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帯書しい地質掌

地下資源の話(その8)

前章と前々章でお讃した資源のあり場所と

でき方について述べます

あリ場所(位置･形･局岩)

第1図この図は前に述べた4項目の地下資源が

どんた形でどんな所にあるかを模式化してまとめた

ものです.だが実際にこのようにひしめき合ってい

るわけではなく箪2図の例が比較的混雑している場合

と考えてよいでしょう.では前述の主として金属

原料と粗る資源主として化学工業原料および肥料原料

となる鉱物資源主として窯業原料と征る鉱物資源物

理的特性を利用する鉱物資源のあり場所についてまと

めてみましょう.この第1図を参考にして形とあり

場所の共通するものをひきだしたわけですが高校生｡

中学生の皆さんも自分狂りにまとめてみませんか.

A.主として(1)地下にある鉱床

I堆積岩の中にある鉱床

1)その層理面(2)と平行する板状(層状(3))の鉱床

一第1図の(1)(2)(3).代表的校鉱床は砂

白金砂辰砂とかマンガン黒鉱層状含銅

硫化鉄鉱床の一部桂どがこれに相当します.

2)その層理面と平行しない板状(脈状側)の鉱床

一(4)(5)(6)(7)㈹⑬金銀水銀から電

気石など大方の鉱石がこの形でも現れます.
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3)塊状(5)の鉱床一(8)(9)⑩⑰㈱㈱.後

述するスカルン式鉱床や熱水性交代鉱床が

その1例.

皿火汝岩の中にある鉱床

1)板状の鉱床一ω⑫㈹幽.タングステ1ノ

モリブデン金銀などの鉱脈が多い.

2)塊状の鉱床山⑬ω⑮鯛㈱.白金クロ

ｰム鉄鉱ニッケル硫黄水銀などの鉱床例.

皿変成岩の中にある鉱床

1)その禰曲構造(岱〕と平行する板状の鉱床一円｡.

日本の国際的な地位をもつ含銅硫化鉄鉱々床が

この代表的放もの.外国の鉄鉱のこの種のも

のも世界的に有名です.

2)禰曲構造と平行しない板状の鉱床一帥鋤.

金銀石英脈柾どIの2)とか放り重復します.

3)塊状の鉱床一㈲.鉛亜鉛にこの代表例が

あり神岡鉱111は有名です.

主として地表でできつつある鉱床

I水塊(7)のある所1二分布する鉱床

1)板状(層状)の鉱床一㈱㈱鯛㈱帥海

浜の砂鉄や海底の砂鉄河床の砂金湖底の

硫化鉄硫黄な

ど.

2)不偏則な形の鉱

床一一㈱㈱｡

さ漢ざ談扱形を

修

した塩湖はこ

鳩於{の例で丸

狐嬢地の芥綴則な

形⑳鉱床一㈱

凶㈱紬㈱出火山

から純粋放流鼓

の凝れ出た揚今

坤鉱石露頭が

風化作崩などで

簾め凌とめら

れた揚命かご

第1図

鉱床のあリ勘所と形の懐式図�
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郷2図鉱床分祢図

の形になります.

以上とても完全なまとめといえるものではありませ

んが参考にはなるでしょう.このような鉱床のあり

場所と形だけでもある程度そのでき方を教えてくれ

ます.たとえば堆積岩の層理面に平行した板状の鉱

床は堆積岩と同時にできた可能性の方カミ後でできた

可能性よりもはるかに大きいしそれと逆に堆積岩

の層理面と平行しない板状の鉱床はその堆積岩ができ

茨城県11司猟qの脈状金銀舷味露頭

た後に生成した可能性カミ強いといった

羅一こ1でナここで･可雛･1記し

たのは多くの鉱床がただ1つの単純

な原因で完成したとは断定しがたい

一畦いろいろ在現象をとも在っているから

です.ですからつ1の鉱床の示す現

蛾概象を調べてそのでき方を考える時に

はrおも恋原因｣は何かを追いかけ

る結果になると思ってよいでしょう.

