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　鉱渥琳の維成を構／叢い賎ヤ麟磯物－慰，彫の物灘雌療か診三ん．甲1賑ゼッヂ・灘汁艶あ蜷

それは、、奪、褐色またはジ、1、、色で，粘性が密wンか，演たは騰い塊で技墾9，禽機溶媒にはとけ7鰍い爵

v人クスペン慌キ～，嬬嬬軌て行なわれたこ分案1テでは，水勲淡嚢の／、吼い《』▽縫）は麟から影，暴

までで，平均雑磯恐費そ4ば舜訳比藤．，　、冗唇曇穿／譲勲懇ぐ麟翻璃1い／遍1辟癒賑署）炭

化水素の特微で識》ξ，、

　かくて，／l機物質の存胡雛、鱗麟！化趨覇’甥勤泌，熟糞’は酸化状態で｛1慮綬騨歎的起華‘融

と注』ぐみる、ことができ謹．、、

　欝・機蕎勿婆匙癒慶ラン鎖酸化作縮のと’輔7異、二　ぴ布1岬　が馬・るが爵　それ4汰第至隊鎚》、弾．fとハ鼓購輪するレ

・！鳳薩か翫沈めノ㌧ン畷至賛馬　l／時／醸蛙バづ㌧声館・の．鞍し㌶』ぐい胤

　鉱床のゾー一ンの一般的な特微を・ア擁がら整茸窪，次の賊鰍性夕1璽課、轍すξにとが，藤要で澄

畷愚

　L　　享ンラン’と．i　i難！欝の1農録難意努　議わ雛（7）憂瞬1二『紅1秦・妻し∬ぐ》　1．勇らオ縄｛こ二隔　照量試象’1生露憩義　胃糞し　ぐい愚，、

　漁　　ウラン鉱嚢難　の分布が，越三状i繋蓮講巻ノ冨濠蟻や黛の総の深騨解を1拳す構遺（避）分布と一致気、．て

い孝鏡とは糊嫡で澄溢、，ミ臓冗凛勲ランを灘砂≧誕）に都禽の、纂・淵ノ欝，疑蹴蜘（譲燈、婆

が存在する紛1鑛1．達が悪疑・藁耀匙びあるこ撫を承すもので凄〉鵜。、

　焦　　鍵．ζ床帯には！ン　匹ン鉱化作用と涯 麟蓬1．系の酸化された』講1幾物質レが共有1することが明撫1鳳審

れ∫だ、，

愈　ウラン駄化翻護、1畔なうジ藤景、・て，バナジ如，斑・ミルト，こ二回ケル，」麟ヅヂンが

あるこ既が確か翻＞れ、甑、，こ．れ鎧ハ元索｝ 華、融紅普編的1こ1紡∵遅、ので，麹）灰の∪くベクト，ル

雛臨覧1）驚厩1轟麟慕1・蓑ツ鑓（麟緯び）ぎrヅ聴い一か？）

購唄醸斜



地欝　．鷹旧　／擦、，更磯羅、ゴ、、燐溝1Ψ1）

ノ．拝幹からふ今うにみ翻だされて》、るも轟であ懲爆肇繋）瀞

　ゾーン1、瞭鉱蔦の1姉、ゆ幡糖芙続，慧、こでは！残ン噂、訊奪翻妻臆，稼行嬢、，，二た謹、、懸いがか

劇）あるとい薩膨，）鯵有議から，死声一艶数／薫の鑓1麟で移灘てい諾、蹴わ1）の辮1

