハ〆タ？地域瓢おいて，熱水性磁禿鉱の産出ギ、紅かな

り多く灘疹れるよう観なつたとはい〆ぐも，まだその数

は限られてい蒸）。翼在までに癩られている産地の概要を

第芝表に蓑記した．

　一方赤鉄鉱の産脚騨縮、キ鱗穿遍的であるため，そ〆）産

地を網羅して紫すこ煮はできないが，特に多量観産出す

樵鉱床および本報轡で取り扱つた鉱床鎖ついぐ，その概

略を第鷺表瓢示した．

　これ爵の磁鉄鉱・赤鋏鉱を藪1二げ恐、鉱床購梱二は，い

オ蜘》銅・緑泥石型の鋤鎌轍馨／鵡もの力多く，特に赤

鉄鉱を桝纏逐型のもの紅署し　，廉たあとで述べるよ

うに，磁鉄鉱を産出する鉱床の申には，鉛畷磁鉱と菱

一蹴ノガン鉱が複合した型のものが多く，署し、い峯1徴とな

つている⇔

（笛繍巻第8謬）

する。もちろん，今後鉱聡に関する観察・研究が逢ん

で，さらに多くの共生関係が舞穆れるようになれば，下

鵜の分類を補足し，あるい濾細分化する必婆が生ずる可

能性を有するものであることは論を求たない，，

（i）

鋤

謝

㈲

纈

磁鉄鉱一一菱鉄鉱漏黄鉄鉱一緑泥石一一磁硫鉄鉱一一黄

黄鋼鉱一一翼、鉄鉱一一磁鉄鉱一一菱鉄鉱？

1欝英一一磁繊ζ一黄鉄鉱一線泥石

贋英一磁鉄鉱一一赤鉄鉱一黄鉄鉱一一緑泥署一一菱鉄鉱

一一針鉄鉱

石英一一赤鉄鉱一一緑泥際一黄鉄賦一菱鉄鉱一針鉄鉱

　これらの各獲轍おける鉱物の順序は，それぞれの典型

駒なものにおける相対量の順序紅濠ぽ・一歎し，多いも覗）

がf）少いもび）へ列認した。感た各項の末尾の方に記した

茎，2‘趨翻誤実際1ごは認められない場合もある。憲た
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中新統の緑臨凝灰綴輝1講．黒色頁署娼　こ津疲）を貫く変朽安

オ浮なる。鉱床は主龍して珪質黒色頁岩中の婁覇鉱詠，鉛・糠

溌薦賊奉鉄鉱難ゲ導ナルゼ｝鉱を産出する鼎

申懇統中～㎜軽、ilの凝灰岩・頁轡およびこれらを貫く安山岩・

串新統中一下都の砂署・翼岩・礫辮・凝灰岩・変朽1熱孟賭お

等からなる。これらの中の銅鉱練甲鷺呂鉱床群あり，この中に

る（二隷碧孝）．

中新統中部麟むこ嘱すると悪われる黒色頁1・緑色凝灰媛と，

嬬新統中の銅鉱豚。

嬬噺纐『1一下部疏）撃絶凝郷鞭緊掲これ篭f駕流紋罰沸

中新統中一下部の、、糞色頁暑襖，蘇色凝灰角礫岩からな参，鉱床

串新統薮）翻静翼、器・緑色凝灰、ぎ1および蜘、乱昭類か跨）欺る窃

謬．典生関係によ嶺分類

　熱水性酸化鉄鉱物嫁，そ鐙億の鉱物，特に鉄を主成分

として含掌・醜化物，炭酸塩および珪酸塩鉱物等と密接に

縮伴なつて産出すぞ）ものであり，　～　　　　これ1）の

鉱物組禽せに基づいて，それ　を分類すること灘鑓き

ぞ　このような分類は酸化鉄鉱物の産状紅も鷹接の関係

を有するもので蕊　藷で，これ轍基づく分類結果をう産

状の詳細を述べ獄、、。驚立ち，まずここに列瀧1薦捻とに

㈱においては，石英・赤鉄鉱および緑溌石の量的順序

は，変化しうるものであ導．

　　　　　　　　　墨．　灘　　状

　グ渠確フ地域の金属靱、床に産出する熱水性酸化鉄鉱

物の産状を，前魏の鉱物組禽せの別に従つて，順次述べ

　踏　ヌ弓野講一螺“）㎏一運・．」　鷲）貸

　塵．護　磁鉄鉱一～菱鉄鉱一黄鉄鉱一緑灘灘…磁硫鉄鉱一

　　　黄銅鉱
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グリγタフ地域におけ鵜熱水性酸化鉄賦物の騰状につい《！大粥秀豪・原雛久光〉

　樵の鉱物組合蠕を持つた鉱石は，いまのとこ鍬偶，墨，秋

1灘県嘉撤又雌融よo暮一灘，又蕪範群、1紅』舞いてグ，き謎典撫遷ら離ノているゑ㍉

グリン汐ア地域以外では，兵羅県明延鉱1類凱おいぐも．

この灘奪の鉱履蔵を産出一引葛ようであ鴇（Y，s黛kl篇慈黛嵐警葬鱒。

立又および明又鉱山観おいては，黄鉄鉱塵董錨鉱禽閃亜

鉛鉱・方鉛鉱・磁硫鉄鉱からな替，まれ紅はキ藷一バ鉱

・ノくレジー鋸式齢輝1蒼郵1鉱融餐華難鑓鉱を・含み，ま六．

に嘩匙難鑛㌻な傑欝墾』舞嚢鍼ζ羨慧黄骸羅葦力繕、翼めらオむてい葛｛流嚢欝勿主

要鍬、化期の硫化鉱石（竹内常彦・慧木浅彦，欝騨慰欝騨

瞬関横黄潔、・大津秀夫・郷原範造・吉購善亮，！懸？）

中に，径数鷺縢～数m“．）竪外観上は均質鱗緻密な1〆ン

ズ状または不規則形の，繕色鉱塊が騰繊す恐』C黒総鉱

塊は著しい磁性を有し，磁鉄鉱のみンう三なるような外観

を一呈するものであるが雪鏡下で観察すれぱ，』常醐勢量の

鱈失鉱議）を混え，しばしば少量の黄鉄鉱・緑泥濯錘磁

　立又譲、，。｝こび明．ヌ．鉱i、鉦i産磁釦鉱のうち象こ、種翻黙喋勢齪気

秀驚せを聾歎すもの1、よ艶主としで繊藩難状鍔）形虞隷を有する、燃で

ぎわめて臨餐薫醜で凝）養、ただし、、昏、戦爾／峯蝶たはそれ／篶塞簸

い粒状蒙一　　　　　｝，少．翫ながら認められ護　、！．く色鉱

竃の楼携瓢難罫で魏聾捗慧状1の菱繋繁霧、慰塾纂雄三として，その嬬瞬蔦

繊維状の磁鉄鉱ズ紅状続密、欝合している（図版葱）。黒

色鉱、中観早期1鐵の硫化鉱物（黄鉄鉱鯉磁硫鉄鉱・黄鋼

鰍、、勃が掌有さ牽　　善禽には，これ1の硫化鉱物を取り

巻いて，ま摩菱壷失鉱のみが護も出u，≧欠い一、罰繊辮鋤焚磁、1鎧ξ鉱

および菱鉄鉱の密擦な共生体が生成してい署，これに反

し　黒色叢塊の講辺部では，．鷺鉄鉱は樵の繊維状磁鉄鉱

を交代気、、，明瞭な繊維状またを、ゑ短』珊状の外形を有す燈微

小結晶の欝藁禽・とな零1｝“灘版慧）、こ濤黒らの欝爽からみて葵

獄隻失鉱は隷溝牽驚）1犬磁戴艶菰とほ馨貰司時に離1出し／たものであ鳥

が婁その藤1静麟厳鮮蕎鉱の羅…1鯖よ参終》や早鐘『轍塁台憲り筆や
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流謙1岩か転蹴欝　鉱床は鳳れンを欝1く鋭鉱1泳、、

よびこれ鞍に滋、入した糧粒烹裁器・花1、翻欝緑岩

垂鋭・緑渓三薦・懸鉄鉱嚢電の鎌石を騰鼻勤るものがあ

これむを欝1く流紋　・畢花1覇爾1緑塾1辮か難嶽る．

な拳夢鉱！娠は算　これ暮の中の婁鴎蕪躰、，

はこれ賑の中融鋼鉱li永、，蘇三繊鉱建1鱒支鎖雛

鄭・1鱒膿葱鉛鉱・ソび鈴鉱・磯離　獣離蒙避終瀞緑泥暇

濃戴銅鋭蓑傷灘　　賦魯驚i叢羅瓢麟閃璽蚤
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叢銅鉱簿　　喪鉱麟閃欝叢1｝鉱趣方蕃　烈響赤鉄鉱簿石三英鞭緑混石

凱れむ融中の蕪疑麟葺il鉱ll鍬、、 欝鷺蕪綜瓢警警　ヌ鋸1麟隊／罵馨羅鎌鷲醗フぎ郵套鐵；醗籟羅蒙鴬鉱購濤然鎌藁鵬溝譲交

蕪ζ黙菱禽央鍵こ瀞1石凝i頼緑妻薮石

硫鉄鉱・養～斑醜ζ．まれには隊撫舞鉱を含むものであ≧鵜

この種の黒色鉱塊は時観は濃集して多量に産出し酵特／こ

立又鉱i撮こおい［（は，稼行の対象ξして考慮さオ，

された、とがあ嶺（竹繊英夫多欝灘）．

注薫）光学麟雛，蟹およ騨分離濃1欝桑試料の粉末x線戴．敵、蓬

　　験の結畢かむ購定さ離ノ捻もので多　これ海の結渠およ

　　び弱酸溶繊物蓉部分ゲ》析の結果からき　£滋幽触熟概！

　　等の陽ぜ零ン嘘非常慰少惣く，純粋癒蟹鰯くX熟にき雄

　　い簸！菜癒禽するものと書1乗醸激れる、，

や晩1響　翌で及んノご1も、疏撫璽．　瀦！、喬、、この、鵜うな嬢、色

鉱塊の外縁は，憲らに緑泥欝，膠状沈殿緩織を有す蔦微

粒黄鉄鉱・閃亜鉛鉱を経て，輪鉱状／，藤懇形成しな溺ら

灘難甕鉱・蝕鰭流1鉄鎌“醇。導／鉱を熟撫すぞ礒鋸転劔こ贋1こ移昇転す

恐鰺含がある　（図版欝）、、

　総々の磁鉄鉱繊維状微小糸、、縄は緻密な場合オ勢い魁

時観夢意長賛越父警短舷賦状　たは粒）機の超鰐怠離旛蠣．，（才繋㌔，輸で

　　　　　　≦縮体嚇講祉して繊維状を無鐘〉ものであ

膿鉱とがある　（麟版魂），

鍮一縷馨譲）
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蘇織戴羅，欝34穀、　！影，　！熱矯（擁捲’慈漆　1嚢鵜ζ，　1！騰婆欝擁，　…晒

方，潤鉄鉱が細長ヤ．・き鮭状緕響1とし、．て1初生的に生／窒職したと

霊繕．就L）l　t奪蜜醗襲知られていξ、毒1籔の晶癖i漆沸）簾ぐか

　　　　　　　　筆翻＞の謙、施．隷／、ば，．i“轟》　の

内藩獣　t，針鮮ξ，、1榮鉱物空竃規則、じン撫　爆穿が熱靴｝　（臨1

版欝），また大獅鶉1ほ雛晩期石英申瓢針）機磁鉄鉱嘉産

状瞳形態を全講Rくす駆麟、1腰ノ1）良い慧騨　漁轟

針擁焦緕贔が建ll出してい讐，（図版賂）臼こ薄鮎らの、強か爵

　　　　　　身’くとゴ　　　瓢，薫雛1簿騨講臓め溝箋い針

饗瓢の針ツ煽、二晶紅薩麟籍寸鵜撫ラ暫．鴻たマ按が妥当のよう｝こ蚤

　撫、壌嫁わ’題撃劃纏紹滋鐙ξ鉱の少！こくとも 一礁繋ま，金瞬犬

，鱗タ、，浮i刃盤三舞暴櫨ら藤菰誘妾，またサ、，二そオ媛う講莞嘩くして、無ごノこ

。時聚赤鉛ξ鐙去か1変イヒして煮二講父1〆ゾ1ものであろう、壕繋難　掌

夫懸斎藤愚之（欝薦）もまた，　薦　山鐙おいて，針状

磁澄諦贈撫共1』蕎ガく麺1鉄孤の存譲三を1讐ぞ糞して『いる、

　針状1まノ凛、1；板状磁鉄鉱範1震，中心部瓢赤鉄譲賦を職存し〆

　　　　　飛勢・（餐繊場気璽．宥、　／、、ズ》し，べひ1し，！二l／葱就肇纏等

心部　籔喪鉱が存養三し竪縄辺や洗1端紅藩≒譲責　　　　ンれ

　　ぎ合」、しば七ば　』鼻（麟版綿）、　／　鴛ついては摯赤

言観雛）　・光罫的に／、冬、l／搬粧義嚢　　　　　　　　　　　　｝内

　　羅欝翼編　 貢び．1鷹凝窪驚馨、，説！卸褐盤．鳶難募今

　　／ノ・、

　　針盛’協奨乱鱒ラi黒漆才1，た、

鷺レ…侮8§）



雄1調査轡題，縫（第級巻第8勃
叢歯鐘1の内矧シ》，㌧葎賊影餐鐘．1イ穏越逢叢こノ、）たご記擢え払れ．ゾここ、とも

あ誉）が，筆騰らの襯察鐙結鰐うろは，罪。雇。魚1照（魏虜

が摺．難た．／⇒に，一燈磁鉄鉱化した針状域、t板状結

嘉　墾多伊怒たた覧罫タト但彰ケ己ら葦糞叢宍、鉱萱妓．たと渥蓼．えるブアが疲i一当

ぴ）、美う㌧である、、

　劃・）機糞絃豊突鐘1観は勢また，携離繋鐘ば）難い嬬劃・鑑糞駄‘二講三1き鷺

に霧鱗駿して遽灘灘1の　こ；携ゆ薪鼎熱，成漆鷺ま穿1灘き響で羅）・）た、二

く拙をラ糞雪瓢、柔うな嚢勢含渉豊ある　（鷹i／籔茎9〉、、

　一一ノy，餐越犬窯た綜鷺柔融三）撫／滋叢蒙鉱は鼻明らか！び瀦生霧勺な、

もので，　この、、kうな端簿盤“灘謬ξ鎌．1が懸津残壌｛蕎艦謎致7）瀬鋪訣銀二

は概しで／滋餅ξ鉱イ紅して㌔・ぞ　（麟／膜懲）．

　針状初1鑑結晶は磁鉄鉱痴、、綜赤餓　《変わるほかに，

獣讐こ鰭嫁選鉄鋤1シ　まン糞．賦　夏甲憂豊失鎌貰と推葦驚ぶれ、罫1炎灘旗i　幡磨

に菟，変化する、また黄鉄鉱が廉鋏藪譲たは霊1鉄鉱透餐代

するli響瓢，馨麹雛鎌1に審誉する濠朧灘ゐ　、力彗灘1蟹ξ鋭弐鷺ンする鵜と

爵凱ある　（図1販灘））。　’1　輻乞｛ヒ鉱1彰潔）緯菰i痔轍潜け1．）峯流

が1分博凱、凱そ）叢業元｛乍升／靴夢繁一ヌもめと考辱えられ、　　…一フy貧劃｛

状の磁鉄鉱や赤鉄鉱が羅鉄鉱磯銅鉱酒閃亜漸菰養等の硫

イ捻鉱奪勿を交イ艇毛ノている凝謬含も癬る（図販瓢），

　鑑の灘i　l滋塁繋鐘1お、よび満慈鉄≦菰力鞍厳癌繍褻鎌1と縫鐸饗共鷺塗す

る例はまだ塾兇きれ、て告》・ないが，　これらの藝駿イ捻鉄鉱物よ

り早期の硫化物主1要煮化期におげ恐生成物／こは，し，、鍵

熱難滋藩駕i失菰爵象欝篇《）費）鐙しご㌔　　，

　この種の磁鉄鉱の鉱物学的性蜘，．，それが券鉄鉱また

は癬縫失鎗1と茎魚）にも藍密藩饗にチ辱、動しているため撃務瀧分鞍

は明らかではない、、しかしう鷲学爵摯性灘ぞ．舞、裏び壕簿末x藻譲翻

折実験の結疑から1。よ，普還　磁鉄鉱慕，鎚一致す櫓の

である、， 一方，赤鉄鉱ほ，接触鉱床礎火成岩中のものと

蓄穏鮫して，カより／支毒鐸懸がイ紙いとい・1郭、藁　」　てい、5。

　以」二の’、うン、茎籍1漿〆許ぢみ℃，蛮鴇失鍵選論溝瀕紗ξ鎌諺）釜／・辱幾寮

た嫁壕茂）鞭著麓熱麟ぎ晶07）盤講檎，それらφ蕪絃叢、鉱または醸薙獣

への変化，および初生磁鐸鉱り生成を肇　　…転化鉄鉱物形

威1（乃琴遼々堆礪は，そ芽賑ぞれ至黛くll寺麹／を馨報こした欝、質の鉱イヒ

劉轡講に，女蕎もの』はよく聾i轡、雲轡星芝英1輪1霧鱗i触！こ茸1樋ナ　藩

干の条件変化姥墓づくものであると考え5♪れる，，

　墨．器　聡翼一灘鉄鍍一緑澱職一…黄鉄鉱一一菱鉄鉱一一

　　　　針鉄鉱

　乙の種グ）鉱物組合せは，1．・・わゆヌダリンタフ地／郷こユ存

森1瀦呪るほ煮んど㌦すノくてぴ）皿薮1蟹麟妻葵騨婁織　1払ンね難といゾニアぐ

も辞議．霧ではない嫌盤こ藷ヌ鑓熱㌻な華のである，こン拘も講、等ま

り，葎に磯お翻襲硫化ξ舶硬1化期〆あと’の謝魅れ

た彗免卿ぎ蒙英晶鐵菖蠣δ）｛琶慧篤4勿である，

　この種裟の愛織終鉱は金1ゆ機蓑たは餐麟黄結蔽1として夢主とし

て識轍．鰻濠た捻ノ1、議溌ジ蒼，と，ともに難謹出一する．凝覇賛鶉変鉄劔1捻｛墨

（），笠～響鐙灘多／享港｛）、○まノ｝辱．3mm蒋！度旺の多膏1ヲ移ヨ馨寺轍は明

爵冠、。一六麹形の板状を墨するものヤ，いわゆる鏡銑1

都いは雲母鉄翠二であ護｝（図版鎗）、，　づび，針状赤鉄鉱は一

般続板状バ　§鋭）よ！）細粒で，1疑さi猟灘増，下，幅｛擁捲灘搬

以下の微細な針状を量するものである．板状赤鉄鉱を底

闘／、灘薩豪たはそ｝拘に謎薫1い角度で鋳つた断置1（韓騨騒軌また

は概磨片）では，兇掛け上，針状を星し，も煮もと針状

である赤鉄鉱と（）区瑚麟饗灘な場禽が多い．しかし研麟

片観おいて，石等鍵中に存饗蕪する凝斐蝿幾赤鋏鎌1で捻，1研鍵，磯旧

i頻f購らめ反射により，板状の形態を識別しうる場合が

麟一プ　またもとも＿婁㌢〉決の蚤》のでは多1新灘続よつてはき

わめて小慈い、熱壕幾の切り1二書が認め1払れ、ることがある．し

かし確実に識溺する1こ嬬，やはり鉱物を取り出して平繭

上紅灘列させてみる必要がξ／　，、こ競）場合，板状の罷の

は底面鼎1二に1偏醐動鵜ため多壕授）機であることが明蓬寮垂こなろ

　（酬版窯窯）が，針）搬のものは蓮1リザセ）次である、、板壕犬のも

」）1愈分撒覧〆男綴たは鑑いに器欝行・して集・合壌圃ぞ。針｝氏のも

のは7碧孜して産1謹＝1する犠か勢脾鍍二いに〔集脅して1球難箋）徐魯霞文

射状・東状・魚卵状・ぶどう房状・被殻状等を塁する．

これ，らのほかに，全く不規則な形の券鉄鉱もまれには認

め1）れ　、鋼機療たは不規鰯形赤鉄　には，農．壌で述べ

たように，針鉄鍵の脱水によつて』生じたものがあると

考．えら；揺う馨疑漿貨壷レ釧奪鉱の茎饗蒙叢がし壌1ごし韓ご認めら才しる。

　このπ種の襟鉄ω）産状範はかなりの多様性があるが，

こ薄もらを舞費め勲．ば／概黛器以下紅衆すようになる，．

　（駕）　．多圭戴の翠鞘英・にず≧鋒なうイ）の

　　（誌）　薫f英中に1分嶺女し，　または輩求彗績状挿放勇融1黄・酵越犬

等をなし／て集禽づ鵜もグ），鋼・状または糠1状，時麺津ま針鉄

1籔（図版鷺3鞠2遮）

　　働　；難英中で，特定δ．）石英粒を縁取り，または石英の

芋波片を1滲糸瀞すぞ〉柔、のへ剣う機の蓬、φが多いく図／販25畷勧

　　（心　畢荘欝中φ編、溌翠：Fを縁糞鼠るも（ノ　針）i賢蕪たは糠『擁黄

　（獣け甑慧7）．，

　　繍　聡英中で趨微細結贔が球状に集禽し，衡こは硫

化物や蕎英を核麺毛、で魚卵状・被殻状、欝をなし，全体と

し．て跨講磯洋累こ濃ミ色の1ノン・ガ）1幾を呈で妻るもの，．叢疑幾また1，柔

際く麟墓熱ヲ影事1欝には蛮機夷鎌こ（図！顕猛8魯黛鋤ハ

　（葺）多量の緑泥石に伴な？も櫛。

　　爆）　／簸薪鑑際罫の緯）後灘舗、図こほ穿三粋墾許して1分薄女嚇4叫るも

の印4戴赴（図／販3（））、，

　　（難）　緑泥石（および塚英・）と』縞状に鐸．積し讐輪鉱を

7彰麦嚢雪再もぎ二〉蓉劃減黄憲たを劇幾1）搬（1輩1販3齢

（灘1）

　／撚）

　働

ほ黛靖鱗虫で建疑出・するもの。

糎講幾結晶の感籍・合一一一盤繋で畢鍔繊広

微細結熱が赤色粘土状に集合するもの。

ゾ、は悉赫壕犬瀞

針状ま

欝驚一繕韓慈）



ダリンダフ地域における熱水性酸化鉄鉱物の醗状瓢ぜ熟・《（大津秀夫層熱鷲久光）

　これ占．の赤鉄鉱は，ぱ）の場禽は総ちろん，儀）およ

び（灘〉の場合でも，‘必ず少量ながら石蘂を伴ない，その

石英中にぼ）の型の券鉄鉱が生成している。玄た喋認で

述べた針状および板状績晶は，上灘の礪）紅椙嶽するも

のが多い．

　緑泥石藏，純粋試料の化学分析の結果から（恥籔黛．誌一

3，〔｝M響雛。警一喋，暮A至倉，蕪一叢、嚢蓋罫が鳩，嘆一嚢．§）磯惚，絃一

慕．巷Aけ，騨一講，のo鼠○鷺）離程度の組成を有露幡もの鋤，

多少の　勲糖を含む膿徽麟鳴　聯繍o麟瞬瞭ないレ

厩蝋蕪v纏緯に相轟レ，緑泥石の中でも比較的鉄分に欝

むものと考えられる。これは中村威（欝蘇嚢）の児解と幾

く 一致するものである．

　石英申の赤鉄鉱／為晩期石英中紅奮有され，あるいは

そ治、紅接する硫化物滋要鉱化期の生成物で凌　〉黄鉄鉱・

黄銅鉱・閃亜鉛鉱等の硫化鉱物を交代する。窟た，晩期

石英晶出期に産繊した撫考えられξン微粒グ）黄鉄鉱・硫礁

銅鉱等に交代され為ことがある（図版繊）．また，晩期

石英中にあつて膠状沈殿纏織を持瓢ような謎．鉄鉱中に針

状の赤鉄鉱が認められ難こともある（図版欝）、一方，

この種の赤鉄鉱には，磁硫鉄鉱が鷹擦共生す葵ことはな

く，憲た，それより早期の硫化物主要鉱化期の生成物轍

も夢磁硫鉄鉱が発晃された例は濠とんどない．

　乙の種の赤鉄鉱の近くには，菱鉄、鵜箋蜘が針状・犬騰

状憲たは板状結照の集合として産出す嶺場合が多　．赤

鉄鉱と菱鉄鉱との間には直接の関係が認められないこ二と

もあるが，時／羅ま赤鉄鉱の晶出している付近の緑泥石の

み漆選択的に菱鉄鉱化している場脅があ1），そのほか赤

鉄、継針状結簸が菱鉄鉱化U（図版鍵），あるいは赤鉄鉱

針状結鹸内部に少量の菱鉄鉱が認められる場禽（図版欝〉

　　　　豪た石英中鞍含薮れる球状あ葛いは魚卵状菱

鉄鉱叡　　赤鉄鉱の微細な針状結贔が分散し，翻．は東

状に集禽して生成してい篭鴻撫もある（区i版細，，

　以上紅述べてきたように1この種の赤鉄鉱菰晩期石英

晶出期に聡け榛生虞物で，その産状は，同時期におけ為

酸化鉄鉱物の産状の基本となぢものである、，この時期の

晶串物／こは，以上に挙げたほか紅，溝然金笹輝銀鉱・濃

紅銀鉱・雑銀鉱等の金銀鉱物が含寮れる轍とがあり，羅

去沢鉱山（ナルミ鉱い附仁鉱山（二十四孝〉・養羽鉱山

等が著名であ嶺．しかし，晩期聡英申匿，酸化鉄鉱物と

金銀鉱物とは必ずしも常に相伴なうわけではなく，ほと

んど金くこれ髪含まない場合も少なく醸い。

濾誌）流講酌性酸舞よび癖》末x線瞬折の結渠か齢同定さ

　れたもの畷あ難が雲産地によつ《は属折率および溺

　折図形羅鷲干の変勤があ駄多少爵）成分変化がある

　　菰撫定魯れる。

　凱の種の赤鉄鉱は媛．毒で搬摘したように，普通の赤鉄

鉱姦二比較して，かな！）反痢能が低い特徴を有し，特轍針

状および不規則形のものについて著しい．この原因1こや

いては憲ず含水お・疑｝捻価鉄頃）含有の問題が想趨される

瞳）であ’，が，必ずし、もこれらの赤鉄鉱のすべてが水分や

露価鉄を含有す塁）けではなく，特に，慧，3の板状赤

鉄驚ひいて行な鷲）た分析織漿では，いずれの場禽も，

亙駕以上鵜水分および黛価鉄を検繊する菰とはできなか

つた．ごの雛とは鋸　二詳継な検討を要”る閲題であ難．

謬．　嫉環境おぶび撫威機構

　グ辞ンタ7地域麟産す讐ン熱水性酸化鉄鉱物の．熟成時期

は，その産険からみて，硫化物主要鉱化期および晩期石

英晶慮期靴，譲大別するこ撫がで静恐．前考は硫化物薫

要鉱化撫横鷹おけ凝〉馬部的まゾ1こは…時的な条件変化によ

つて，鉱液中の鉄分が，硫化物としてではなく，主とし

て酸化物および炭酸塩の形で沈殿したもので，嬬闘）場禽，

酸化物、！」しては，磁鉄鉱のみが生成瀞れてい蕎．こ蓉三・は

緯濤らの葱人轍よ！麟　酌に考察された鉱物組禽せの実

例の三つ轍糟轟し（大津秀夫，欝蘇の，熱水性条件領域

の上限またはそれを越えるような嵩温蘇雛斑ブドで形成

されたと推定され恐．この推定は実際の産状からも聯薦

するものではない、、

　…方，晩期石英瓢伴なう鰯拠鉄鉱物としては，主嘉し

て，赤鉄鉱または磁鉄鉱またはごれらぴ爾藪の壽遜夢の

燦瓜があ婆．この時期鵜生成物轍は，膠状沈殿物撫して

生成した，と考えられるものが多く，これは爵　　き

灘窯イド撫して沈殿』さら轍老化によつて織鴇化知た

ことを牽してい馨．晩期石タ晶出期において，前記のよ

うな嚢通りの酸化鉄鉱物糊のうちのいず漆椰が実際に生成

す櫛かは，生成時およびそれ轍引続く短かい期聞内なの

環境轍支灘憲れ恐と推定されるが，訟れらの中“，赤鉄

鉱および磁鉄鉱の両轡を含む姦．劇鳳繕当する鉱物組合せ

は，筆嚢らの憲人瓢よ蓼理鍮的轍考察された実例の他の

業つに絹雛す鵜もので（大津秀夫，欝鋤，かなり低楓

（浅熱水性温度領城）で形成されたと雛1定毒れる。菰の

推定も，実際の藤状および赤鉄鉱一針鉄鉱の安定関係

ぼ．餐，S麟磁，雛，，ぞ．K緑縫，呈懸§）からみて妥叢捻撫こ

〆静あろう、、こ騨）時期の他の鉱物総合鷺も，都耗と大差

のない条件の下で形成瀞れ，4黛ずかな条斡糞化，特に酸

化蔀量1瀧の程度‘若予び二＞瀬違にょり，鉱物相を異紅した

と考え脅れ恐、，

　こ・職禽‘鉱物相の変化硫は，磁鉄鉱の存護事が賦も重

　　　　非常に鞍趨綿で最も欝通に見られるような赤

鉄／）みの場禽／鷺比較して，磁鉄銭塗含む場禽は，より

驚～嚇わ
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還元性の環境紅、き），また，赤鉄鉱から磁鉄鉱への変化

〉蕃走態こ二つてレ・る驚難含博こは，イ少・なくとも一縫響蟄鰭聾こは殿薄　那

より還発性、！変・傷したと藁験えられそ、この、美うな還元轄塾

環終を作り繊した還元翔贋嚢際を知る隔とは，非常測興

味深いと嗣眞寺にまたき，振めて園灘叢な問題で饗、あそ　1蕪賑

哲夫鴬よび備藤愚之（欝§8），よ，豊羽鉱1匙擁．『、石の観察

から摯炭！駿壌、鉱彗吻婁特に1慶麺麺）．菱マソガン／鉱羅遵出ll、露こお

いて雰その時鈴鉱鞭㌶中に．・驚綴オ㌻騰過剰の鷺ガまゾ1二濾£篤義

紅｛響なう導（）窺挙　鍵露、靴㌘夢こ¢暑雛ツ鴛贈海趨きるとU，そ

（）魏にも，炭1駿、臨』鉱物の羅離1がごぜ1）還ヲ1繋こ二大い轍関与し

ているこ考えている研究灘は聾かなり多いよ物である。

たし窮こ磁鉄鉱を産出する場合には，後でも述べるよ？

に，それ以望愛竈．）時麹ぎにおけ’、箋螺ンガγ鍵1の贔出｝婆しば

しぱ識ーられ，！つび大プ躍徴おボ）てい　L、かし

筆ξ懸らぴ）舞奨察によれ韓ご豊鱒しマンガン姦張1礁晒麟繊石英・と寺ふ一一・

応不淫続的藍隔絶したその後ご）時期／胤お）艇晶1：鶴した・。

のでラしト斎ごしば謬胎　　脈瓢して生成篤　ぐ寄　り，一一方夢赤

鉄鉱から磁鉄鉱への還元は，i災期石英晶出期内獲趨こつ

たもので皇　したガ話；）て）　この選業1癒甑饗マンソブン、鉱の贔出

とは時期的に覆接轍は関係していないと考えざ騰を得な

い。晩期石英熱幾期での1癬竣塩鉱物（菱鉄鉱）の晶出も

また，必ずしも嚢鱗萎の関係〉霧するもの瓢はなく，菱鉄

鉱が特に密接紅赤鉄鉱と塊生している場合でも必ずし

もこ5）1漿驚ギ轟起こつていない（大r森・金城・羅去沢鉱霞

等）。、嚢三唾雛1）の嵐人の計算によつても，こび）場禽・平衡

状態で猿鷺Gは／一ゾ、認存在し得ない（大潟秀夫，懲慈

○）　硫化鉱物の形成，すなわ～硫黄分（蕪謁等）がこの

遷元鑑関事L．たと考えられる嚇禽（麟版20）があるが・

ミニれも炭酸塩鉱物の場禽と隅様に，常に起きるわけでは

凝、・、、以．留）よう瓢，翼在のところでは巌だ特定の物質

オ還元剤とし、て指定す《）ことはで愚ない．しいていえぱ

この還元作用は鉱液と共存する気相瞬噸）至馬の分／達三に支

瀧さ）1るたもので，この射捗〉選圭元斉躰ま，鋭馨勿として多必ず

しも狽、率夢していな㌧燕鑛糞陵、ら療・る、，

　一方，1駿イ絵鉄鉱物を含む共生鋤1物の組舎鰻ゐ緩段を通じ

て，磁鉄鉱の存否捻鉱化作用　）性．質にかなり根本約な相

違1があそ．、、二撫を示一かものの美うである、、グレンタフ難ぎ域

の金／、難鉱床のうち，硫化物主要鉱化期に磁硫鉄鉱の産出

があゼ、もグ），この時期）黄銅鉱中に閃亜鉛鉱の蟻．状骸贔

ン…あるもの，よ沁よびこの醗拶燭塁こ釜聾む魯Z慧愈（〕績藁拳の箆it蟻蟹

鵜の硫化鉱物の優勢な鉱化難畷寒があ概また晒色期石英の

さら，＿後で菱・マンガン鉱び）ll鷺出が嚢忍瀦られるもの（猶》聴

第撫喪 ．グ獅／タツ地域におけ⇔ま痔殊な金騰鉱床鍔）一覧表

歳海道

欝　森

駄　繊

11、1膨

新：潟

薫 慧 驚 w
豊　羽

稲燃7影 丁

大　江

今　金

八　糞

上　懸

今井コ蘇崎

舟

羅

太

打

太

艮

又

大　娘

　森

欝饗ミ3i　（瀬擁1、ヲ穿糟灘）

大江（浦、婆、ゴ多i嚢藏））

羅太（　橋・砂絹・大津，欝雛）

大蕩（棚り題軸篠原，翌蟹鍵）

霞瀬（榊雛多葱静蓉学）

太鐵（濁代・蒼木夢薫§暮暮）

立1父（4奪内・霧iこ木葬亙嚢導7犠〉

明又（磐内・蒼本夢ig欝も）

竜神（本報）

鵡く嚢欝』器き神状津静）

工

賢　1

難　1

欝　；

媒購二名後む（

i骸牛（趨鍵

1…

l

l
l太劇賊磯鵡繍）
1立烈納傷翫麟陶
i叡（納遭木蘭齢）i

1大1泉（嵩橋・その態搬総）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　『

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
欝熱・欝賞・喋漿・聾薫鷺藝軽鉱羅

1編硫鉄叢義を薫潔、1 い愛る蒙叢鎌

輩嚢麟轄薮瞬雪遷礎〉閥灘鉛鉱豪嚢状骸1がi認められる叢監夢糞

1灘嚢叢鉱篭葦壷1齢ぐる舞1鎌，讐雛姦の建敦拶こ）轍鎌詳鞠蕎乏・禽せ疑〉

　　　〉は爵霧．1碧の灘舞、罐掌轄、鎚ぴ警寵代を愚す“

饗竜爆す、、

欝、羽（藤、萎普斉勇蕪，欝綿）（4）

大涯　（浦、賠，鐙ε○）　　　　（？）

A金（潟畠努ig誉（1撫）　　　（農）

撫館（榊l／票》三｛轟学）　　　　（慧，鐘）

立業（鱈内畷 讐木彊蓼57識）（！，慧．4）

醗文（擁内・霧韮木肇亙9騨振）（置．2）

竜神（本報）　　　　　　（2，3）

羽前（齢木争蓋9難嚢）　　　（農？）

大泉（蕎橋シその飽撃還9謬8）（落．墨）

藻井（本報）　　　　　　（護）

選、／ii（畏沢箋！1憾叢）　　・　（農）

欝4一一（難藝8）
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　伊．謬牛鉱山ご雌例を除いて，磁硫鉄鉱や閃醗鉛鉱、1．状骸

　晶が認め翫換．ていない、，　た赤鉄鉱を多産／ノ，磁鉄鉱を

　産1出し．ない翻㌶末で，欝b嬢黛蔦鞍（気1趣酸職琶難／数腰勤恐もの

　は知られておらす番，こ‘1）場合の晩期び巌酸塩鉱物は，乃
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図版1

懸 購．
，灘

菱鉄鉱（暗灰）中の繊維状磁鉄鉱（淡灰），白：黄銅鉱，

反射，×20，立又鉱山

図版4

灘

繊維状磁鉄鉱（淡灰）の微細構造，暗灰：菱鉄鉱，反射

（油漫），×700，明又鉱山

図版2

欝瀦

鑛灘

繊維μ磁鉄鉱（M）を交代する菱鉄鉱（S）。Py：黄鎖鉱，　　　図版5

Sph：閃亜鉛鉱，Chl：緑泥石，透過，×50，立又鉱山．蚕紀

盤

繊維状および粒状磁鉄鉱の漸移関係，淡灰：磁鉄鉱，暗灰

：菱鉄鉱，白：黄銅鉱，反射，×70，立又鉱山

図版3 磁鉄鉱（M），菱鉄鉱（S），緑泥石（Ch1），黄鉄鉱（Py），

閃亜鉛鉱しSph）の累帯配列，右下方が中心部，反射，

×70，立ヌ鉱山

図版6 硫化鉱物を交代する磁鉄鉱，白二黄鉄鉱，淡灰：黄銅鉱，

暗灰＝磁鉄鉱，黒：緑泥石，反射，×70．立又鉱山



図版7 黄銅鉱（Cp）中の粒状磁鉄鉱（M・g），Q：石英，HM：

針状赤鉄鉱および磁鉄鉱，反射，×70，立又鉱山
図版10 石英（暗灰）中の磁鉄鉱六面体結晶（白）のスケルトソ状

微細構造，淡灰：黄銅鉱，黒：緑泥石，反射，×70，竜神

鉱山

図版8　黄銅鉱（白）中の磁鉄鉱（灰）の文象状配列，反射，×25，

　　　　大泉鉱山

轟灘

図版11

、灘

石英（暗灰）中での磁鉄鉱結晶（淡灰）の連結，反射，

×70，竜神鉱山

灘P

図版9

鷺欝

石英（Q）および緑泥石（ChD中の磁鉄鉱六面体結晶
（M），透過，×40，竜神鉱山

図版12 黄銅鉱（白）および石英（暗灰）中の磁鉄鉱（淡灰），黒：

緑泥石，反射，×100，竜神鉱山



図版13　磁鉄鉱（白）中の未詳鉱物（灰），反射，×70，竜神鉱山 図版13

縷

石英（Q）中の針鉄鉱（G）の針状結晶，Py：黄鉄鉱，S

ph，閃亜鉛鉱，反射，×50，大泉鉱山

図版14

．灘畷’

石英（Q）中の粒状磁鉄鉱（M：一9），針状磁鉄鉱（M－n），

針状赤鉄鉱（H），Cp：黄銅鉱，反射，×70，大泉鉱山

鷲

図版17 針状赤鉄鉱（H）の磁鉄鉱曳M）化．Q：石英，Ch1：緑

泥石，反射，×70，大泉鉱山

図版15

隠懸潔

難
針状磁鉄鉱（M、中の針鉄鉱様鉱物（G），H：赤鉄鉱，Q

：石英，反射（油浸），×700，大泉鉱山
図版18 針状磁鉄鉱（灰》の赤鉄鉱（白）化，黒：石英，反射（油

浸），×300，大泉鉱山



図版19

轟

赤鉄鉱あるいは針鉄鉱曳淡灰）と密雑する針状磁鉄鉱（暗

灰），反射（油浸），×700，大泉鉱山

図版22

鱗

底面上に偏向させた板状赤鉄鉱の分離試料，透過，×10．

金城鉱山

図版20 赤鉄鉱曳H、を交代する黄鉄鉱（Py）の周辺に生じた磁鉄

鉱（M），反射（油浸）・×500，大泉鉱111

　　　　　　　　　　　　講

図版23 石英中の球穎状赤鉄鉱一針鍔、鉱集合体，反射，×10，大泉

鉱山

図版21 黄鉄鉱（Py）を交代する針状磁鉄鉱（M），Sph：閃亜

鉛鉱，Q：石英，反射，×70，大泉鉱山

図版24 石英（白）中に分散する板状および針状赤鉄鉱（黒》，灰：

緑泥石，透過，×20，尾去沢鉱山



醗

図版25 石英結晶（白）を縁取る針状赤鉄鉱（黒），透過，×20，

不老倉鉱山

図版28 石英（白）中で被殻状または球状をなす赤鉄鉱・針鉄鉱集

合体k黒～灰），多角形黒色結晶は黄鉄鉱，透過，×30，

豊羽鉱山

図版26 石英（白）の破片を膠結する赤鉄鉱（黒），透過，×20，

不老倉鉱山

図版29 石英（白）および硫化鉱物（黒）を核とする魚卵状集合，

基地の黒色細粒結晶が赤鉄鉱および針鉄鉱，透過，×30，

横田鉱山

図版27 石英（白）中の緑泥石（灰）を縁取る赤鉄鉱（黒）・透過，

×20，宮田又鉱山

図版30

，鞭＿鯉露．、謹糠撫麟灘雛

緑泥石（灰）中に分散する板状赤欽鉱偲），透過．×2，

国見鉱山



3影

図版31

懸

輔

　　　　　　　　　灘灘灘購麟

緑泥石（灰）と板状赤鉄鉱（黒〉の縞状配列，白：石英，

透過，×15，国見鉱山

書4

騰欝

図版34

灘懸
灘灘．器

1蕪熱

針状赤鉄鉱（H）を交代した針状菱鉄鉱6－n），Py：黄
鉄鉱，S－g：粒状菱鉄鉱，透過，×30，金城鉱山

図版32 赤鉄鉱（H）を交代する硫砒銅鉱（E），Cp：黄銅鉱，Q：

石英，反射，×70，宮田又鉱山

慧騨

図版35 針状赤鉄鉱結晶（黒）内の菱鉄鉱（白），基地の白色部は

石英，淡灰色部（左下）は緑泥石，透過，×70，金城鉱山

図版33 膠状沈殿黄鉄鉱（白、中の針状赤鉄鉱（灰），：石英，反射

×70，宮田又鉱山

図版36 菱鉄鉱（黒）中の微細針状赤鉄鉱（白），反射（油浸），

×700．大泉鉱山