批兵簑簑測鮒簑

緑一二1隻㌶鮒㌶床の主成分

(1)｢主とする｣とあるのは現に地下から地

11船驚嶺灘芒二鳩

(2)層理而:層状に雌繊した粘石の釧…列状雌を示

す而でスレｰト屋根の天然スレｰトが総く

はげるあの而も層理而

(3)層状:この川諦はすでにでき方を含んだこ

とぱで堆積性という内容を暗にポしている

乏,に似た形す棚〕ち板状が適当である

(4)脈状:層状とは反対に堆瀞陛でなく火成

俳という内容を略に示す月傭地質学者の

しばしば州いる｢糧を切っている｣板状のも

ののことである層状はどちらかといえ

ば寝た形であリこの脈状は反対に而立の形

を連想するが必ずしもそうとは限ら征い要はその板状鉱体が

それを含む端石の層理而に平行するかどうかに左右されることぱで

ある

(5)層状や1脈状で汰いものを塊状で一括するさつまいもに似た形

(不規則塊状)ウィンナソｰ･1三一ジのようにつながリ合った袋に

似た形(鉱のう状)煙突のよう枚形(パイプ状)といつたもので讃

しくはさまざまであるその巾昧もその原料資源そのものがぴ

っしりとつまっている級碕塊状のものから｢しみ｣のように点点と

散っている鉱染塊状のものまでいろいろである

金不英脈オンタ

リオ川のゴｰド同一鉱μ1�
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(6)この嗣1山構造とは変成崇であるために堆積措そのものの場合とは

適って見わけがたい何せ堆横着や火成岩ができた後で受けた

強い圧力･高い温度やよそからきた化学元素との交換欣どによって

いろいろ在程度にたとえば火成岩まで堆積岩源の縞(鰯理而のよう

に見えることもある)をもつことがある位に変ることもあるので

しかし最近では専門諌の鍔力によリどうやら正榊こ唯横砦源か火

成岩源かがわかゐようになリ堆繊井源の変成排の桶1血榊造も閉るか

にされつつある

(7)氷塊:川･沼･湖･海とい〔た水の堆主･1ていゐところの水の塊のこ

と水団ともいう

でき方(成因)

鉱床はそれぞれ別々の生成の歴史をもっていると同時

に同じような物理化学的な条件下で同じような生成

の過程をたどったものは互いに共通した特長をもって

います.そういった特長から成因別に(I)岩漿性

鉱床(II)堆積性鉱床(皿)変成鉱床の3つに大きく

わけます.これとは別に鉱床をと･もなう岩石(母岩)

と同じ環境で同じ時代にできた鉱床と母岩のできた

後に生れた鉱床とに区別することもあって前者を同生

的な鉱床(syngeneticdeposit)後者を外生的な鉱

床(epigeneticdeposit)と呼んでいます.ここでは

先の(I)～(皿)について説明します.

岩漿性鉱床

地球内部からもたらされる営力の中でもっとも重要

なも.のが岩漿(1)の作用です.その作用によってできた

鉱床それが岩漿性鉱床です.その種類はとても多い

わけですが岩漿の固まる各段階と場所(深さ)によ

って次のような分類ができます.

I深成型岩漿性鉱床

岩漿の固まる場所が深いか浅いかでできる鉱床も違

マｰ青ます.そのうちの深いところにできる岩漿性鉱

床が深成型岩漿性鉱床で日本には小規模のものが無

数にあります(外国にあるほどの大規模のものはまだ

少ししか見つかっていない).この型のものはまた幾

つかの異なったでき方にわけて考えねぱなりません.

1)正号漿性鉱床

岩漿の正号漿時代にそれが固まる前後に鉱石の鉱物

が結晶として集まったものでしたがってその岩漿の固

まったものである撤麗石･蛇紋岩柾どの岩石を母岩と

する場合が多い.普通の鉱床の形は不規則塊状(2)です.

もっとも温度の高い時にできた鉱床といえます.その

代表的な鉱床は自然鉄白金自然銅金金剛石

クロｰム鉄鉱チタン鉄鉱含チタン磁鉄鉱磁鉄鉱

鋼玉金紅石倉ニッケル磁硫鉄鉱硫化銅長石黒

鉛藷翠だとの各鉱床です.

2)ペグマタイト鉱床

正号漿時代の岩漿よりも稀有元素や水蒸気狂どのガ

ス体の集中した流動性に富んだ物質が地殻の割れ目に

入って固まった脈状の鉱床で通称｢鬼みかげ｣とよば

れる花陶岩質のもIのですが次の気成鉱床に近いものも

あります･一石英カリ長石黒雲母白雲母柘榴

石電気石錫石灰重石輝水鉛鉱輝蒼鉛鉱自然

蒼鉛金ニオブタンタノレリシャ雲母黄玉緑柱

石ジルコン次どの各鉱床.ほかに放射能鉱物.｡

3)気成鉱床

岩漿中の揮発成分(H20B203H2SS02HC1H亘

など)カミ水の臨界温度以上で放散されてできた脈状(主

として)鉱床のことでとくに棚素や弗素の鉱物を伴う

特長があります.前のペグマタイト鉱床や次の次にい

う熱水鉱床にも移り変るその中間型の鉱床です.

