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でな乱・が，伊．祭・牛沢流メ或さは，砥ぽN慧び鷺’の灘灘1を，

鐸酵．1瑠ミ、歎港奪で1激，N義罫磐の錘搬鱒を罫更、ている⇔、黛1揖鱈毒／こ

み謹斌ぞ夢礪講の拶灘灘雀ノ馨嚢」懲、賊お審瀦ンせてiザ）窪）評～ドーム

｝1惣／薄鑛“1繕ノダ遺鼎・鷲　怠芝、ノでい蕎瀞i現擁三鐸憲濁》ら矛L壕）醤獄ジ鷺滞饗

　　　　　　構叢還釜動＿鰭な畔）…隷懇轡1　穏蹴されノ支曝警

1翫灘，！鱒釜》紘，ら．鯵．る魂）“）力鷲多㌧、弟

　申．二穆の分ワヂ鄭戒の／雪至ぎ諺1遡瓢は辛鶉驚熱肇1，き盲，警るいは望懲．這岩1容

；愚、竃が分布も，，臆勲，淑ま鴻之甥鉱i、簸翻　二遮、1，飢むいll、タの

輪㌘1鷲繋1戯鳥、慕舞醸、と柔、、富て韓掌韓瀞Lてい要．タも態は，擁三とし、～て

費1寮、蓑．逢，鑓灘鋳か為ら癒鎗箏伊　ミ遭毬尺騨．1ゆ慮／墾瓢力為ら煮戴ミ

ll．環ヒノブのμ、i！翼蒲峯に治魂ナて、蟹．継わタ卸濱桑肇1．その顛麟凱獄）

・ヤ豪）窃で浅帯協勤、N一勤、鷺と　肇かする、当雌爵麟／よ摯そ弟糞》1霧書書よ

拶　　力段難の糟／灘之舞樽胤あた髪）ものである，，

　　　　　二夢嚢趣．1或¢〉茎謬才、ソモ講、／・お蕊蛋こ蓼　　し，　　殴1こ夢ξ驚緯1

熱ギ．繍，方翻紐熱磁入形態をノ揖 いるp岩体内

難1の萎癖幾斜ま～写．Y紅よ巴ド（＞糞餐勲．ぞ㌶寵）機驚簿鑛凱夢轍韓ご鷲s

の
．

声搾　　奮〈y｝叡プsの・戴1奮／を二霧1．、βでいるぐ，こ才嵐、む野テ墨鐸

は爵♪む齢擢舞戎鍵ζ額登津ぐよなぐ艀駈蕊爵慕払ぞ自菰撰ぎ、、．鐵～秩馨議緊率．嚢分

業季と。婁．1．1勢i野ず莞聾と㌢ご，2ヅく．琴癒懸才と、る岱猟鐸ぎの繋暑li　糞嘩㎞もの

1よ壌癒！或闘、、ぎ部鵜三多くラ墜一i野ぞ）華多テ琴響灘二1激台一 繧粥1晃蕃、配

薄蒙銭慰1悉・て1董づ㎜瀦）も¢〉ゐ鼠舞1ら．鋒、で／、・るの，

　溌．窪　　　象孕そのぎ膨盤濤シ／・癖／・炉ぐ蛍彗ド無響あるいもよ、、、蕃

　　　　躯　マく窯雪　欝め懸葦灘辰く然量、、』で逡づ隔る⇔擁馨毒・1二！激多

3i聡熱　夢ソイダず／“ξ硫菱、｝いはネバダイト欝鯛驚 納．1を孝

づ胸護，♪諸㌔　メ難

　、く無至讐欝麹る1濫爵紫1強欝を熟じすもぜ）と馨ヤ撫、iセ窓｝畿一す薩〉の滋

ヵ亀｝るゆ藩！l　F夢1い慧1　，望．、、髭く変ll聾、疑！1購聾で・婁肇蹄孫饗讐縫縦

以、｝　　）他℃窯宰尊禽糀，＞れ、て叉、・る鄭礁接襲は，鴨之麟灘を

塗　二しご夢　ドーム護犬／薄、＿撤ヂ）メ羨タ9蠣を罐1蜂鰻気し．』ていヌ

　　ξ鼻穏擬裟勤璽、1本。礎諦メ或隣獣鋳1の嬉、1購溶灘・騨糞．蕪．遊L．窒　巽1二名端詳鶏1世

を構成するもの錨），響 方延欝こあたそ．も）で、蜜）るρ

　讐，慧　灘叢質構進

　　 畷賑二歯縛讃嚢、嬉雛．懸，1漆博胡恐嬉癖銭1藩奏乏ぞ鷺1よ齢　暮＄茗奪鐘，歎導ぐ

　鷺w／生め　欝醤雛：へ・i懸／欝携；か羅ろ蒸｝。　鴛等ダ1生銃）搾奪穿磁践、獣1激糞磁／威

の
．
、翼部で1’．∋、N鷺方麟を，薩綿では賛Wノ錘／ど単し、，蒙体

　とし，，”て蒸瓢護幾の覇己ダl／をし、、て㌧・る諮この灘搾薄’鶴糸察，！よ，　／乱、要獄

鉱床1醐　〉1ノ嬬形成1，濠た，紛岩類）滋入を鮮i制更．．

　側ご乱・、騰）燈

　　慧黛噌三機造綴、が形成さ、！冒と後でN＄／躯）断／、発達し

　て慧・考、。　鉱鍔〉餐馨新／奪彗二1，紅雪窪畷／ぎの酉勢齊聾黒・曾黛ヂ計ずる謎麹・

毒｛…泉と1曇～乏－酬ぐ慕　讐舞蒸蓬」騨）漆圃欝く寧　Lーカ轟もこ二率匙と盤弁

行して流紋岩澄るい1、乳変率翼娼畦濃脈謹薯1墾動が∫・われ

・でいる窃な率タ，蜂曝也歯醸1焦みら才も茅垂、ず事蕪勺な糞也譲、難薄3蟻｝／ゆ

蓑撃繋馳／こつ㌧、て1畿爵慧貰く；翫．饗、

と関遮して鰍幾さ馨）べき性多1

く幸経嚢まづηる沿

　言欝艶蛋成奪こオ融／ナるこのP紫婁馨雛蓮

灘のも轟一誉騰5るの℃・響1塁・胤箋幕し

馨，鉱　　床

　慕．1鉱膿齢分霜・鰹状

　〆叡魏績．童．置馨鉱簸難ま，中生／轡および墜藁ン繋夢1培瀞蕎わ，乙澱i　ずる

鷺W性の構造鰍鵬治す・懲轡数の平行脈群からなも），薄

誇三卦4（）．条誘ヤリ競）叢鐙！蕪ヵ電拳』・く鰐嬢期の1鑑簸恥凱5〉カ、承し、て警拝餐

査テ1布している（鋳客31｛．灘〉。轍才Lら㊤1派／よ憂》箸∫．溶よぴぐ！派季簿

登鞍誉そ）／竈¢），峯獄力淘ら異浮ぐ4）歪峯翻縫薙韓、懸1ぴ一するごと海㍗でき

る。

　ササゐサぎおロぎき

　濃焼沢鉱廉§　斡鉱“．iの初購に開発さ敷．た鉱廉で，中

生癬濱賜緒と畷、！、嬬1鶴胚胎す二菱凌海N騨W彦）鉱

！l漿’で～鄭る帯爆馨　／ 続）蕪雛驚呼擢羨躍譲1、董黒奏冒　し‘て駕・るゆ

　むかお
　譲誓嶺1鉱鎌奪　掬、雪飛黙嚢三潅燃墜羨艶さ承したもグ）“鷲’，錘ノ療尺鍵く

懸黛の隣輸お跨鉱奏1箕、、雪　￥導箋野》舞観纏哺鷺雛三／l台Lて㌧・る。窪三／派の

尭1糞謄隷）～紺W，麟斜§○憶で，こζう飽，慧，3の平行

拶蓬力凝iろ愚韓

　　せいぞ　ざ

　澱墾羅舞磁鎌雲　聾熱27奪蕊勲諺、霧条．速1ノこi墨峯膨餐護婁撹）ら瀞・「しノ讃鉱

擁む寿～蛎瀦タ鱒1、ぞi熔1鍵く携奪7）購芝ヅ男礁／玉寡IL夢三熟．愛ζな舞難派，洩慈夢災

季黛ど賛1ら、れ，で㌧・るヌ罫堅・その矯書て・3羅彗もう唱澱も趨／箋ゐ駕プくき

い⇔熱期胞嵐，中煮／l　お礁菰てブ茅．獲葦分撃墾伴縫こ莚擁治1ノ，ラ驚1馨蓉