ζ嬉腔的毒糊旺の特徽，、 醜難、疹“び凝化さオ「／．，野磯一・アぐいる“締11秘，その織嚇厘奪気

　　斐、，△・一ン翼礁類）癒、ヤ，き陵榔繊　み転／≧、ない。、鉱翻メ㌧ン・の驚㍑鍵）鍵、嚇一鰭潔嚇徴樽1

．懸灘状態を反映乏て糎ノ，、しか衡、，濾のゾ㌧一ン畷養成ぜゆζ紙い醐そのオナζ態が　ぐい一ぐいた｛，

齢であ蝉穿、，捲色に色づい、鰍　濯好ン散t．自た嚇機物乾黄毒鰯　　評孫ノ甲▽い鵯。，　欠的なピツチ

のすじやレノこ〆ぐ’が、、雪脚々とみられ．る　こ　も鄭iね　・そ藁で1、、寒　再が鵡麟、になつーぐい鶏，，

勲醸賦〉方向1溺㍉と，懸鉦鷹地劇餓釜的な累帯／勤烹発奮鞍療ど勃　講べ・類捷は嚇蹄三

がない蹴講拶撫こ剃，樺懇翻組　，雛繍グ）大㌶矯た声幽難ゆくと，稼行で擬る、1二旗嫁1

瀕．1があ憾、慧、ヒがよく知らぬ，てい》、

　　違”よ　獄、舅鉱床甥，，韓齢累棉鼻挫1激聲． 3次1約，纏）1欝擬裟臥　取1’鷺　　稀あ易、、梱蘭のゾーシ・バ慰

通な特微をも’．）てお1），　…丸、の1爆鶉は，お就・》￥ “　ひ　書程｝鰹1獲でき蔦ζ款うであゐ、、、￥油ノ享構織の

織薩硲存在摩・菊こ雲・ふその1齪！論犠f鹸隷溺i獄と痛靴離縫墨ゾγぐい盆只．い，拷

えさせ鳥、、

　，鞍勲㌶、だて鋸≧，た〆蓑．融鉱床輩、，鑓1す謝レ｝留磁1化に．蝦レ、）て分解、罫れ．爵徒い身鼎とが

確かめ揖涯い望　烈Sバ宥ハコ・芝ン障㌣…（鋤、L、瓶シご．ξ、ト痔仏繊）な、ど駕、。レご　ま魅離．

て畢・凱ン、轄），　，外と通記llズい考聾水控自欄穂では有機！解鯵嫌唯（誰唱…撫勲嫉「1）に，鎗ン酸！ヒ作

瑠がお1蓑1）、，鋤鳶涛蟻　柵欝む1蒙する水は際ll鮒，1の1、聴麟磯契噸みぴ殊がら，鉄紛 一哩化

物，有機物質，その綾、を酸化する紛就つかわ勲．茅、よ鵜欝～・、と瀧ろでは，ll謹磯物欝　磯化1蔓翼夢

／l臓水同、嬉レ醐塩を消δ喝膿、．1去化’資1裾灘・，コ、よつ惣／なわれ恐、、脱、硫バ縛鱒ギζ厨譜3

に，．1ご）で晦駿．i　！騨．酸化に幽ξ捻れ，・旗　　誌，れ、』鱗斎化水素紅入る、、際三融鉱床．雛城の

水が大』　鞠S、輔，憶こ、モ〆は般1蘇癖、繍じ◎㍉、鉱の書跨撫斜牢下で，二石浦奮鍛藩貌・沖

1こ識麟櫨購ll化物が広く粥｛塾す瀦瀧：が期待鰹〆舞，る葛

　vA」磐戦ヘン、翫キ・一一ど《）A一ラド熱m諺ノ）晃解紅凱纂舞〆／、ごタ繊辮、津熊繊擬麟ぎ駿化作「糟

ヂ職ξ畏汐だんだんに粧藝1三の裁騒盤頚鎌ミ1癒藁〉に，脳）1、』騰れから　、僧陛購昏1鉱か、媛聾、、

こ二のこさ．乏轟、携紋，．て，㌻畢湘、灘、衆蘇辺部では，》銚紛結性烈、癖数がはげしく増力1げ愚（瑚輪

　ギ1麟、饗　の1駿化’　．極／）飼縫ゐン離を伴触い，そ，れ、は繍醐水の中ξ嬬、鮫け込み，硫批水素や

禽ξ幾購熱橘瞬禽L芦ぐ，階頑’）屡）鷲を馨、篤／くさ！、孔i聾（灘）、、！瀬駿塩の遜ぴ撫作用　　更，蘇灘豫ル鷺〆ウム

ジ）溶解度が、、1．鵡，塗、・一』ことはよく知られ’鼓驚》、，1讃｛、君腰し、ズ夢水嫁藩鱒透くでξ轟嘉酸

．、，，乱、繁｝刺ひ｝ミ隙，｝鋼，加レ蝋橿、嬬醗が発漣舞襲、，逆に，はな漬ノたどと勘響1“，　触鱗鴨メジ解

石が沈殿す養難鷹た，趣レガ沿岸地メ》麹嚢イ．論シニニツの匿　　　群（磐総響瑚擁肇こ、．1二る

と，三謬汗の灘油勲叢床の遊く業は．響ノ掴びントがづ1ご鼠、ノてい、鑓、とが騨〉かであ樹葺．）、、

　、1二述齢、陰欝な地球鉦勤触遭曜は壽結局夢　㍑癖の廼一一』轡麟に広◇揃げ蓄瑠弓／に翻、れ

ノ1、悼影融鉱床が脇黛欝しう、，慧と蓬、倖糞1．、ている、、

　かくズ声恭解し！鷺　観碑1、繍菜の近くでは歩／鯉蕩塚沖／　ll縛ン鉱床の，晒蟻徽饗．・あ

る．鱒約方解蕎糞コ1擁1髪溶解，珪化毅1囎挙漂削縮／，碗練雛・湘，1邸ゼゾ紳）瀦疑，紡熱議、セ

い今結論に茸1二、

／l．　鱗油鉱床の分解に憲い乾．て鱒水の線成む変化

　舜九鋤歎癒くで韓1，副職，駒P沖に，、ず灘床オ．ノン布づ噸こ、獅　聾が，そ漁．轡鎌1欝

／離㎜、、轟水の分鮪羅纂難／癒う妙惣・騰、、い拠ザの籍鹸1床で瞬、墨、練、た地嚇瑠的研究は，馨．ず

抽ビゾ許の鑓乏亀鎌）1醸一　酸化薪／鍬麟罫　　ぞ・の時浸透レてく覇くダ）緯成に1繍送変化の締徴

を彗鞘らか1ご，ミ』ぐ㌔・鳥、，

研究糸き響涛　≦1．童雛藩）げ鴬続〉、・ぞこ鷲醗欄71く弼涛デ誇がク・駄群　℃．等縮菱えた

形で幾わL、てあ鵜、，

　ぎ猫藪は次め、1奪）加脚性叢f難蹴）か蓑ゼ輔／’（ヤリ都》、、二華…幡鉱床・〆・・向かwゲぐ水の『『灘雛、激擁㍑爆1一一

7膨　　轟む）
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嬬繍が増／潟げる、、纐茎購醸舗1｛1》茎iの性熱郎耀・迎ラム…祷ノレシ紅17ムの1亙、h陳。鎖．1痴．熊縫か

易串醐約なし、の熱へ』ぐ汐ナ1“神、点の塩化物薮で変イ！二す1）。，

　水撫擁膿油隙t繍や化’雑細奮父が変化／噸、！二、さ異、轍，そのブ1畷、1，成は菟、げ、壮はつき！昆漉化

す灘、、1　秀す聯地域の酸素水は影ゴ瀦φ炭化水素の集積へ近ノ『5くにつれ』ぐ，硫化水素一炭酸にか

オる箒雛轟と《潔㌔を薬．ゾ『》煮も・多く藷謝、～・の編蒼濾をもつ水であ蔦p・すなン1ち，雌く・塚、葬騰の麟難

薦で，そこで萄1辮屠紅1繍癒酸化遜慧が一ずす／養ノ凱薦，，酸性のガ欝蠣‘集によ・・、ンぐ1蝦は下

げられ，、

　葦議翌騨、）憶を下げ愚の1歪蠣墾蟻熱のがスのせいで，　なにか，ぎ機輿　襲たは，弩動1幾酸によるものではな

い蕊い幟三拠撚．ズ，1知》よ似醜験がある，，．i奮擬で職油の卸1一い膜で灘一）れ・た水は，二難に

よる酸化や融9鰹1鷺／騒から守書）れて，き幽闇も低レ・茎憲紹藩つている．、鋤．の礎がなくなると

灘蹴麟量嫁1は1、h）聡は縮離δ象蹴毒納

　蒙．鐸踊諺、深内部では，彊舛紅賎講が　i．にみられない．、し、かし，（、1儀はノ舗・斌ノわずかな

が騨詳在す恐跡1灘は，ふノゴ、㎜びγま蔦、，、iく撫る嘗三繍賦鷲i繊tl（）雛の慶合は一番磯1い．

　一つ師瀦臓／ジ鞍）幽麟納で確7擢られた水の離i鐸、黛の変イぴ、）／l賊姻諏，纏、のイニ瀬 鉱床の資料に

岬
．

；ンいて毫、諸翼ぎ、1ざ渋、、夕　撚嘉うせわら鼻挨、た、）消k磯離、墨／浅1の憂・化，窯，　ウ∋ヲン・藏む纏ξと屡猛，系t〆≠欝藏鰻漁蜷，1，鉢こ／鉦

気ニノてい罵）澤醤融王蓄丁謬覇蜜1勿質　）　隷鷲亘磁灘｝諏ぐ　娠幾雛ヒ／乍讐1の　　　妻　哲餐翫薄鮎ず童、のである，器

　　鱒1．献1、醤鍵）分解遜菱・撫　卸紛，綱／水ヂ）化寿成灘（7）研嶺塞，似たような多くの現象を理解し鉱

購盈成姻撒をま掴）懲のに役立・）てrい謹ナ、．

　　　　　　　　　　　　　　　　嵐　ウ雛ン鉱化作爾灘累帯性の成1灘1にひいて

　聾九・鉱床の燭19継蜘な累帯・雛三瑚鴻，講唆プ　に，現在濠一融鉱深　シ解させている地

下水の研発＿洲・1縁す愁、と，次の礁試磁結論に弄、盤す惹蝉とができる、、すなわち，いろい鞭）、ノー

ンの地球億墨掃弊擁齢よ，一定の趨成の！翻崩くがず矯江「嬬劉膨ゐ斐，のである、、

　ゾーン薫は，　1塾1由線酸蓼　蝦，之浸透水が長い題　　　！を爆え蕊地域であるご．博、よ轍とんど確実

であ灘，・酸．器“よ雛繍雛謝が・受二館！、、ズい惹ことによブぐ，こご．では鉄の水酸化物力踊1する

瓢、撫になつた、、／、，セ，はげし一、い水ぴ）嬢麹耽、めに，　謬 沖／酸隙や空ll講が生じた．ソ㌧ン遂の

ヂの境では，一癩姥け甲ぐいた師1醸灘が1舞！へ、／どなくオ丈・〆ブ“、）たこ、録に対応／認、て，、，蕎

中に購穂泳酸イ！嚇弛硫蓑」1、齢　沈た茎．〉のが窪溢熱れている。

　駄ゾーン鞭　は：肇櫓巌賦瞬・鋳”擁翻飛外への　携鯵隻物質の雪三化率噴雛駿／とヂ／｛用の舞台としてみることがで

きア．、、）

　それは欝．薩wサンプ、躊礫，慧，婆の纏灘婿，鷺いね縫醤懸地！郷相9岬，その1濯は

γ潔から懲である，、1離財くが硫化水薪に汚染され，たこ、絵は，趨沖の硫化鉄の賛布に，贈紹、、』ぐ

いゐ、、有機麟、め酸化と脱出，す塊｝灘1作1眈蒙1，水の納獄』〉、皇イ・、オンの驚豊に，セ）て説

瞬乱罷畠き擶、すなわ

　　　　齢1㌧1一・猟、1…侵鎮．』蚕蓬慧8繊蹴1《）ゴ

　溶けた構造をもノ瞬ギ濃，二1．歌的な樋蘇藻二麟！が起に都ことは，水の叡爲戯｝』る炭醐細）

不餐以麟衡を／l翻乏する星，¢矯あるゆ’醗細，彊の／鮒望聯、畢生じた¢偶の｛1動は，溶液の1繭

を下げ，i、、略部“1におい畷雛，楚酸旙，戯、撃解＿漣・こす、，つ♂1いて，葺嫌性の溶液がえ巽酸簾沖て沖

帽三化さオ麦ぐゆく　と，　二鷲欠1約隷プy爆㍑　　）、雛1穀をρ、1碁蕪・ずξ

　ゾーン難戴激誰1ヨい水，翠 購1圏淳灘ヂズ　麓毒二位置を1映し，ている』こで毫、壌こ鉄の硫化物とおも／こ

編翻甥麺）慰・デしい酸化が鎌ノ墳．．ておIL珪酸や陛ラージウム，ウランが灘熱する、、かくて，石

灰燐は棚，茨趨縫　聾などの形Ψり曇ぐ解の／跡蓬　．／．、．て』い膿箒

　これらの特微を総合す馨之，水舜1灘轡縮至めゾ疎、／にお／ナる顧麟薮讃の分解している題球

化学約癒様・鷺男が明らか獄購。

　　郷表にみ瞬鷺が》1、二，このゾ・一ンでは，峯）、｝慧．裾こ近い炭酸一一一硫化水素水が分1航ノている、，

　ノ霧機物．、の生化喬白癒酸化善書用は広く進脅讐“．店ぐいて，二水の中憩大量の纏ぐゐ魯蓑拶を生じ議も

ので，縦醐の書鮒、陵促進i、．，二：1：二次的な方矯1、犀／・擁縫じや塵する、、そ騨．ような．醐駿性¢）中では

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝…1灘幻



　oll－b媛漁解）巌麟瀞ξ…のウニラこ鉱化纏の騨霧篶麟翻な籔　1二性齢．「身いてe，裟…購蜘，，ミ）

簸酸の沈殿に都薮1がよく黛li　獅ンク！ヌーシ　言ンが響　黛さオ璽　，簸／麟・1異こみ婁，れ萎、諏》に，

こご欝妙ランの濃、ノ1縄生瓠鵡、，、この1願を化学ll櫨顛1からみてみ．1⇒、

　鉱体の…撃対称（）形は，ゆランと珪酸の淋二！ガ層階1水の纒霧毒を，「パック1こ生じている燃とを糞

す蟹）であ翫好ン却吃灘の．献ぴ麟蜘鹸麟罵の菊瞭た部分と一講姓，，てお勢麟至鱒），

毅ル　もっとも大きい鶴効孔隙率を毫デ、）た層に　布し．てい1）（第驚嚢〉、、譲ノと，　覧廓二讃鱒分方向

は欝多分，穫闘水の運動のプiy向と一 致してい纂のであろ桑、、同じ・ようなデータは疑・1《・シ≡、1ウ

1こよノ．）てもえ　繍ゼぐい恐、、

バナジウム外議ツケノレ・，鷲バルト☆隷』の，踏．ぎ、が鮒申曜楓集してい貌．とは，椰暮ゴン1、・，憩

酸化とポジメ！ノセでシ・雛ンで説明でき燈辱｛皿れらの鴬素がつねに準、ギ油ゼッチと伴なう煮とはよ

く知られている韓

　ゾーン翼v縞…擁かに瑠、繭の濠、鰭蹴床の部，分であ釜、、そマ，）後，ミニの，碑、1は，澤、瀞き鋤鞠い

てし塞つたため観なくなったものであろう』．れは，二の・△一ン）渥．縛1に酸化された塚1ボ油ピ

ヅ斑）残轟物があることから推定で・き恐、、

　ソ㌧ンの脚ず．ズ蕊麟騨轟：な過轍、壌曙、祉は，，熱淑紘、額／歓，P鴬麹．、yてく強、）

ノ胤と爾属ず．多くの燐／　　藻柔仕ゴ繁ノ1強1演鉱羅勿’響，［晦獄　　羅総をも顔、ジぐ芸舞1），　羅尋敵鍔議的に嘱馨牽し．く形／戎さ躍レ、燃

ものぐ！ごし』一［ぐ嚢われ』ている、、

鷹大な地城にわ焔／！鷲めなヂ‘〉ケラ、ン鉱床の分布、と，それが一…八定の／l準にかぎ雛

ている託は肇さいし，嬉譲酸篤羅沖1馨．塘麟娯ψラン寿翼分数して嚢、．，1ながら存在㍍、

ていた凱糠推定す考塾根拠とな㎡てい恐箒！・，輔水の趣覇，粕麟械、衆の分解，覆i卜地球イ！タ嚇

耕継の発達は，楓煙）／こおけ嶺麟逡の雛．、聾巌縫起コ鳳ずr麟鵡貸

　地 ド水申のウラニ〆・の行動をきめ馨！き塾な 菱繋の・詔・』）としごぐ，酸化一醗菰1鰯緒｝墾蝶　婆ことが礁重

かめられ編編げ’ノ爵た一二堤の！鵬）鰯暁に嫁瑠　菱化膨藤伽シ・纏・瞬細。§．1

の搬ピ購水の発1翻☆ゾーンでは，1残ンは麟駅で酸化されて，溶液になる、、逆に，

醇薫を’盆む水豫イ．譲i、1麟に1達．1あうと聾職態一謂＿灘｝、1、ブンシャ漸が1額ヌ樋ドぐ》輩，ン謄ン避“沈議艶／灘、

　もし水の中硬序ン鱒行蔓伽報化餐ヲ峰解灘でき麟1胤．嶋ξ謎，（ノ．）な鋸、ギ，細）麟靴物

が黄鉄鉱でおきか粛．られてい馨）ゾーゆ・ゆ種）境（第1図《．1）に近い、慕、ころ1，憲，ウラこ、，

存在す灘はず鴬艶〉る辞た．しかに，酸傷一一饗臨聴拭路れ窟鴫鉱床｛），／鋸知三爵れていて，

豊姻乱vl（畑懲（駒に，軌）記，嚢，簿れ、ている、、

　この場斜こは，う匹ル慧鈎，細）ゾーン、1・の脚雌tソ㌧二、嘱が雛，そ、胤窟、よ，．蜘、誌〆．拶

は還ジ毒状態が支醗し』ぐい愚が，ウラン，試沈殿1，．、環いない無ンー〉ソ㌧ンにウ穏が1濃1熱　・、二

とは，　次の．試う齢鐵撫饗でき恐、、

頻麟沖に謹麟“鞭拶ンの鰯の！）つ経）灘謝．られ、やヂ膨はタ購裏瀞礫更燃曳罐（、』灘脚葱

であ恐。とけに：くい・／ヒノ物の脱落を伴ノニ嚢つた（置、購甲無xの分解は，1慧蔓蓋蕪でのアル’ヵ1ノ溶液，

またはP騒締1蜜で1駿性渥蔽軟尊起烹き（欝3弱．，この勲勲滋へ購1．疑1、凱，水鍵、麟　．膿

触部ぐゾ菰噸婚讐起瀧灘離すなわち，そご◎序顕沈殿1礒菰釜漂

　かく鳴鋤飽〉麟≦溝露厭臨毒笹瀦獺諭ノ㍉碧曳誌ノ、汐勤鱗購湘1慮爵、・！く薩二融接

触細轍おいて戸毅fl麟④炭！ヒ水撫判）生化聯海靴／・聴い／、．磁喋弱搬｛腕＞賃、憾中で，

獣麟鴎麟く）三蜘滅）鵬緯lxの分解す　期二を反映1〆ぐい護．

　　　　　　　　　　　　　　※　　　　　　　　　※　　　　　　　　　※

　この論嬢こあつか’つた資料は，　こヂ）よ今な卸亡．殴ノ）鉱床の妻　顧1馬紅》　まオ．、、β／鈴蟹．｝．／飯に較べて

騨）睡鵜醜なも‘ノ1）であ蕉凡．、と燃，韮醐／している、、ドン麹〆・鉱化作，鍔とそれに伴なう二次的変質は，

舗嫉1蝕諜観／調汰．ズ1、畿透／㎡ズ曾層噛水の1襯曝鎌、匙、じ．匙、（奴る、訟ウ穏．・鮒嶺．1

用は穿鉱床の／蓑、，1に確認繍．れた鰍1鯉聡tlcな離『：性の桝こ，　醗、則的に／置し！ぐいる、、その譲

搬綾糊麟け恐薙癖塑麟（1廓麹｝ξ嚇雑雄購，試，，ぎ獄う撫解残搾ラン・鉱齢粥の

指針として糊！一妬こ読ができる．
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