嚢

北海道跡除錐紘.li避く夢)麟氣

桝篤猟浦称鉱111激務川飲昧ト斤遊一一希等が隅1鉄鉱の鉱鰯であ答�
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亭くく戸

4土

ウェスト･コ

ロンビア拍塩

鉱床の岩塩ド

ｰム(深度は

フイｰト)

一硫砒鉄鉱錫石鉄マンガン重石輝水鉛鉱輝蒼

鉛鉱硫化鉄鉱ペントランド鉱電気石方弗石燐

灰石金黄銅鉱.

4)接触交代鉱床(スカルン㈹式鉱床)

気成鉱床を作ったような岩漿(固まった火成岩として

は花開閃緑岩石英閃緑岩モンゾニ斑岩花開斑岩

とよぱれるものが多く輝緑岩のこともある)が石灰岩

･ドロマイトや扮岩･輝緑凝灰岩などの岩石の多い地層

中に貫入するとその岩石と反床して鉱床を作りその

時このようたでき方の鉱床にとって表札q役目を果

たすいろいろな珪酸塩鉱物(その集合体をスカルンと

いう)が交代的にできています.日本にとってと

くに軍要なでぎ方の1つで不規則塊状板状網の目

状(網状)といった形をしています.一磁鉄鉱黄銅

鉱黄鉄鉱方鉛鉱閃亜鉛鉱金･銀鉱物蒼鉛鉱物

灰重石輝水鉛鉱錫石赤鉄鉱鉄マンガン重石輝

コバルト鉱輝鉄鉱硫砒鉄鉱鐙石柘榴石珪灰石

硫鉄ニッケル鉄電気石.

5)熱水鉱床

気成綿肺率作らずば､放散され放㍑)高温の物質が

べ岩石の割れ賢を通るあ低温化して熱水となるし端石

を通らなくても措漿が冷え固まってくるにつれてそ

の物質は熱水に狂ります.今では探掘りボｰリング

技術が発達したお蔭で地下3,000～4,000mに狂ると

たとえ火成岩地域でなくても熱水のあることがわかっ

てきました(4〕.このような熱水が地下水に出合ったり

温度や圧力の一方もしくは両方の低下によってい

ろいろな鉱物を沈殿します.またしばしば前述の石

灰岩などに打当ると熱水性交代鉱床とよばれる鉱床を

その捨石と反応して作ります.それらの鉱物組み合わ

せから生成温度がわかるので350丁以上の高温型

350～200回Cの中温型200～10ぴCの低温型にわけられ

ています.これら熱水鉱床の形は母岩の構造や性質

によってまことに種類の多いものです.一金銀

水銀アンチモン錫蒼鉛モリブデンタングステ

:■コバルト鉛亟鉛鉄鐙石絹雲母硫化鉄

電気石砒鉱銅鉱マンガンカドミウム.

lI浅岩漿性鉱床(火山底型鉱床)

今度は地表の下300～1,O00mといった比較的浅い部

分に岩漿カミ入ってきてその中の鉱石物質あるいはそ

の岩漿の源となった本体から岩漿を仲人にしてまとま

った鉱石物質が分離されて作られた鉱床です.この

手の岩漿の働きによる鉱床は岩漿が浅い所故に割合急

に冷え固まるので鉱石鉱物の分布も高温でできるもの

から低温のものまで急に変る特長一おしかさね(テ

レスコｰピング)一があります.ではもう少し詳

しく見てゆきましょう.

1)気成･熱水移化鉱床

上に述べた鉱石物質が岩石の割れ目を満たして沈殿し

たり1部の高温で安定荏鉱物が着石中に交代的に沈

殿した鉱床で高温鉱物から低淑鉱物まで仲好く割合い

せ厳い所に同属しているものです.このような鉱床を

しばしばゼノサｰ列い虜イフの鉱床といいます一

秒固県小抜舷山の塊状銅

鉗･亜鉛鉱床の露天掘り

錫タングステン

銅鉛硬鉛硫

化鉄著鉛砒鉱

の各鉱万古

婁)篤'哺串･紙潟熱

水移化鉱床

王)よりも全体

として少し揖壌が低

くずれた型式の鉱

床ですが形が1)

のよう柱脈状一不

ドイツランメルスペルゲ鉱111の黄銅鉱(白色部)と閑亜鉛鉱

(灰色部)の縞を示す圧砕鉱布�
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燭則塊状というよりも層状一不規則塊状と表現した方

カミ実際に近い感じを示すものです.目下盛んに研究さ

れているわが国の特産といってもよい位に有名な黒鉱

々床はどうやらここに紹介してもよいと思われます.