5（／～違（）o黛罫、ある乱、1激N欝（）～・8（）溢鷺聾擁箋翁鋒激4（｝～葺（）騎＄輩　了－

一ずも調）渉“諺蕎秘、。

　3響叢餐灘墓　1繋絹1、緯）謝マ簸等わ襲熊1　、亥力誌ぜ）1大癖／眞な

蕪鱒醤争費登黛韓錦三慧○．襲タ鷺い拶糞力萄演llむ摩ガて裕裾る毒鍵、乏　煎ヨ熱とし

℃づ　熱霧．桝遍・二箋一…一密鑓菱犀む1－1：書／・こ灘講糞／、．夢走醜麟翫畢繋鶯蒐擬，／灘

ノ凄、疇豪》へ婁ぎ｝sぜ）も齢ノ蓼ゴ騨、ハp；慰鋸調聴1激睾！弊、醗欝よひ嬢籍

鎌著勿の共盤、三1賛鴇鄭部溝駁沁～1γ　を代、蕪記　ずぞ！、1謡舞講繁と，

餐淑lvなどを／幾馨蚤とづ隔壕）剃1ヒ鋼嫁鱒禁お1慧露置｝書時るこ、と｝う鷲

》でき惹。な建5事翼鐸嘉塁毒鐙i緊と寒よきオつ急～〆て馨丘／妾L，ヅヒ嚢看誓こ屡ら

嵯、カミ，簿鐸考轡範看　／論㌻敦、、蒙織携嬉嵐欝餐爵為めら才気．て馬・殊襲・愚

　　慧磐撫竃軍寒塞　嚢黄凱碧？詠こ韓、峯遷鎗．され．ブ誌糞気蹟築疑）鋭獅鍵）f磁

莚二，滋懸媒を藁嵯褻滋し，てコ1農さ才と．ヤたll三1露琴懇懸煮義凝〉慣〉。鍵ζ拶姦

窒柔夢三舵難響なも覇）は黛1条凌）り事中養射　いに膨銀簿台乏〆事ラ麹錆勤

黛7畷イ麟馨1警掛知8（）戟sを．紫雪串の．擁葉賦床寺よ雪蜜無叢夢凝）憲り摩響

望地と隻ノて業欝鱒れてい蹴かった伊奈牛沢1東部地溝こ発

、党さ浄曳，象こ鍵ζ驚襟とし丸漂i藷蓮才ゼぐ』・る瀞・

　　噺の｛毯§　一1、、1蓑謡塾蕎鎌瀞栄の．維き山宇瞬謙蘇鎚講緊・i耀翻舞糞藻・

　参の沢あるいほ馨の沢鉱床がある．／号鉱床は，金銀を

歯す．蒙とも．踊ぐ章爵晶って諺嚢f㌢さ1忌黛敦二こ二とカ’こ凝）惹〉力鷲多翼注益三・そ疏〉

謬鉾離1については｝写く轡すであるゆ

　　期、乳｝転．の一各鰭3蒙／こ鑑軋ら浄宅篭）窪三憂寒な．鋸灘1般の磐欝1、幾1姫つ乱・て／愈

難4一（㌘謬4）
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　馨．驚　鉱廉謄・一麟麟櫨鷺

　本鉱貞命鉱床櫨，鷺W性の薦断帯ぎ1・達に膝胎する走髭l！懸

ぼ鷺W，傾斜憩～慕ボ＄の鉱脈鉱購で，鰯癩は数導難～

数慰跨ぎ翫〉めて號繧1熱講とむ郵のである。凝塾爆重構造か曝、慰

て麟準の一L部．慧濫び下離に位置す貰）鉱／振に．は騰行野i愚列を

空罫づ拗もの毒㍊塾く算　こ漸tらの1齢購旙li費こ餐嘱嚢i翻ぎるものズi唾驚そ

のような謬轍列鱗向1よあ叢う顕還著でないひ

　鉱脈申にみられる欝鉱部は，鷺W系と．蕪W系あるいは

N鷺系の構造線とが落禽導た部分轍形成され，全体菰L

て弄褻藻峯ちぜ捻ある離

　鉱膿・醤撒は，鉱染状，網状，唱角礫状，輪状，編状およ

び塊状を黒する部分が認め難れ，それ・ぞれ各鉱脈ご暴撒

特微ある発達様式を・示しでいる尊一般靴糞蔦擦蓑慧菰び西

望鉱蹴では塊状構造，慧号鱗総では網状，角礫状および

る鵡窟た費霧灘驚の下壼ilでは懸繧1次～鎌韓縫状践蕪が弊

きに／滋肇疏鉄鉱があ！3，各鉱床ごと瓢その纏1状，共生関係

・黄鋼鉱からノψ，ときに磁硫鉄鉱を鷹す㍍’難号北部

および欝 審載箒馨では撃1黄鉄鎌ζ・黄蕪羅鍵く覇閃瀧慧麟》躍い方麟｝

特微とLている．菰の飽，灘蒼鎗鉱・キ講遭バ蜘よ，主

献’て鉱床下部に勢産知，霞驚，星状閃亜鉛鉱は繋衝お

よび’婁・攣蜜慰擁難に二藩譲i藪融籍凱1認め旺瀦唱むる韓

　馨，3灘嶽輪変質

　鉱床母岩に認め鄭れる変質作用中，最も璽要なものは

緑泥石化作用で，そぜ）飽蓬化作用・粘土化作矯・炭酸塩

導嚢一くア婁藝〉



地質調査辮鱒報　（第纒巻　第憩号）

第　量三糞　　鉱　　脈　　一

嵩嶺鉱蹴

鑓望鉱康

3号鉱床

轟嶺鑓

蕪蓉Ov
蒋200v
慧脈棄部
斜搬醒部
7　　脈・

i，譲○Ov
生，蕊Ov
叢，姦10v

盆，姦憩v

N暮恭v
N3導GV
N4藝Ov

N鱒Ov
N郷OV

N蓋，○○Ov
賛1凄3（）（）v

Ni，酪OV
N／，韓○Ov

Nユ，郷gv

嫉｝鉱床

i号鉱床

ll、嚇鉱床

縫薫．○奪v

＄鷺○Ov

＄憩Ov
s430v
懇蓉○爺v

s総Ov＄黍編v

＄沁Ov

盤号坑樋

N露憩v
＄撚GV

慧Ov
輪Ov
纏驚v

激号鑛
慧号鐘

金山立坑鑛

嚢 向

N4（）～瞳び等秘

N暮（》～5難。鷺

　N総のw
Nぎ7（レ～叡）⇔w』

N7（）～叡）難鷺

N暮○～甜W

N纏暮へ曝（ジw

　N慈ぴW
N襲）～書oゆ黙7

　N暮（デ鷺

、N＄oむ鷺～N7ボw
　N慕蓉へ婆（）心鷺

　N沁～暮ぴ鷺
N8ぴ鷺へ壌）w
　　醤馨ぐIQ嚢

　　N7び鷺
　　N雛藩鷺
　　N編導W
　　：興磐ぴW
N藝§⇔鷺へ・鷺w

　　N驚。w
　　　鷺w
N雛糠～N鍵W
　　鷲婁び欝
　　N7び鷺

　　醤7び鷺

N躍鷺～畔ぴW
　　N雛ぴ鷺

　、難w
N暮○～＄ぴ慧

N沁趣鷺

鷺W
N懸“鷺

N4蓉～叡）鱒鷺

翼賀）～警び鷺

讐4導～淑）Ow

傾

5び8

　驚。N

　5ぴs
導1｝、叙ゾ＄

獣）～叡｝Os

4（レ〉導び欝

憩～容ゲs
《｝、欝奪ぐ）s

欝～慕び欝
　鱒む難

鵜～7ぴ＄
馨○～7び＄

嶽）～7び＄

藤～＄びs
　難ぴN

　＄σ鷺
　暮び＄

　綴憾
　駕。N

毒ぴN鍵＄

　慕ぴs

　驚誉慧
難1）｛｝質ジ錨

慧○～7鑓撚

　7ぴ＄

7び＄
鴨箒s
簿⑫s

蓉ぴ欝
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　s熱ovで嬢c縫のみ麺ついて1検欝、貧．、ている（第欝麟）む

第騰図においても，N謙OVにみられると醗様の糞．1向が

あ！），1全体としノぐ，　とくに苓翠落ちの億ill趣ヌ闘蕎であるむ

憲た撃滝1鵜糞藍讃藁に薄童して二三～3藩繕萄斐の／麟余芽延垂甦を摩看匡L

ている雛

　濁離乞ゴ分1幣の、霧，、勃、ら沸激屡）と，蓉叙）〈）vズ箕東，十慧奪鍍慧L導v繍

3ン鉱三蝦賢舗欝v奮黛醸／贔｛鷺f謄漕ぎ欝筆窪葺蹴

治精奮轟鴛部脊・蕪グ）畢濠季演下1縦をπ葵摩隔も範）とざ芽瓢ら浄Lる顎療

た寧本r轟では鶏撫れなかっゾヒが，N藝ovでは一蓉○撚翌澄v難蓬

以、靴蕩雌く／勧　繍擦㌶密i簸爆篠1叢亙一ている登　3蜜）（）vで涛よ章　十

4碁灘L融v縫　が護、奪潟凝蒲畿｝着yのu簸と薙ソ」えられている沿　こ

のよ箏籔，贔位分布の鱗懸～も，本鉱山の鉱！蒙全材箕を長鐵じ

㎏で康二鎖峯力～ら讐響皆獅こ㌶韓力・ウて≧欠鱗夢に溜㌔車蔀瓢上墾ること藩縮磯力愚

めもれる。

　§．蓉　欝鉱体内部の構造赴縄織

　露鉱体の内部構燈と総織および鉱蕎鉱物瓢ついては蓼

すで　師灘＄）で砦干角壌／れたが争ここで櫨その概肇　ジ記ず

こと彰轍づ城る窃

　一一般に富鉱体を購成するも献・蓉編状鉱および塊癒鉱

慈難～（7慈暮）
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　　　き　　　1
一罵・一鈴繍一一一

＿糊溝

ノ

嘗㎜概・離一笹諏一一…
ノ ず乾

　1
｝

一瓢舶よ

舞鴛騒

　　　　　　　　　ど　　　歳／・恥劇よ
　　　　　　　　　藍・」

3零鳥黙講ぐ溝《）｛）v懸毒監驚紘づ｝壕霧饗穰鷹i

甲ぴ聲琴寺擦郵なものとlt、て甕1礫嘆歳鍵マおよびぐ畜購1犬翻鯵鼠、ある鞭

　糸齢伏灘釘あるいl　i爵季獣犬鋭　舞で凄業，　懲｝彰黛シ方脅鐸猛一イ畿ヲ鋲黍勲沃

の　 i失劔ζの潔段㌧爆嚢二子・の集合｛奉を彗響書義とt，，肇　胤れ、と；嬢盤艶釘

る黄鋳簸鷲魯r簸懸瀞鉦マあ篠髪、・韓＝プぎ饗脊鎌ζが， 1三と／｝て鼎馨窒斌

結晶の瑠縁をとウまいて晶出し．ているα慕号鉱床を除い

て警一・1投に1欝蕪鴬霧蓑の鉱量先幸こは劃磯幾満南藍鉱のぶ曇’港奏漆亀㎜撫胤、

い．この触，富鉱部は，砥とんど轍…一・の餓物のみか解1£

る触糊犬叢爵力基ら耀鶴蛇さ重駕る轍と、耀うる　（鷺 薇ζ簸驚3葱駄｝v

の方鐸纏塊状鉱）§脈石鉱物とLては，石英お，よび緑泥

石が1鷺要なもので，　その艇薫，　慧の凝鐸載ぐ物魑澄）る軸　享

鋳籔｛本¢瞬議ラ鷺て鱒ゑ撃プ労弊灘舞）犠1叢、露鍵鑓｝欝唆ぴある景

　特殊な伊葺とし、て，＄藁蟹＞vにお｝ナる麟馴済鋸隷εよひζN5軽v

の窪頚樂献鋸惣募ある蒔　N器（）v紅ネ孟いて獄蕪毅づ℃ジでは，編伏～

塊状鉱が発達する場禽があぞ・が多く鑛幅が小とな膨欝惑行

対呼鐸と／庶ならな㌧・覇

鱒．鉱　　篠

　鋭ぐ石韓灘翼匙壕ナ銀墓憩維i状鍵き角礫薩ノぐ轟ζ・縞ジ1犬鎌ン鱗1状鎌マ

および輪状鉱に分類される．これら鵜ついてはすでに述

べてきたの

　鋤鷺糞夢ミ鎌緯裏　三蕪とし　．難失舞ζの荘叡ズ魍ら欺！）鑓む内あそ〉

／，母象議むの擁舷講謝翼こ．塾く誤漢嘩㎞る難

　幡ζ轟指、／．爵こおいては撃　『．の懸ま蟻鷺頻勺教錨鴛染ll犬嚢紅の発瓢ゑ三

姥較的小規模である．錘の内を構成する鉱染状鉱建脈形

舞織の1初、期蝦（鎌喜鷺．酸蓼＄象蕪翼難玉観あたる）　と鰹争丸ら才しる

もので，この麟籾期枳誉発達が小規摸であるこど顛，本

臨駁床の撫雛ヒで乍欝肇の王｛難踊鐸を薩勿蕎1るも銃〉脾謄ある。

　網状鉱慧網状鉱は＿鋼籔を主とL．，　r失鉱舞よび緑

導甦董∫と響轄熟づ軸る鼎　ときに撲屑難の鍔／懲難蜜｝薄箕㌧方藩費鎌1を醤鑑

ない，憲た，輝蒼鉛鎗鉱や磁硫鉄鉱蹴）離溶粒が認、め疹れ

“きことノ訴ある無業鳶鱗緯馨は（｝．数瓢驚～1（）数辮謙¢）驚交総1ノ蟹と

L．．て鷺，総鳳，叢駿書巻状鋤軽職代して懲／蜘るp藪た綻1状が嚢1

遷L斑次～やや塊状を羅ナるζ急とがある雛本鉱石嬢鷲代

藍跨亙霧　ヂ）熱餐いもの”ぐ髪1張難吻鷺の豪難期幸墾1（難一一駆期窒鱗藝鷺

　　　　轟雪》／賊もの勺で銚る韓

　角蕎鷺険鋸ぐ思　角喬藩≧／，紀載紅は鷺麟1の熟縫）寿匁ある。、そ磯烹

1よ，母タ客畷）角罐蓬を叉代iLて　　謬禽漁曳発達している亀拶）

障○量馨、舞銭鎌簿・1茨蒙鍍鎌鍵筆　よひξ1方襲蟻賦を掌鰺よ・）でいる螢1織

質構造、罫らみて，総状鉱の上部轍発達乳、瓢いる．戴た角

礫状撚彰）…一灘に軽美1鞠状鎌噸を伴なぜ1）“ぐいる覇　ぐの鷺は箏劔ζ

塚ぎが麟趣化し，その／ミ閥を驚鉄鉱が難めているもので，

単簸拡体の末螺1嘉llあるいは灘議齢内の蒙菱彗　襲緩磁に沿㌧ひて死

t発騰摩靭る聾

　角礫状鍵薫中の1携養や麟導状鍵は，欝篶潔、鷺や＝嚢薩鉱を、説体

と竃．他の蘇観ヒ蕪鎗1勿と／魚ほと人・ど共㎜篶鳳ブよい登

　縞状勲緯誕　：雛講竃ボ醸毒鉱1・閃嚢1葺蜘舞よび方翼｝隷箕が

規賊1蟹・、編状醗列を癒壌伽もので，それぞれ鐙縞は数灘灘

～談更離懸ダ季添篠蘇毒繕編の墓，烈一彗こは緑繕雛馨載痒験鄭懸L・享憲た，

縞状季　麺）一部』を蹴して石英一緑泥積1一拶鉄鉱のみられ

礁ごと沿鮮い。露編状菰は野角礫状鉱飛1／淋ヒ無鴛とは蚤濤誌な

り！聾1隔、な騰雰を熊／ザ，てい蕎が，禍研的には／翻礫）徐凝穣乙

灘講獲的に．．魅，購する訟とがあ撫“編状鎌穿は，一濠舞緯蕎贔泣

部を季簿！，鵡L．，　超糞暴簿趨鋪跨豪こ角夢麟犬翻ダ）蓬．難＿／　妾L　ぐ乱・

る“轍の編状鉦ぐの生／ド・ついては，交代作用ととも瓢馨蓬

か充逃ボ曝／ノ1用治轡えら．掴，磁噸化作、1：轄鍔）中、期相（1｛践～1L2

期〉を示すものと思、わ1磁矯

　1≒鬼状葦菰　嚢　纏、夢、磁，　は，」之較的均、芦鍵）憐、渦誓藻号か賑な灘

も融，閃璽騰鐘マカ隊膨なるも鈴じ熱よび’二弩鋸憂鐘蝿か歩毒渓．｝も礁

㊤蕪穣鋳こ、額別でき為雛黄鉄鉱慧主、とす顧慧状潔は，脈頚

鉱物を繰とんど含まず，少きの：銅鉱を伴なうことがも

書7一一（7難ア〉
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第慧表

業てく蟹』1』亙］i

コ比．箆療鑓．1．綾黒庫綴ナる鎌ζ蕩勿避暴．纈鍵簿餐

．∠￥、ノノ了湊、

、／ゴ、『亙一 ㌔5、！ご2ノ

ご〃耽ノ〆響礎．」ゴノニピ

ち、・、弓・遅／ず・〆陸／＞、嘱霞F炉う》

翻ζ暫タ嬉層γ爵フ

』．二丁蘭「磁）　ガ

一 尋
閉一ご綻9影λ霧

詞

、ヲ¢ご　　マご～プ、f

導瀞閃璽愚薮鍵ζを芝とするものは蕎英趣ソ、ブ．縫網鷺と共縫乙し，

塾1鰯》翻淋の1．壕芝端部で主脈彰こ斜交ゾニ顛兜平葺する癩1脈とし

騨ぐ撰勤言繍ぞ）。フび斜辱鎌て逡で三熟と｝ず髪）も統）韓二、る疑1繋璽）階峯英をゴ’1写訟

、ず・，黄鉄鉱を主霧三とする網状～角礫靖、起鉱部（芝）．1．ド下盤鶴

紅、vやビや階瀬鑓．難鍵趨タぐを熊L、｝て懇藍づ男悉ぐ、一……づ畿をこ慈塊す伏蓬惹馨象豊

華賦イヒ／乍鱗拷）／コヒi難灘藷勺粂整鐙替蹴（董f．馨’ヤ黛，3レ期）をラ糞づ緬菟ン窃）で・

ξξる貰ノむ　3響勲翁璃ミ鶉難響ζ）v瑚で1・1業！縫羅隷鹸甕鍵マー一

戴ζ力為らノよる！擁、唖犬鐘ぐ捻ゴ灌勤／㎞る、、・こ騨）歪雛｛ノ）も罰）韓二舜継潤イヒ捲ザ謂

崩灘較的教ヌ期糊と考吏仲ら、1ド1、る。

　い　　　：　寮藤樂鍾犬鍛駁の・ 耀霧激寸記美暇樗繕繕壕襲窺騎と三鐘窪罫一讃る牽融

　　　　　熟、とi．恥て1景ギ響寺療fl裟と1轡，fてイ1窮糞二鋸藷勿カジきぴ）まオ》

り桑fl覇捜1．躍亙瀬／曇黒婁艶碧！｝嘩漏る蔓）疏）で・凝）る、，識鎗物凝じ若績禽一癒／ま1毒轟

状鉱の場膏、と薗様｝◎核をなす母熔彊瞬『1には婁蹴鏡黄鉄鉱

　　　　　　　　　　そ・窃）魏莫塞費藻侮ζ）一プくきさ／よ夢ノ1罷簿気寛鴛嵐雛～

叢．（畷受鷺笠竺｝で・虐〉る，，彗蒲壕糞季簿萱趨鋭「＞ブぐさ孝こ軽婿塾甕気i（袴盤箋／こ1、難一ずる

も〔7）£、鼠、慶）る。

　 1顕艶各・菱i霞（フ）齪ζ・／l／ま診1籔宅察跨1こ・象｝ぐヲ薮マ翼麟赴鎌餐一塑糸簿壌無叢叢

一勤躍羅繁状1鉱吟灘窺犬鎌1倖蒲．決鎌つ　恥蟻ll塊状鍵ぐ¢）／麟1燃難多ナ表1さ矛ノ毛

たと考えられる。なおこれらは互いをこかなり時期的章競叢

凄蔑して鑑舞露塔矛Lてし・るのこ，掴ら各動勾ぞ諺）多く轄二，そ、れを

構成する鉱聡鉱物の性’鍵慧君よび共生i縄係からみて，鐵較

1約鰐風期の趨藻1翫期瓢葦鎌鷺さ謹駕たもξりと、猛縫》承しる毒離il欝雇孫酸

をテ糞す帖餐驚藁滋欝舞睾て禰キ講一ノく叢霞あ矯バ、濠よ獄鐵斑糞噛磁勾の麟巽ll騨ま、

無潔1ヂ》こ1とをき導1髪／』ごいるもので澄）ろう台

ll．糞鉄鉱融嚢状煮分類

　ll．董　建鐙　叢鐘、

黄鉄鉱は，一般紅鉱化作用の全鯨1ごわノ1ン，て齢濃．，

鍮翁籍尊躯て躍畿蓬1き肇葬遍1馨勺をこみら；鞭、る鍵遷勿堪尊澄）る、、

　Jiヒ冤露－雛一方の一一翻三叢契簸識にt．鴫〉㌧ずてうき難緯尖郵べの鍵誼ヒ頚窪／羽の各

期における／ii三質の、違い轟よる分類についてはすでに報轡

し，盤（lli繍，！9書慧）。

　北覧鋤i．！に、／犠＼ても，黄鉄鉱はすべての鉱石鉱物ど舞ξ

生L．，その産i．靴によって種々異なる性婆瑳£を示している。

惑蓼一（7s薯）



壌二淳議≧縫．／ヒ、見叢顔1．観二〉聾揮轡鍔i》舞璽“．蟹糠㌶購（1．ll疑縫敏一 へ）

鳳れ嘱k獅窃叢いによづζ騰i洗鉱を脈の内部溝ll登，溝、成

鉱物の共生関係およびこれ鄭鍵）地鷺溝遣ま輝）泣置賦どか

むみて，晶出時、期脳紅次跨とおり分類Lた．以下それぞ

劇しについて鐵無羽罐劉読｝む

　葱）　熱むイ雛乍ノ蕎初廻／の肇縫舞失舞駁

　驚）　鉱化窪用主要粟π1の1鉄鉱

　3〉　鉱化窪用末期の黄鉄鉱

　縫，慧　鉱廊作欝初期藤黄鉄鉱

　鉱時蹴影ヌ鷺¢） 訪蝉1に晶1呂Lた黄！鉄1鉱に韓＝次のような特微

がある灘

　（め　一・般に，いわゆる錘の内を形成する。単泣鉱体の

簸先あるいは上・ド盤側にみられる鉱染状鉱をつくり，

至愛穿鱒叢鱗翻＝i一頃〉包イ覇ダとして毒蔭嚢壌淋為紛

　（驚）　ぎ毫簿めて細椴鷺（貸．難～○．Q難撚驚）で塞購形立．方体

葵ざなづ㎞ことカ“多島・、、

　（3）緑泥石と共穏一，縫の鉱矛．1鉱物とは二llソ擦卿・ない蔦

菰滋ζ、讐㌧・ぴ

　（紛　構造簿肉食、翼：応波裏〉に．より，蕉方形グ）条線が現出す

る鳳とがある。窯た，30ボ（）士に加熱すれば短時問で二条

線（すべて正方形である〉がみ蔭れ㍍

　賛．3鉱化作講憲要期の黄鎌鉱

　こ¢）晒融艦鉄劔窺は，触の鎌韓三ぎ鎌濁物とllヒ／＿あるい1よ茎珠

独で，畢期生成分鉱染・，響（鑛の内変質帯〉導籍二脈状をな

Lて鷹．する．本超轟簿の叢灘爺ではllt　l㎞る鎌黛物齢／盤質や難1糞

の内部構造および慰、t織の変化こどを詳細鵜観察する蔦と

にょって鉱化作用の時期を細分することができる姻本、期

融中で比較的僕轡1堰）ものは，一痴般頓網）1幻派や麟礫状，脈を

構，成L、筆舞馨鰭撃として諦販粥其／／の形を〆罫転これ鑑鳥

葺惣質構叢1．か海みても漁㌦部に1鷹ずる鍵妻栄碁二特義的ぐあ

る餐串期のものは，　h述1ドた藩講状聾紡るいけこ絢懸状帯呼1

瓢連維套｛生紅聴irむ華敏密多｛凝犬ぴ畷廉とし』て産し，　鉱とL　碑践粒1

の判難形～他形粒状の黄鉄鉱のみからな㍍後期のもの

は，1、蔭二瓜其壕の鎌鞭由1紡る、，・は劔｛物捻倉喋li翼／ジゾクとしで｛黛

窟し，か預　　わ黄鉄鉱以外¢）硫化鉱物と1羅．Lて鉱脈

駈をヲ影舞黛一する濤

　本期の顧鉄鉱は，鉱蹴申の主要な欝鉱蔀を溝成L，高
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）伏ヤ；綾拳蕪蝿，梅騰婁、窓糞一すも⇔カ～ある礁

　後期贔出ゐぴ沿雄ミ，壽櫓舞舞糞継鍮（○．慕～3．○雛瀧）㊤も

のズ盛、妬参肇～一伏i蝿欝懸沿鎌ζを／ぎ雪弊る轟　へ欝賦・やキ訊一バ獣を

懲滋薦勢る孤と煮　｝る窃蕪た賞一　1難簿難，峯、！、叉を商馴　1輝噺；欝

。する燦三婁　このi　ヒ【麟嫁導類よ離1蝉＿、よ　 ／l外瓢一写講苓婆／疑璽驚

費鴇と勢、繊．ら滑毛．．非もの、継ε麹る窃

　捻，3　識モ鉛糞菰毒、蝉瞑亙～騰〉

　駿趨　1　二1象髪　　　　　　　　　　　も購）と1彗籍爵で葵誌壕　鐵を

溝鱒驚榊るもマと叉訴あ署）⇒轟1壕起穣凝達幅峯のもの／裏半蓮燐婆へ講父慧急

簿貿患一信を、な1讐皿竃鎌／，1賦嘆i父i璽1鋸気鎌零と慧縫ε辱盤な・1藷。欝嚢総界を

なt．てい濱＞難蓑賦珪騨i一縫燕．1　牽る・ぞの、ン￥瞬歳試隷は透≧体とも、て

轟馴変蕪的の霧織1＝1とほ季鰐・夢窄重そ．．．”◎発’藍脚ず葵嶽鯵癒伏劔業を拳勘翼壌知1

るものは難難漆～詮幹i誰麟塗で事その匙窮芝韓蓬姦歳動雛灘へ堰、（瑳交鵜

難卸であう勤二　／　欝簸聾、，繕鍵鴬鍵よこ葺葉灘盤蕪華毒鎗、＿轍舞L、てい

る跡自方餅豫鴛の騨鐸醤1藤鎧ず鋳つて嚢　、蕪ぎに隊灘麟糠鴬が1警く歪醗則

な拶趨幾を・なL．て難i勢すること滋もあ釜導

　類．4磁硫鉄鉱悩眠鋤
　蕪蹴．iヒ嘉暴鍵膨糞中N響落（／vの一盤，ilて｝は餐蕪繍講裟鷺2　署七

く濃響誘し　　麟歳轟、㌶つくっているウ／簸樹嚢、塗　ζ韓ξ十状へづ導

　　　．磐その長さは2～工（｝懲気罵i鴛で・　る鄭　このメ舶1鷺壕犬餐1

凝．は（L驚舷s騰瓢の琴ξむ1．歳凝隷犠の簾費鱒蕎・聾　とき壕ご糞

澤灘繋薄鐘隔　　代郵菰ま噸し淺一一 灘賑慧轍擁z重馨羨搾を醸して譲疑づ“

るρξ季劃　糞／刻凱，碇焦よウて翼欝縦冨〉妻》旛蕊i慕㌻鶯ζ疑耀撫らをノ糞

L、，、箏　とき鵜餐齢1歳ヌ職鵬を毒窺　　凱いるQ　ま業鼎婁　1難鉄叢賦・／瞬〆i堀

力蓼鶴・み舞鋤籔騒襟y難t総麗t雛欝難蒸　　勤ことゑ蔵ある鍛

　お瓢鷲鎌ζ玉，スタトの露就イ麟ξ認ξ／激肇1滋饗　甕鍵1は難“賦・や獣1髪講貸

載瞬紅罫鶴状を、趣して爆㌘す燕　（（1．（）葱へ“．1題撚）“　こ‘顎轡詳り

織のに1激1、　1鍮とし、』て1よ静は璽婆ず’▽店』 ll雀とみ、獄壌㌧くきもの

漆翻魏るゆ

　鷺，騒　キ畿繍バ舞菰（c晦s・欝馨、茎＄ゆ　（鱗獲、｝P

　キ論一一ソく鎌碧汰肇渥菱毒鰹護、鍵よひ勢慧灘懸黛鍵鎗勲の薫毅噛六．羅二

驚段離灘篶による離溶薯鐡蕊して産し，一一般瓢繧状（蓼．騒

灘灘長〉を、難紋　農・る無窟た，と　縁こ　：片状双贔を　蓄す

ことが齢呼、、本鉱物は，㌃，腰褐色～淡帯楽灘艶，徽1辻、，強

い異1．／ア挫を有るている簿反射、黛色性は黄色～紀1麓色であ

り，系継腐食反応によ箏次の羅嬢、ご示す聾、騒照）ゴ＋褐

色愛鷺鷺盈鐸鷺（）麟騎　罫馨礁報撃　藪〈）蕪匙鷺欝（）駈1づ九ぺて一肇

　キ識一パ奪辮1紅暫よ寒一一 臥1瓢窯！墾灘驚菱詳を鷲絶鉾滋鐸1鯵剣“ノ）、暮

冨）醇†Lる燕と量う詫熱る毒

　捻．難輝驚鉛鉱（職壽S露〉　（翻擁）

　懸翼灘潜鎗煮墾　N§罪QV肇　N5（）v詮　＄4（x）v、拘よび賛窯痕》

v曙＞蒔欝韓＿セi忍瀦）ら、！・しる肇・一檬焦　．駐．灘盤諭～ま如芯縛纏ベニ物ぐヒL

て爵婁馨舞毒叢蜜た藩．をの写、1 糞藷i夏燭落熱凝鋳って餐むも赴麟　轟として

1コ騨、バ饗潔勲灘よ〔）．（）蓬。へぜo．（露×（）．（）（罵～・（｝．馨烹瓢朧で・虞惹聾　葱

れ1《：撃　1鷺：英機に・や1裏静／ミ護三壕歳編糞謹乱1。．て墨駄られ　＞こと漆葛！、

る景，慧鷲夢煎，1炎灰薦色き強い異方性を禽1．，反射碁、評色性

は1炎／乱承色～1脚天色～1霧裂色で　熱考、。　、、1、統腐f反龍、ぴは，

蕪藝○ゴ＋礫纒藩、，鷲錘）秘；一淡編色，鷲£翌，釜騒）賛，ぎ歌

購難努K（幡撫すべて一でε／・穿、、

　皿1菰釧隔は愛翼瀬隅　　：の叢＞のとE鱗一で、謹鼎

　鶯．y縣講銅鉱

　　　　　　よ影N5籔）v，N5（／v．舞、悪曳ノ・s4（）（／vめ一瓢1灘選薩§、馨

めら∫れるぐ，　一爵　　》婁　騰　　軽　い1よ灘、、謹、曇．　　　　）／蓼譲　莚

部轍沿㌧ジし遷　廓嚢！鰹li葬を、楓して　餌〆璽その1櫨、縮凝震導．（践

～甑○窯鵜置　　乾）鷺磧本li物は犀ξ雛遵　 　，～　！　訟1躍謎

く・象た・．、講P剣叉応て』は次琶）纏果を示辱

　蕪N犠1 iに鷲色，蕪《慧，至蕉）N，薫野紙為，K（）蕪，釜題

鷺秘で！よ擁㌧くて…縫、を

　12．馨　覇譲嚢し叢樗熱叢

　1、、／無！、／／「噛は，N竈黙　静二まれ曇二，　ミー撃〆鍮簿館鱗贔の毒ξ響

，鎌翼，＞に径転犠）5～ζ）毒烹愛輪瓢の飽形牽意状を・なしている卸本

蛋　鞠は緊条渠ゼi色’『穐賊や撲箒趨1総を帯び，　　　　　　　ジ禽／．．て

㌧　　辰射多懸、橿は猟飽ゾ、轄注、灘．，、噴、色あるい／　緑色で

　　　　　箋醜　1　翼総　濃巽撃鷺襟藤で難琴変し　ギ壷はす一ザベて

’ξ瀞 灘a

　！黛，嚢　織馨喪・鉱

　白鉄鎌馨二は潮ノ！嵐の～／津のと§慧次i／　黄鉄｝　お賑虹－醗1瀧

釧離ll拠ら1変衰／㌔≧1訣群　1嚇治ミあ蕎（き　　　　　　　1肇N礁OV

’轍よび暦3憩V（ア〉　1、韓一き鑓，めらオ・ξ）箒擁鞍物は肇飽舞瀦i憲

状の　鉄鉱嚇燭懸二沿五）て獲烈，1　鵜1色　卿，・ 胡生

を　　野。本爺雄 ㍑潔酵ξ継、8i鉄麺、粒ついてはす冨“二 鋳式、ぢ

る　ぐた灘、y醤石1織漢嚢萎s）ゆ

　／2．緯　 赤蕪麹撫鼠

　赤鉄癖翁は，蹴ζ捧の顯、繁あるいは編1挨鳶£；の　鳳、薫に霧を 石

一・石ダ墾と凝／み禽って遜磐釘胤窃一・般歓，糞卜i，無結贔（｛）．○黛～

（｝試嬢瀟罵長）　鎖り峯づ撮，雛舞　㌢蓬　“．努　とき1＿響お難1彊歳繭醗

壌ゴノ款1剛．，てし、る崇

　一1記初盤雛掬／ソ、磐轟捻次癖勾物に・い甲（ミ〆）記述はゴ譲塔す

7工一・K7ア蓋〉
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蹴　　鉱化作講齢特徴

　北．疑鉱山の鉱床形成は，地質溝造とそれ鵜関連した火

誠繕勤鎖密接に関係も、て浅・る瀞し六二が鱒て，各鑓ともに．，

脈の内部構造および鉱石鉱物の共生l　l係はタ上1，搭および

下部観特徴のある綴み禽せがみ慈〉れる。さら轍北見鉱出

議　慧禽する礎灘紛蒼灘i麺1）地城搭は，、も濡撚¶加．えて次に列1，己

する特徴力　）るゆ

　薫）　この地域は，中、空　1を隷盤とし，これを取り懸L・

て鵠之舞、！が分布Lてお！），全体とLて難Sl麟塀慧長軸

を角媛戸‘ドー一ムi紺麗，1寒二樽を形成して、、・る導

　慧）　この地繍に発違“ず礎／＿熱慧は夢古期から新期に

かけ’ぐN＄哲．の孝薄造繕乏夢　鷺W撰三の庄繕・ぎll二～鱗螂習1都轄よひξ

NS穏の断層がある尊

　3♪　火成薦勤としぐは難聾灘憂岩～閃・緑；轡質紛肇｝の撃葬派

瀬紡を初期とL，斜．碧疏紋岩・変朽安1．1、1岩・各種流紋

鰭～、鐙よび安μ．1鋸き．螺驚謄・流糸郊轡および1麿讃．i岩・熔総乱の海獲紅活

勤が行な1われ皇最懸勲篭玄慕》馨影岩確二）毒毒動があったも鍔）と

ご軌知　瓢
ガ学＞臨竃ナo

　む　　、L、、雌）嚢類はそれ、ぞれ1趨、編線鐙発展階程に対応し．

て擬勤乏ノて；裁う，灘テ矯蜜翼は全ゴ本記t，て麟＄　／生の零薄ヌ、鐘覇・

紅夢鰻凌¢）鍵拶隷激鷺壕衛i慧三の、1麟艦卜証瓢送、入1騨．てし・る瀞／t

較的後期の熔岩’雪は、三／藷してドーム状織、遭帯の，，導縁部

1蕉1瞥って分膚yしている必

　§）　簸》潅暴懸絹累＿．琳らオ・しイ）総馨欝奏＿　肇嫌卓霧蜜描』呂“ひ雲墨こ

傾斜するものが塾く，地域の1際董難こ覆ン欝1するも縫）嬉；ど深

城1盤擁　　　　　記

　難）　鍵㌶騰驚は夢？熟と七、《鷺、補生¢）勢断華マ絹躍二離捲茎してい

る轍薦匿講粥は弾ぐ難講誌らま＿部1こ治異ナて角1職・亀1欝力為む裂力》潜

に蓄変｛じする窪蓑向　ヨ）望｝。

　勤　　　　　　　．．ヒ記鋤の簸絆を反映し、甦1部から東部

に陶かい，　まノ、蛸紅類1から備響瓢向力“・縫瞬次1業部摺をノ罫茎、．

恥て』、る今

　聾）　糞、翰鉱物の晶郵建1芋期については第窯蓑乏鵜器委すとお

りである⇔憲た雪その共．雛i蜷係1・こは次蹴）もグ）がある◎霧

もな鐘翁物轍ついて“）み謙裟ヂる）窃

　　賊鉱一一銅鉱，摩．、誌、耗鉱一黄銅鉱一一閃癒鉛鉱一方鉛鉱

一磁1薪瀬灘鉱婁婁、鉄毒訂一一ソy鎗鉱罫算閃璽ん、紛鉱念

　篇．れら／東愛それ．・ぞ翼持霧旗ある、鋸灘羅を擁陶．寛し／て、、・る訟

　参）　．翼．／鍵“、よ，鉱荘ヒ魯羅孫の初蝉／から二叡簿1鵜かけて夢細i

粒立．耕・軒一紘乃体蓉　挙体・鱒他形粒ll／、繋合体一噸粗粒立方体

～磐角！2面体と結晶形態が瓢窃るむ

　眠））　いわゆ）る撲，轟置簸鎗物の嬢蒙出オ驚ヨカ、な夢繁蜂遍白勺搭、認

め部れるがこれらは，構遭的に下部に膣欝い傾向がある．

　葱／）鉱簸沖の樹鍵鍵体は主薦断（鷺W／型

断（N慧o－4（）（）慧ある㌧・はw姓）との滋箒謹一る妻鴇分搭彰

成きれ，そが）規模は憩・～2艇雛×憩～魏灘であ濃〉．

　鷺）　欝鉱体￥一は，黄銅鉱を主とするもφと灘麟薄鉱・

閃醗賑鶴譲び方鉛鉱を強紘す疑、のとが虞騒、．繭藩の

代表的な鋼としては＄鱒OVがある（奥瀬芦瀬鐵床も岡

例で翰る）趣後麗の例と主！ぐは描難Ovおよびその／覆があ

馨）、，

　畏3）一般的轍みて，黄銅鉱および方鉛鉱は共生する

ことが熱く，　したがウて緑ぼ1濁・一構豊鐙条件の下て鰺農二集が

肴謝〉れたものと考．えられるが，閃亜鉛鉱の一書、琴，＿は鑑

淑、、と1翼なるも¢）力鷲ある。

纏．　欝糞鉱山の鉱廉

　鱒．1概鋭

　1、、談i鉱街の銅・鉛・疑鉛鉱沫1濠，北．箆中部地城紅13け

る唯一の，、1纏試鉱床として知られている．

　誘識汰患は，準皮鱗繍／－／ゴ糞馴緯∫檬鰍、、に姜塁饗にあり参名寄本繕1

開盛駅から、L二富畿i憲では定期ノく叢運行の縫があ導。

　本鉱鎮．め鉱灘は昭和暮年・慧発鑓、慰れ，以後碧干開発が

試みら・れたが，現盗休由中である⇔

　緯．2　驚撫質・鉱確

　本鉱山の鉱礒謝辺地域は新第三紀縛噺／黄の鴻之舞轡を

　盤と！、，これらを被覆して同時代の社名淵層狩分布し「

ている．

膏　　．
＼≦く二禦蕪糞葦1

　　　　　　　　　だ
　　　　　　　　　”　　　　弩
／＞＿＿銘欝畢匙＿蹴旗ミ

｛　　　　　　　　　　　嶺i

鍵2（）麟

》》，㌧

麟舗（悲．総、毒、由灘藻）

　｛、、蕃，乞蓼鐸灘は，角糎甜緩疑簿ζ業｛しを三鉱体とL，♂i言欝絹の1支流

流域韓僅かに地1窓状をなLてみられるの社名淵／l、．，は，凝

灰蟻幹砂岩および泥岩かむな夢広い分布を辮し、ている．

　鴻之舞薦鉦鐵く流紋岩岩脈，あるいは被覆する妻．珠岩

質流紋岩熔嚢わ騰もみ帰乞，甕た社名淵轡を貫く玄武

撃牽岩翅疑も禽苫ら蓬ギぐ㌧・る。

　鍾帯驚は多角鱈峯質／疑美獲嬬畦！，あるいは流牽交摺㌧、結馨旅と繭轟1と

7蟄一（77鷺）
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第3表 地賂薯湛ζみた場・禽の地騰搬よび劔ζ簸ぐ）メ舞ヒ（各単位プ霞露タの比／蓼馨）

項」三1

，1懲i烈，轡轟

溝穣積舞信．粥

鴬よび構
造運勤

．火成作用

綴ヂ縛鴛

〆臨　蘇姦　動餐　霞　凝無　i難

中生代溝別震瑳の餐積（覆》．燦糧頁岩・
　・費樂勇羅）

　ブ麗鱈タイヒ窪滋位ドームの形無鴬

（慧鯉鷺～脚に長軸劇ぎす）

新纂三総，鴻之舞層群の堰積

麟轟、讐貌癒岩噸囎〉
　’漸　ブぎ慧夢グを歌夢藻いて1大き
　〆．£ド…ム繹隷慧桑　＆づ輸簾

N叡プヤマヂ答～N叡ブ鷺系｛究）奮簿鐸蕊箋麟の

　形成
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図　　版　1

　　　1．塊状均質の黄鉄鉱
（閃亜鉛鉱（Zn）の包有物を有する）

　2．　自形集合体の黄鉄鉱

（結晶粒間を埋めて黄銅鉱（灰色））

欝

灘

翻

　　　3．塊状均質黄鉄鉱

（方鉛鉱（Pb），閃亜鉛鉱（Zn）と共生）

　　　4．縞状鉱中の立方体集合をなす

黄鉄鉱，方鉛鉱（Pb），閃亜鉛鉱（Zn）と共生。

（閃亜鉛鉱中には点滴状黄銅鉱を有する）

5． 黄銅鉱（Cu）中に産する立：方体の黄鉄鉱

（黄鋼鉱中には点滴状閃亜鉛鉱を有する）

　　　　6．　他形粒状の集合をなす黄鉄鉱

黄銅鉱の点滴を有する閃亜鉛鉱（Z且），方鉛鉱（Pb）



騰、、

図　　版　π

瓢灘

1．塊状黄鉄鉱中に包有される黄鉄鉱

灘

2．破砕構造の著しい塊状黄鉄鉱

3．立方体一他形粒状黄鉄鉱（閃亜鉛鉱の包有物を有する） 4．　自形立方体の黄鉄鉱

叢

選

繍霧

5・塊状黄鉄鉱とこれを切る黄鋼鉱細脈（Cu） 6．黄銅鉱（Cu）中に包有される黄鉄鉱（立方体）



図　　版　皿

1，　閃亜鉛鉱または方鉛鉱中に包有される黄鉄鉱

　閃亜鉛鉱（Zn）　　：方鉛鉱（Pb）

2．網状鉱中の黄鉄鉱と黄銅鉱（Cu）

　　3．星状閃亜鉛鉱を有する黄銅鉱（Cu）中の黄鉄鉱
　　　　　（ややコロフオーム構造をし．めす）

　　　　4．磁硫鉄鉱と共生する柱状黄鉄鉱
　　突放射状集合をしめすことがある）磁硫鉄鉱（Pyr）

5．磁硫鉄鉱（Pyr）中の黄鉄鉱

　　轍隠　難、熱
，雛～鷲　繍

6．　磁硫鉄鉱（Pyr）中の黄鉄鉱

　　Pyrゴ磁硫鉄鉱



図　　版　IV

1・　閃亜鉛鉱（Zn）一黄鉄鉱の共生関係 2、黄銅鉱（Cu）一方鉛鉱（Pb）一黄鉄鉱の共生関係

3，閃亜鎗鉱（Zn）一方鉛鉱（Pb）一黄鉄鉱の共生関係 4．　黄鉄鉱一黄銅鉱（Cu）の共生
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　　1．縞状鉱（N240V，45mL）
黄鉄鉱（Py）一黄銅鉱（Cu）一方鉛鉱（Pb）一閃亜鉛鉱

黄銅鉱中には星状閃亜鉛鉱

閃亜鉛鉱中には点滴状黄銅鉱
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　　2。縞状鉱（N240V，45mL）
黄鉄鉱（Py）一黄銅鉱（Cu）一方鉛鉱（Pb）一閃亜鉛鉱

黄銅鉱中には星状閃亜鉛鉱

閃亜鉛鉱中には点、滴状黄銅鉱



図　版VI

．麟鱗

1，網状鉱（S400Vンー80mL）

　黄鉄鉱（Py）一黄銅鉱（Cu）

2．網状鉱（S400V，一80mL）
　　黄鉄鉱一黄銅鉱（Cu）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辮

3．網状鉱の錘先にみられる黄鉄鉱塊状鉱（S400V） 4．：黄銅鉱（Cu）中の輝蒼鉛鉱（Bi）および磁硫鉄鉱（Pyr）

　　（S400V）

5．　網状鉱の鍾先にみられる黄鉄鉱塊状鉱（S400V） 6．　黄銅鉱（Cu）中の輝蒼鉛鉱（Bi）



図 版　珊

灘灘

1・磁硫鉄鉱（Pyr）一閃亜鉛鉱（Zn）の共生関係 2。磁硫鉄鉱（Pyr）一閃亜鉛鉱（Zn）一黄鉄鉱（Py）の共生関係

3・柱状磁硫鉄鉱（Pyr）一閃亜鉛鉱（Z且）の共生関係 4．

磁硫鉄鉱（Pyr）一閃亜鉛鉱（Zn）の共生関係

欝

5．

灘

黄銅鉱中の星状閃亜鉛鉱（Zn）（黄銅鉱中）および磁硫鉄鉱（Pyr） 6・　黄銅鉱（Cu）中のキユーバ鉱（Cb）



図　　版　皿

1，星状閃亜鉛鉱（N300V，一50mL） 2，閃亜鉛鉱中の点滴状黄銅鉱（N300V，一50mL）

3．

方鉛鉱（Pb）一閃亜鉛鉱（Zn）一黄鋼鉱（Cu）の共生関係

（N240V，45mL）

4，方鉛鉱（Pb）一閃亜鉛鉱（Zn）のi共生関係

　　（N50V，45mL）

5，黄銅鉱一黄鉄鉱の共生関係（N300V2－50mL） 6，　網状鉱中の黄鋼鉱（S400V，一80mL）



北海道北見鉱山の銅・鉛・亜鉛鉱床（山田敬一）
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　1．富　美　鉱　山
斑状閃亜鉛鉱中の黄鉄鉱（Py）

2．富　美　鉱　山

　　　黄鉱
　　　黄銅鉱（Cu）

　　　　　　1953
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