一錫銅鉛亜鉛カドミウムタングステン砒鉱

硫化鉄絹雲母明ばん石バリウム鉱螢石葉蝋

石ダイアスポア鋼玉ズニ石石膏.

3)低温型鉱床

母岩の割れ目を満たして鉱石物質が沈殿してできた鉱

床で日本の第三紀の火成活動に伴われてその数はき

わめて多い.一般に変朽安山岩や流紋岩とよばれる

岩石が母岩となることが多いし日本にとって大切匁で

き方の1つでもあります.一金銀鉛亜鉛銅

カオリン絹雲母陶石珪石明ばん石セレンテ

ルル水銀アンチモンマンガン.

工I火山噴気型鉱床

岩漿が地表や地表近くに噴出しその中に含まれてい

た揮発性の物質(硫黄など)が噴気となって空中や水中

にでてくる時にその出口近くの岩石の孔とか割れ員の

中に集まったり湖や沼(出口をふさいでいる)の中に

沈殿してできた鉱床です.ですからできた場所でま

とめるとわかりやすいでしょう.

1)陸上火山噴気･温泉型鉱床

火山の噴気を実際に見た人も多いと思います.その

際噴気口の近くが真黄色になったり黒ずんだりしてい

るのに気付きましたか.それが大規模だと硫黄鉱床

いわゆる昇華性(5)硫黄鉱床です1この噴気口の下の方

には硫黄や蛋白石が岩石を交代して散らばっています.

これらの鉱床の形は不規則塊状ですがこの噴気が湖沼

の底で行なわれると層状型の鉱床いわゆる沈殿型流

石灰渚の山

一

�一

モｰ且川=1=1`か人る

＼

では世界に恥じぬ

大き荏鉱床も日本に

はあります､一マ

ンガン硫黄硫化

鉄褐鉄鉱明ばん

石珪石カオリン.

の加i｣にザれ君

2)海底火山噴気･

堆積鉱床

I海底火山の噴気カミ

鉱石物質を伴うと

今鮒簑讐皇その物質はしばしば

海底に堆積します.

瑞石の瞭聞(割れ目)のでき方の例海底のことですから

なかなか見つけがたいうらみはありますが最近の海洋

観測船の働きにより各地からそのあり場所や状況が報

告されるようになりました.もちろん主として層状

に分布しています.これが地層とともに隆起して地

上に現われた鉱床もあるようです.?印をつけたのカミ

それです｡一マンガン鉄鉄マンガン?(6)珪石?

含銅硫化鉄鉱?

(1)拷撤:アルミニウム鉄マグネシウムカルシウムカリウムナ

トリウムだとの珪酸塩や金属酸化物などの非揮発成分や水蒸気炭

酸ガス亜硫酸ガス硫化水素などの揮1発成分でできている高温化

している地下の物質である高温だから溶けてどろどろしていると

考える向きもあるが高圧をうけているので高温であってもどろ

どろしているわけではないとの考えが強まってきている圧力が

失われるという条件をもった時にどろどろの溶けた状態になるとい

う訳である

(2)ほかに板状のものや脈状のものもある.

(3)スカルン鉱物の代表は灰鉄柘酒石ヘデン輝石珪灰鉄鉱瑳灰石

苦土概鰯石金雲母であろう

(4)そのために熱水はすべて岩擬のせいでできたものとするわけにはゆ

かないと考える人が現れ始めたその結論は今後も研究し続け

る必要があるしかし少なくとも鉱床を探す上ではこの事実は

有効なことがらであるたぜなら鉱床を探す地域を火成耕地域に限

る必要がないからである

(s)斜体から蔵接に固体とたること杵は水銀も昇華固1のでき方と考え

莞｡れていたが今は説明どおり一部ははっきりとこのようなでき

方をしている

では次章に残りを回し同時に若干の奇妙な鉱床のお話を

し壊しよう.(箪音は鉱床榔)�


