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寿陽式鉄鉱床って何だ

岸本文男(地質相談所)
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はじめに

これは中国の鉱床関係の論文に出てくるrOO式｣

という呼び名の主に鉄鉱床についての話である.鉄鉱

床以外にも｢○○式｣は使われている.集家式金鉱

床がその例である.これは最近にたって登場し研究

論文カミ次第に増えているように見える注目のタイプの

金鉱床であるからこれにも触れるつもりである.

標題の｢寿陽式｣は34(中国以外のものを加えれば45)

もある｢OO式｣鉄鉱床という表現のほんの一例であ

る.その○○はすべて地名か鉱床名で埋あられほ

かのどのようた言葉も使われていたいことが一つの特徴

である.日本にも地名を使ったこれと似たような鉱

床表現方法が無いわげではたい.有名どころとして

はたとえほ｢別子式｣銅鉱床がありr満州式｣鉄鉱

床があった.地名や鉱山名ではたいが今や世界に通

用するr黒鉱｣鉱床も｢黒鉱式｣鉱床も中国流のr○

○式｣と同じような趣旨の呼称型式である.日本や中

国以外にも似た例はある.｢リオティソトｰ式｣硫

化鉄鉱鉱床とか｢アルプス式｣鉱床とかがそうであ

る.しかし中国ほどの多彩さはない(多彩であればあ

るほど良いかどうかは別問題で生成型式の類似する同一鉱種

の中で○O式が多くなると今度は相互の差が不鮮明になって

くるだろう.そうなってはうまくない).なおこれは

｢○○式｣であって｢○O型｣でたいことに注意して

いただきたい.英語で言えば同じく｢type｣であ

る.だから日本ではたとえばrアルプス式｣をrア

ノレプス型｣と呼ぶこともあるが中国では両者を区別し

ようと努めているらしく(中には日本流にr型｣とr式｣を

特別に使い分けしない人もあるにはあるが)全体的には

｢型｣をもっぱら生成タイプ(r熱水交代型｣rペグマタイ

ト型｣といった風に)に使用しているので念のため.

そもそもこの｢○○式｣は鉱床のタイプや鉱石の姿

･形を思い画くのに便利た表し方で同じタイプの鉱床
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をその代表的た鉱床名で一括表現するもので愛媛県の

別子鉱山の鉱床に似たたとえぼ高知県の白瀧鉱山の鉱

床を層状含銅硫化鉄鉱鉱床と呼んでも正解には違いたい

が同じ層状含銅硫化鉄鉱鉱床に入るスペインのリオ

ティソトｰ鉱山の鉱床よりも母岩の変成度が高く鉱体

の形にも違いがあり地質学の専門家や採鉱の専門家に

とってはその違いをくどくど説明されるよりも｢別子

式｣銅鉱床の方が鉱床のイメｰジを描きやすいのであ

る.成因や既存の分類のどの項目に入れるべきかまだ

明確にたっていない鉱床の場合にはとくに便利な使い

方である.

本題に入る前にまず中国地質出版社カミ出したr地質

辞典｣の(四)鉱床地質｡応用地質分冊から中国が定

義Lている鉄鉱床について紹介しておきたい.この定

義の申に｢○○式｣が続出する.
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中国はかく定義する

｢鉄鉱床irondepos北含有する飲物質が当該時代

の技術条件下で経済的に金属鉄として回収可能であり

かつ一定の鉱量を有する地質体のこと.成因からする

と鉄鉱床は5大別できる.一はマグマ作用と直接関

係がある鉄鉱床で1)分化型後期マグマ鉄鉱床と2)貫

入型後期マグマ鉄鉱床の2種二は接触交代一気液型鉄

鉱床で1)接触交代一高温熱水型鉄鉱床(スカルン型鉄鉱

床)2)高温熱水交代･高温熱水充填型鉄鉱床3)中一

低温熱水交代･低温熱水充填型鉄鉱床の3種三は堆積

作用と関係のある鉄鉱床で1)海成相化学的沈殿型鉄鉱

床2)海成相火山成一沈殿型鉄鉱床3)海成陸成交替相

および内陸湖沼相堆積型鉄鉱床4)沼沢堆積型鉄鉱床の

4種四は地表の風化作用と関係のある鉄鉱床で1)鉄

ゴッサン型鉄鉱床2)ラテライト化型鉄鉱床3)風化残

留崖錐堆積型鉄鉱床の3種があり五は広域変成作用と

関係のある鉄鉱床で1)変成海成相火山成一沈殿型鉄鉱

床と2)変成海成相化学的沈殿型鉄鉱床の2種に細分

できる.地殻とマントル中の鉄含有率の高さに関係し

さまざまた地質時代｡生成環境｡鉱化作用によって鉄鉱

床カミ形成されるため鉱床のタイプは非常に多く生成

タイフが不明の鉄鉱床もいくつか存在する.

中国で重要た鉱業的価値を備えている鉄鉱床のタイプ

は1)広域変成作用を受けた海成相火山成一沈殿型鉄鉱

床たとえば鞍山式鏡鉄山式の鉄鉱床2)分化型後期

マグマ鉄鉱床たとえば撃枝花式バナジンｰチタソｰ磁

鉄鉱鉱床3)接触交代一高温熱水型鉄鉱床(広義のスカル

ン型)たとえば大冶式鉄鉱床4)白雲都博式鉄鉱床
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第2図四川省西昌地区に分布

するバナジンｰチタソｰ

磁鉄鉱鉱床.その代表

が撃枝花鉱床(南端に近

い)である.

(r地質論評｣第26巻

第三期1980から)

5)石健式鉄鉱床6)海成相化学的沈殿型鉄鉱床たとえ

ば登竜式鉄鉱床寧郷式鉄鉱床そしてひん岩鉄鉱床

たとえば梅山式鉄鉱床がある.鉄鉱床中の冶金や鋼鉄

の精練だと工業に利用できる主要た鉄鉱物は鉄の酸化

物である磁鉄鉱(と仮像赤鉄鉱)さらに褐鉄鉱と菱鉄鉱

である｣.(r地質辞典｣(四)198649頁)

それ出たという感じであるがここに出て来たr○

○式｣だけでも九つある.では引き続いて上記｢地

質辞典｣(四)で定義されている各r○○式｣を紹介す�
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第3図大冶鉄鉱山鉱床区域の地質図

(r地球科学｣第四期1984から)

1一第四系,大冶層群:2一策7層の斑状構造を有する大理石3一策6層の苦灰岩質大理石を有する大理石

4一策5層のホルンフェルスを挟有する大理石5一策4層の大理石ホル:■7エルスを挟有する断層地塊6一策

3層のざくろ石一透輝石大理石7一策2層のホルンフェルスを挟右する縞状大理石,8一背斜軸9一正常な地

層と逆転した地層の走向･傾斜10-Tユd6角礫状大理石11-丁皿d苦灰石質大理石,12一中一細粒質の石英含

有閃緑岩13一黒雲母一透輝石閃緑岩14一閃長閃緑岩15一斑状含石英一閃緑岩16一閃緑ひん岩17一ラ

ンプロファイアｰ岩脈18一曹長岩岩脈19一花嵐斑岩岩脈,20一スカルン,21一有露頭鉱体と潜頭鉱体,

22一山字型NW性圧縮一ねじり断裂23一新カタイジアNNE性圧縮一ねじり断裂24一大理石化時代にほぼ相

当するNS性断層25一推定断層

る.紹介の順序は

書かれている順である.

撃枝花式鉄鉱床(Panzhihua-type)

rマグマ分化期後期のマグマ分化型鉄鉱床である.

最初に中国の撃枝花(訳者注:四川省)で発見されたので

この名がつけられた.撃枝花式鉄鉱床ははんれい岩一

かんらん岩などの塩基性火成岩超塩基性火成岩の岩体

中に存在しその含鉱岩体の延長は数㎞から数10㎞

幅は1㎞から数㎞で分化の度合いが高く岩相の

黒帯性が鮮明でその周期も明瞭である.鉄鉱体は岩

体中で多くがかなり観則的に層状を示し岩体の中部お

よび下部に分布しているが岩体の周期的構成体と平行

･互層状で産出する.鉱床は数10層から数層の平行す

る鉱体からたり鉱体の総厚度は数10mから200-300m

にも及び深部延長カミ1,000mを越えるものもある.

鉱石の構造は激密塊状縞状鉱染状を示しウイ

ットマソシュテｰテソ組織離熔組織たどを備えてい

る.鉱石鉱物は主として合バナジン磁鉄鉱とチタン磁

鉄鉱(チタン鉄鉱･尖晶石･ウルボスピネル･磁鉄鉱組成の密

雑した鉱物)粒状のチタン鉄鉱で少量の磁硫鉄鉱と

コバルトニッケル鋼などの硫化物を随伴する.脈

石鉱物は主として輝石アルカリ斜長石かんらん右

隣灰石たどである.鉱石の化学組成は総Fe20-45%

Ti023-16%y2050.15-0.5名Cr2030.1-0.38%

であり徴量の銅コバルトニッケルカリウムマ

ソガソ燐セレンテルルスカンジウム白金族元

素を伴っている.

このタイフの鉱床は鉄のほかバナジンとチタンの重

要た原料資源でありその他の多くの成分も総合的に回

収することが可能である.現在の技術的た条件下では

鉱石は必ず選鉱してからでないと精練に供し得たい｣.

大廟式鉄鉱床

��楡����

rこれはマグマ分化後期マグマの貫入型鉱床に属L

代表的た鉱床は河北省北部の大廟にありそれでこのタ

イプ名とたった.鉱体ははんれい岩や斜長岩中に存在

しその岩体中の割れ目だいしはんれい岩と斜長岩の接

触帯に貫入｡生成したバナジンｰチタソｰ磁鉄鉱鉱床で

ある.鉱体は偏豆状脈状を示し雁行状に配列L

側岩(母岩)との境界は鮮明で下部延長方向では分岐
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第4図華北卓状地基盤変成岩と燕山期貫入岩の分布図

(r地球科学｣第四期1984から)

･合併を繰り返し鉱床の多くは盲潜頭鉱体からなる.

一鉱体は長さカミ数mから数100mである.鉱石は激密

塊状鉱染状を呈し主要鉱物は磁鉄鉱チタン鉄鉱

赤鉄鉱金紅石緑泥石などである.鉄鉱体の側岩は

通常緑泥石化現象と緑簾石化現象を備え鉱染状鉱石

中に少量の斜長石輝石陽起石ウラル石隣灰石が

含まれていることもある.Fe品位では鉱石は中鉱

一貧鉱である｣.

大冶式鉄鉱床(Daye-type)

｢このタイフを代表する大冶鉱床は湖北省大冶県の西

北に位置L複背斜の片側の翼部に賦存し燕山期の閃

緑岩と三畳紀の大冶石灰岩との接触帯に胚胎された接触

変成一高温熱水交代成の鉄鉱床および銅一鉄鉱床であ

る.大冶鉱床の場合一連の鉄鉱体と銅一鉄鉱体が上

記の接触帯に沿って断続的に分布しその分布延長は数

㎞に達し不規則た層様状･嚢状･塊状･脈状を示す.

1988年6月号

一つの鉱体の長さは数100㎜から1,000mに及び厚さ

は3ト120mである.鉱石は綴密塊状で主として磁

鉄鉱からたり浅部には赤鉄鉱が存在する.黄銅鉱と

黄鉄鉱を伴い酸化帯には仮像の赤鉄鉱がある.脈石

鉱物はスカルン鉱物のほか方解石石英たどからな

る.鉱石のFe品位は中一高品位で硫黄含有率が高

く燐含有率は低い｣.

日本のこれと類似する鉱床としては岩手県の釜石鉱

山の鉄鉱床一鋼鉄鉱床がある.釜石の場合は石灰岩が

二畳紀のものだし貫入｡接触した火成岩はひん岩であ

るからそっくりと言うわけにはいかない.先カンブ

リア時代という古い岩層から完新世の地層まで揃ってい

てしかも先カレドニア造山運動からアノレプス造山運動

まで活動を断続した中国の地質発達史とそれよりも蓬か

に若い日本の地質発達史の中での鉄鉱床の生成である.

中国の鉄鉱床が日本よりもタイプ豊富というのは当然の

こと大陸の中国と島弧の日本ではタイフを代表する鉱�
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床の撞模も桁が違って当たり前である.そっくりさん

探しはほどほどにして次に進む.

郁邪式鉄鉱床(Han-Xing-typ｡)

｢一種のスカルン型鉱床で郡鄭一郡台一帯に分布す

ることからこの名が付けられた.燕山期のモンゾナイ

ト閃長閃緑岩閃緑岩たどとオルドビス紀中期の馬家

溝石灰岩との接触帯に賦存する鉄鉱床である.鉱体は

層状レンズ状を呈する.鉱石は塊状鉱染状縞状

団塊状角礫状を示し主として磁鉄鉱仮像赤鉄鉱

スカルン鉱物からたり少量の黄鉄鉱黄銅鉱を随伴す

る.側岩はスカルン化作用曹長石化作用金雲母化

作用などを受けている.鉄鉱体の両側には変質素帯

現象カミ見られる｣.

梅山式鉄鉱床(Meishan-type)

｢ひん岩鉄鉱鉱系に属する鉱床.標式となった鉱床

の鉱体は江蘇省江寧県梅山のはんれい閃緑ひん岩と黒

雲母一輝石安山岩との接触帯に賦存する一大レンズ状

鉱体である.鉱石は主として塊状鉱染状角礫状の

構造を示す.鉱体頂部は角礫状鉱石中一下部は塊状

と鉱染状の鉱石からたる.鉱石鉱物は磁鉄鉱と仮像赤

鉄鉱を主とし菱鉄鉱がそれに次ぎ少量の黄鉄鉱と黄

銅鉱も存在する.脈石鉱物はざくろ石透輝石方

柱石隣灰石炭酸塩鉱物たどである･鉱石のFe品

第5図梅山鉄鉱床の一断面図

(r地質論評｣第26巻第三期1980

から)

1一黒雲母一輝石安山岩

2-Tu-Br凝灰角礫岩

3-pBiα輝石安山岩黒雲母安山岩

4一砂質礫岩

5-Ab(Bi)含透輝石一曹長石岩

6-Di-Gr-Sc変透輝石一銭磐ざくろ石一

曹柱石岩

7-C2γ一Di方輝石一透輝石岩

8一塊状高品位鉄鉱

9一鉱化角礫岩

10一鉱染状磁鉄鉱鉱石

11一カオリン化

12一珪化

13一安山岩と閃緑ひん岩との境界

14一断裂

位は高くバナジンを随伴し硫黄含有率もかなり高

い.鉱体周縁の側岩の変質としてざくろ石化透輝

石化珪化カリオン化黄鉄鉱化炭酸塩化たどがあ

り下位から上位に上記の順に垂直素体配列を形作って

いる.成因による分類ではこの鉱床は接触交代一充

填型に属し部分的には鉱石マグマ貫入型鉱化作用が存

在する可能性もある｣.

田山式鉄鉱床(Aoshan-type)

｢ひん岩鉄鉱鉱系中の気成ペグマタイト鉄鉱床で典

型的な鉱床が安徽省当徐県田山にあるのでこの名がつ

いた.鉱体は不規則脈状もしくは網状を呈し閃緑ひ

ん岩岩体の頂部やその縁辺部に存在し一部は側岩の安

山岩質凝灰岩中にも入り込んでいる.鉱石は磁鉄鉱

(赤鉄鉱)隣灰石透輝石(陽起石)からなりいずれ

も粗品ないし巨晶を作って産出する.陽起石は変成し

てノントロナイトに変り磁鉄鉱陽起石燐灰石は文

象組織を示しときには陽起石が脈状を呈して磁鉄鉱･

隣灰石鉱石中に分布し隣灰石は良型の自形結晶を作っ

ていることがある.鉱石の鉄品位は25-55%以上で

燐含有率は0.n%からn劣硫黄含有率はきわめて低く

珪酸は7-10%である.このタイプの鉱床は昔はマグ

マ分化後期あるいはペグマタイト期に生成した磁鉄鉱

と中温熱水作用によって生成した赤鉄鉱および気成一高

温熱水鉱体からたるものとされていた.1970年代の

中ごろにさらに研究が進み気成ペグマタイト鉱床と考

地質ニュｰス406号�
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岩石マグマと

鉱石マグマ

第6図南京一蕪湖地域の火山岩と関係ある鉄鉱床生成模式図(中国科学院地質研究所｢華東及隣区中,新生代

火山岩｣1984から)

1一青竜累層石灰岩2一黄馬青累層砂岩一頁岩3一家山層群砂岩4一火山体5一火山岩

6一はんれい閃緑(斑)着7一変質体境界8一塊状鉄鉱体9一鉱脈帯10一層状鉄鉱体

11一綱脈一鉱染状鉄鉱体12一黄鉄鉱鉱体13一菱鉄鉱鉱体I一下部淡色変質帯I卜中部濃

色変質帯皿一上部淡色変質帯I-1a一火山源一堆積層状鉄鉱床I-1b一火山源堆積一熱水再成

鉄鉱床I-2a一表成濫流一貫入鉄鉱床I-2b一浪成貫入鉄鉱床]I-1一火山底岩体中の細脈一鉱

染状鉄鉱床1I-2a一火山底岩体と溶岩および火山砕層岩との接触帯付近のペグマタイトｰ高温交代鉱

床1I-2b一火山底岩体と先火山岩系堆積岩層との接触帯の交代鉱床]I-3a一錬鉄鉱一石英脈状鉱床

皿一3b一黄鉄鉱鉱床皿一3c一菱鉄鉱鉱床

えられるようにたった｣.

鳳恩山式鉄鉱床(Fenghuanshan-type)

rこれはひん岩鉄鉱系列中の中一高温ガス熱水交代

一充填鉱床である.このタイプの鉄鉱床ははんれい

閃緑岩はんれい閃緑ひん岩と先火山岩系の三畳紀砂岩

一頁岩たいし石灰岩だとの堆積岩との接触帯に胚胎され

ている.鉱体は主として堆積岩側に賦存しレンズ状

層状を呈している.鉱石は塊状鉱染状を示し磁鉄

鉱燐灰石金雲母さらに透輝石陽起石あるいは

磁鉄鉱から変った仮像赤鉄鉱で構成されている.側岩
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K_C第7図鳳嵐山鉄鉱床区の地質総合断面図

(r地質論評｣第26巻第3期

から)

1一シルト質頁岩

2一石灰岩

3一仮像赤鉄鉱鉱体

4一閃緑岩岩体

5一断層

6一珪化

7一カオリン化

8一炭酸塩化

9一線泥石化

10一赤鉄鉱化

11一大理石化

12一砂岩

1988年6月号�
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第8図貴州雀赫葉県園子菱鉄鉱鉱床の一探査線の断面図

これは鉄鉱山式の鉄鉱床ではたいが続成変質型菱鉄

鉱鉱床の典型例として掲げる.(r鉱床地質｣第6

巻第1期から)

1一堆積性鉄鉱層

2一続成変質菱鉄鉱鉱体

3一苦灰岩

4一石灰岩

5一粘土化シルト岩

6一泥岩

は角礫化していることがありまたいちじるしい炭酸塩

化カオリン化さらに曹長石化金雲母化陽起石化

絹雲母化珪化などの作用を受けている｣

南山式鉄鉱床(Nanshan-type)

｢これは中温熱水鉱床でひん岩鉄鉱床系列に入り

安徽省馬鞍山市の南山にあって中生代閃緑ひん岩と凝

灰岩凝灰角礫岩砂岩一頁岩との主要た接触帯中に賦

存する.鉱体は不規則鞍状を呈し走向方向･傾斜方

向に尖滅一再出現現象が見られる.一鉱体の長さは

240-600m鉱石は鉱染状鉱と網状鉱からなる.鉱石

鉱物は主として磁鉄鉱で赤鉄鉱錬鉄鉱チタン鉄鉱

黄鉄鉱黄銅鉱方鉛鉱を含有する.脈石鉱物は曹

長石灰曹長石陽起石緑泥石緑簾石輝石石膏

隣灰石スフェｰソ電気石黒雲母蛭石金雲母

カオリン絹雲母石英炭酸塩鉱物である.地表部

では仮像赤鉄鉱が主要鉱石鉱物となっている.鉱石

は大部分カミ中一貧鉱で硫黄と燐の含有率がかたり高

くバナジンを随伴している場合もある｣.

鉄鉱山式鉄鉱床(Tiekuang.h･n-type)

rこれは中温熱水性菱鉄鉱鉱床である.その標式

的鉱床は貴州省水城県に位置しデボン系上部統の変質

苦灰岩もしくは苦灰石化石炭岩中に賦存する.鉱体は

多層状構成で鉱化帯は一般にレンズ状扁豆状を呈L

南東方向に雁行配列している.鉱体の形態の変化カミい

ちじるしく膨縮･分岐･合体が繰り返され側岩と漸

移する.鉱石鉱物は主として菱鉄鉱で随伴鉱物とし

て方鉛鉱閃亜鉛鉱黄鉄鉱黄銅鉱四面銅鉱輝銅

鉱輝安鉱などがあり細脈ないし鉱染状を示しながら

鉄鉱石中に分布する.脈石鉱物は苦灰石石英鉄白

雲石方解石重晶石である.Ca-Mg酸化物とSi-A1

酸化物の比は2.14に達しアルカリ質鉱石であり硫黄分

が多く燐分は少ない.鉱体付近の側岩は黄鉄鉱化

鉄白雲石化珪化苦灰石化方解石化重晶石化な

どの作用を受けている｣.

黒鷹山式鉄鉱床(Heiyingshan-type)

r火山源堆積一熱水鉱床である.鉱体は石炭系一二

畳系上部火山岩累層流紋岩層の凝灰岩と強珪化凝灰岩中

に賦存する.含鉱火山岩の上盤は主として凝灰岩下

盤は主として赤鉄鉱ジャスペロイドである.標式的鉱

床の場合鉱体は大小200有余を数え群をたしある

いは点在する.鉱体の形態は比較的複雑で扁豆状

レンズ状ポケット状鳥の巣状たどを呈しほぼ雁行

状に配列する.鉱石は級密塊状ないし鉱染状細脈状

のものからなり主要鉱石鉱物は仮像赤鉄鉱と磁鉄鉱で

褐鉄鉱黄鉄鉱を随伴し脈石鉱物は石英緑泥石燐

灰石方解石蛍石たどからたり量的には随伴鉱石鉱

物に次ぐ.鉱石は高品位鉱と低品位鉱が相半はL鉱

石のおよそ25先カミ平炉用の高品位鉱である.側岩は緑

泥石化珪化黄鉄鉱化炭酸塩化絹雲母化蛇紋石

化作用を受けている.標式的鉱床カミ内蒙古自治区の黒

鷹山に存在するので黒鷹山式の名が付けられた｣.

朱崖式鉄鉱床(Zhuya-type)

r熱水充填一交代型鉱床に入る可能性が大きい.カ

ルスト型風化浸透鉱床とする人もある.山東省溜博県

朱崖にあるのでこの名がある､鉱体は層状脈状

鉱嚢状を示しオルドビス系中部統馬家溝累層第一層上

地質ニュｰス406号�



寿陽式鉄鉱床

一43一

一

一ノ6

η1㌧

第9図宣電鉄鉱床の模式断面図.

Gu一変成岩系Bs一砂岩

Lsr下部石灰岩S一砂岩

ぎ一泌

LS2､

�㈰〰　

(鷹鐘燕r鉱床学原理｣から)

Bsh一頁岩Qt一石英岩Fe一合鉄層

Lsr石灰岩Ls3一上部石灰岩

�㌀

Sh一黒色頁岩

匀

部属の厚い層灰岩同第二層中部層の合フリント石灰岩

カンブリア系上部統の石灰岩中に賦存する.鉱体の上

盤はいずれも鉄に鉱化された石灰岩である.層状の

場合鉱体は群をなして産出するがその規模は大小さ

まざまでその分布は溜河断層とその第2オｰダの層

間裂か側岩の岩種に揚制されている.鉱体中に鉱化

した泥質石灰岩と石灰岩が挟在する.2方向の断層が

交叉する部分に富鉱体が生じている.脈状の鉱体は主

としてフリントの団塊を含有する厚い層灰岩に胚胎

されている.鉱石には褐鉄鉱鉱石赤鉄鉱鉱石赤鉄鉱

一褐鉄鉱鉱石鏡鉄鉱一褐鉄鉱鉱石などがある｣.

宣竜式鉄鉱床(Xuan1ong-type)

｢このタイフの鉄鉱床は河北省の宣化県一竜関県一帯

に分布し長城系串嶺溝累層基底部に賦存する海成相の

化学的沈殿鉱床で3-7層の鉱層が砂岩一頁岩と互層

して厚さ数10mの鉱層挟有層が作られている.その上

位は大江俗累層の石灰岩と石灰質砂岩下位は長城累層

の珪岩で鉱層下盤の砂岩層は漣痕を有L鉱層に対し

て斜層理を示す.鉄鉱体は層状ないL扁豆状である.

一層の鉱層は厚さが0.7-2mで層厚の変化は小さ

い.鉱石鉱物は主として赤鉄鉱であるが最上部の鉱

層の頂部には菱鉄鉱が発達している.さらに鉱石中に

は錬鉄鉱石英方解石黄鉄鉱斜線泥石緑泥石

燐灰石だとも存在する.鉱石構造は魚卵状豆状

腎臓状である.魚卵状鉱粒の中心部はほとんどの場

合が半円形の角張った石英粒でその粒径は数mmで

ある.魚卵状鉱粒の粒問は土状赤鉄鉱と石英砕屠の膠

結物である.鉱石は一般に鉄品位が30-50老硫黄と

燐の含有率はかたり低く珪酸含有率は高い.鉱量の

観模は小さいものから大型のものまでさまざまである｣.

四海式鉄鉱床(Sihai-type)

一｢海成相の堆積合マソガソ赤鉄鉱一菱鉄鉱鉱床で葡

!988年6月号

県系上部統の鉄嶺石灰岩と頁岩の互層の上部層準に胚胎

されている.鉱体は層状たいし鉱嚢状を示し厚さが

1-2mである.鉱石は粒状赤鉄鉱角礫状赤鉄鉱

褐鉄鉱マソガソ菱鉄鉱からたる.2･3の地域では

鉄マソガソ鉱層あるいは合マソガソ鉄鉱層に漸移し極

端た場合にはチャｰト層に変るものもある.鉄鉱層で

の鉱石の品位は中程度で規模は大型もしくは中型主

として河北省北部地域に分布する｣.

寧歯式鉄鉱床(Ningnan-type)

｢鉱床は四川省寧南県に存在するのでこの名で呼ほ

れている.これは海成相の堆積赤鉄鉱鉱床でオルド

ビス系中部統下部の巧家層中に賦存し鉱層挟在帯の延

長は数10㎞に達し幅は1-2㎞である.鉱層の

上盤は灰色･濃灰色の厚い縞状徴晶質石灰岩と砂質泥灰

岩下盤は厚い不規則泥質縞状微晶質石灰岩である.

2層の鉱層で構成され上部鉱層は厚さが数mで赤

紅色魚卵状赤鉄鉱からたり飲物質と炭酸塩によって膠

結され含鉄品位は比較的高い.下部鉱層は厚さがわ

ずか数10cmで紫紅色暗紫色の魚卵状赤鉄鉱と斜線

泥石が炭酸塩と泥質物で膠結された鉱石で構成され含

鉄品位は低い.下部鉱層の下部にも綾密た赤鉄鉱鉱層

があって含鉄品位は比較的高いが層厚･延長ともに.

変化が激しい｣.

江油式鉄鉱床(Jiangyou-type)

r海成相の堆積赤鉄鉱鉱床である.鉱床はシルル系

上部の新灘頁岩に胚胎され一般に3-6層の鉱層から

なりときにはそれが10層にも達しいずれも層状ない

しレンズ状を呈する､鉱石は魚卵状赤鉄鉱集合で構成

され含鉄品位は30-50房Si02が10数名で硫黄分

･燐分はともに少ない.代表的な鉱床が四川省江油県

に賦存するのでこの名があり主として四川省竜門山

脈一帯に分布する｣.�
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第10図寧郷鉄鉱床の堆積濃集状況

(成都地質学院｢鉱床学｣下冊

198282頁から)

寧郷式鉄鉱床(Ningxiang-type)

｢一種の海成相化学的沈殿型鉄鉱床でデボン系中一

上部統の砂岩一頁岩中に賦存する.湖南省寧郷県で最

初に発見された鉱床タイプであるためこの名が使われ

ている.鉱体は層状を呈し主鉱層は1-4層で層

間には緑泥石頁岩ないしシルト質砂岩が挟在する.鉱

層の延長は数100mから数1,000mで通常その先は

緑泥石質砂岩もしくはツルト岩に変り鉱層の厚さは

0.5-2mである.鉱石鉱物は主として磁鉄鉱と赤鉄

鉱脈石鉱物は石英緑泥石炭酸塩鉱物である.魚

卵状構造を備えその魚卵状鉱粒は石英砕屠緑泥石

磁鉄鉱コロボｰム状赤鉄鉱海緑石などでありそれ

らが苦灰石方解石菱鉄鉱に膠結されている.鉱石

の含鉄品位は25-50%一般にSiO｡とPの含有率が高

くS含有率が低い.この寧郷式鉄鉱床は揚子江以南の

各地に比較的広く分布する｣.

和靖式鉄鉱床(Hejing-type)

r海成相の堆積赤鉄鉱鉱床で石炭系下部統に胚胎さ

れ鉱体は層状を呈L延長が数100m厚さが10-20

mである.鉱石は縞状魚卵状を示し主として赤鉄

鉱からたり褐鉄鉱磁鉄鉱錬鉄鉱がそれに次ぐ.

脈石鉱物は石英方解石ジャスパｰ重晶石雲母た

どである.鉱石の品位は中程度規模は大きくない.

このタイフの鉱床は新彊ウィｰクノレ族自治区の和靖県で

発見されているのでこの名カミある｣.

山西武鉄鉱床

�������

｢オルドビス系の侵食面上石炭系中一上部統基底泥

岩中に賦存する鉄鉱床である.鉱体は豆爽状鉱嚢状

団塊状を示し石灰岩中に細脈を作っていることがあり

一般に形態は不観則である.一つの鉱体の規模は落花

生程度のものから長さ･幅が数㎜数10m最大のもの

では100余mに達するものまである.鉱石は綾密塊状

あるいは孔隙のある塊状で赤鉄鉱と褐鉄鉱からなる.

鉱石の含鉄品位は中程度ないし高品位であり硫黄含有

率は比較的低くSi02は数%から20数形燐分は数劣

からO.数名である.この山西武鉄鉱床は河北省山西

省などに分布Lその分布範囲がかたり広いが鉱量規

騒蟄姫誼裏麗籔禽

第11図“山西武"鉄鉱床の産状概念図

(成都地質学院r鉱床学｣上冊から)

1一表土層2一石灰岩3一鉄鉱体

地質ニュｰス406号�
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(馬鐘燕r鉱床学

Fe(HC03)2→FeC03↓十H20+C02↑原理｣から)

模はいずれの場合も非常に小さい.鉱床の成因につい

ては浅海相堆積説古風化殻説堆積黄鉄鉱酸化生成

説がある｣.

浩陳式鉄鉱床(Fu1ing-type)

｢海成相の堆積鉱床である.鉱体は二畳系下部統銅

鉱渓層の頁岩と砂質頁岩中に賦存する.鉱層は厚さが

数10cmから2㎜で豆状硬頁岩層たいし合マソガソ鉄

鉱層に漸移することがある.鉱石は魚卵状豆状ある

いは塊状の赤鉄鉱集合からなりときには黄鉄鉱や菱鉄

鉱を含有することもある.鉱石の含鉄品位は高低さま

ざまで硫黄と燐の含有率は比較的高く鉱床の規模は

総じて小さい.四川省の浩陵県に産するためこの呼

び方がされ鉱床は四川省と貴州省に分布する｣.

寿陽式鉄鉱床(Shouyang-type)

｢湖成相の堆積鉄鉱床である.鉱体は二畳系石倉子

累層中部層の黄緑色砂岩一頁岩層内もしくは同層底部の

紫色頁岩中に賦存し鉱層はレンズ状板状扁豆状を

呈L1-4層からたり一つの鉱層の厚さは一般に

0.5-0.7mである.その厚さはきわめて変化に富み

急激に薄化ないし尖減するのが常である.浅部の酸化

鉱石は綴密塊状の硬マソガソ鉱･軟マソガソ鉱･褐鉄鉱

集合のものから散在団塊状またはクラスト状の硬マソガ

ソ鉱･褐鉄鉱集合で構成されている.深部の鉱石は合

マソガソ菱鉄鉱で緑泥石･燐灰石と共生している.

鉱石の含鉄品位は40形よりも低くマソガソ品位は数劣

から!0数%硫黄含有率は最高O.01劣燐分は数劣以下

である.鉱床の揚模は大きくない.山西省寿陽県に

あるのでこの名がある｣.

秦法式鉄鉱床(Qijiang-type)

r湖成相の堆積鉱床である.鉱体はジュラ紀挟炭層

系の含砂頁岩中に賦存L層状もしくは似層状･レンズ

1988年6月号

状を呈する.レンズ状鉱層の延長は数10mから数100

mに達し厚さは2m以下である.鉱石は魚卵状また

は塊状の赤鉄鉱･菱鉄鉱集合体でときにはそれに褐鉄

鉱が加わり少量の黄銅鉱黄鉄鉱が随伴されている.

さらに含鉄砂岩に変る場合も見られる.鉱石の大部

分は含鉄品位カミ高く硫黄と燐の含有率が低い.鉱床の

規模は中型たいし小型で主として四川省秦江県一帯お

よび貴州省北部に分布する｣.

華亭式鉄鉱床(Huating-type)

｢湖成相の堆積鉄鉱床である.鉱体は白亜紀粘土層

あるいは砂質頁岩中に賦存し層状を呈する.鉱層の

広がりは広いが厚さは1m以下である.鉱石はかな

り多くの粘土を挟雑した赤鉄鉱鉱石で品位は非常に低

い.主として甘粛省の六盤山脈以東の華亭県一帯に

分布する｣.

右江式鉄鉱床(Youjiang-type)

r湖成相の堆積鉱床で第三紀漸新世の挟炭層(コｰ

ルメジャｰ)に胚胎されその鉱石は豆爽状団塊状で

主として菱鉄鉱からたる.鉱石の鉄品位は38%SiO｡

含有率は6-8%である.主として広西壮族自治区の

右江流域に分布するのでこの名がある｣.

温都爾廟式鉄鉱床(Wendurmiao-type)

｢火山作用に関係のある鉱床に属する可能性が大きい

鉄鉱床である.鉱体は緑泥石一絹雲母片岩中に賦存す

る.その片岩は一連の火山噴火堆積物が広域変成作用

を受けて変成したものとされている.鉱体は層状扁

豆状を呈L走向と傾斜は側岩と一致する,一つの鉱

体は延長が200余mから1,000m以上にも達し一般に

厚さが5-10mもっとも厚いところでは100mを越え

ている.鉱石は仮像一半仮像赤鉄鉱赤鉄鉱褐鉄鉱

石英絹雲母そして少量の黄鉄鉱燐灰石マソガソ�
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酸化物などからたる.鉱石鉱物の粒度は小さくFe

品位は30-40%でチタンマソガソ硫黄燐の含有

率が比較的高い.代表的鉱区が内蒙古自治区の鉄道集

二線沿線の温都爾覇地区にあるのでこの名がある｣.

鞍山式鉄鉱床(Anshanイype)

r海成相火山源堆積一変成型鉄鉱床で遼寧省鞍山一

本渓一帯に分布する.鉱床は始生代鞍山層群下部ミグ

マタイト岩層中に賦存する.その下部ミグマタイト岩

層は角閃岩層含鉄鉱層珪質岩層で構成されその

上位は上部ミグマタイト岩層とたっている.含鉄鉱層

は上下2含鉄鉱帯に分れそれぞれ角閃岩雲母片岩

曹長石片岩緑泥石片岩と多層含鉄珪岩で構成されてい

る.たとえば弓長嶺鉱床の場合その地質断面は下部

から上部にミグマタイトおよび角閃岩→緑泥石一角閃石

片岩および雲母片岩→第一鉄鉱層→角閃岩→第二鉄鉱層

→石英一雲母片岩および曹長石片岩→第三鉄鉱層→石英

一雲母一曹長石片岩→第四鉄鉱層→角閃岩→第五鉄鉱層

→角閃岩→第六鉄鉱層→緑泥石片岩･ミグマタイトとた

っている.鉱体は層状似層状を呈し主として含鉄

珪岩(含鉄石英岩)からたり個刈こは含鉄角閃岩を随

伴していることもある.鉱石は綾密塊状および黒白縞

状の構造を示す.その縞は幅が1cmから20-30cm

で磁鉄鉱赤鉄鉱仮像赤鉄鉱石英角閃石と少量

の菱鉄鉱白雲母などからたっている.鉱石は角閃

石一磁鉄鉱一石英鉱磁鉄鉱一石英鉱赤鉄鉱一石英鉱

などに分類できる.高品位鉄鉱石は主として綾密塊状

で赤鉄鉱と磁鉄鉱で構成されときにはルｰズた磁鉄

鉱鉱石のこともある.この鞍山式鉄鉱床は中国ではそ

の大部分カミ低品位鉱で鞍山一本渓鉱区では熱水一交代

･∫ダ南西
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第13図鞍山式弓長嶺鉄鉱床の地質断面概念図

(中国r地球化学｣1983第2期から)

1r上部ミグマタイト2一珪質岩層3一変

質岩4一平炉用鉄鉱5一高炉用鉄鉱

6一上部角閃岩7一黒雲母一石英一曹長石グラ

ニュライト8一中部片岩層

型と風化殻型の高品位鉄鉱もわずかたがら存在し似層

状脈状柱状団塊状鞍状不規則脈状などを呈L

延長カミ数10mから1,000余m厚さが1m以下から数10

m深部延長カミ数10mから1,000mに達するものもあ

る.その場合の鉱石は主として塊状鉱で磁鉄鉱仮

[…コ閑緑岩

区コ背斜軸

口1コ1グマタイ/匝コ鉄鉱

厘≡]向斜軸Eヨ断層

〔コ花開岩

匠国白雲郡薄層群

第14図白雲都博鉄鉱床区域

の地質図

(r地質論評｣第26

巻第3期から)

地質ニュｰス406号�
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像赤鉄鉱ムシュケバイト赤鉄鉱と石英などからたり

ときには角閃石類と緑泥石を伴うこともある.一般に

鉱石の硫黄含有率燐含有率はきわめて低い.富鉱体

の周囲には緑泥石化苦鉄角閃石化陽起石化鉄馨ざ

くろ石化白雲母化などの変質現象が見られる｣.

白雲郡博式鉄鉱床(Baiyun'ebo-type)

r先カンブリア時代の変成苦灰岩(この苦灰岩をマグマ

起源とする人もある)中もしくは苦灰岩と珪質粘板岩との

接触部に賦存する稀元素と稀土類元素の含有率の高い

巨大な鉄鉱床.鉱体中に苦灰岩が挟在し下盤の苦灰

岩中にはそれと平行する小鉱体が見られる.鉄鉱石の

鉱物組成は複雑で主として磁鉄鉱赤鉄鉱仮像赤鉄

鉱からたる.希土類･稀金属鉱物および脈石鉱物とし

ては蛍石ソｰダ輝石曹閃石黒雲母金雲母重

晶石コロンバイトバイロクロァエシナイトチタ

ソエシナイトニオブエシナイトフエルスマイトチ

タン鉄鉱金紅石包頭鉱黄河鉱モナズ石バスト

ネサイト褐簾石チェフキナイトラソタナイトフ

ォスフォセライトなどがあり少量の金属鉱物すたわ

1988年6月号

第15図江西省の一新会式鉄鉱床の

地質断面関係図

(｢鉱床地質｣第5巻第

1期から)

1一絹雲母千枚岩

2一線泥石一絹雲母千枚岩

3一線泥石千枚岩

4一鉱層と鉱層番号

5一磁鉄鉱

6一黄鉄鉱

7-Fe平均品位/平均厚度

��

ち黄鉄鉱磁硫鉄鉱方鉛鉱閃亜鉛鉱黄銅鉱輝水

鉛鉱硬マソガソ鉱だとも随伴している.鉱石は蛍石

型稀土類型苦灰岩型ソｰダ輝石一曹閃石型に分類で

きる.そして鉱石は級密塊状構造縞状構造互層状

構造斑状構造鉱染状構造を呈する.側岩はカリ

踊主類弗素バリウムによる変質交代作用を受けてい

る.白雲都博鉄鉱床はかつて特殊た高温熱水鉱床

堆積変成鉱床堆積一再生鉱床などに入れられていたこ

とがある｣.

大栗子式鉄鉱床(Da1i.i-type)

r原生界遼河層群の千枚岩中および炭酸塩岩中の被変

成堆積鉄鉱床である.鉱体は多層構成で各鉱体は平

行分布し一鉱体の延長は100-300m厚さは1-5m

ないしそれ以上で傾斜延長は走向延長よりも大きい.

鉱石は赤鉄鉱鉱石磁鉄鉱鉱石菱鉄鉱鉱石混合鉱

鉱石に分類できる.赤鉄鉱鉱石と磁鉄鉱鉱石の側岩は

千枚岩であり菱鉄鉱鉱石は変成石灰岩中に賦存する.

赤鉄鉱鉱石と磁鉄鉱鉱石はFeに富みSとPの含有率

カミ低くMn含有率カミ高く平炉および高炉用の高品位�
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第16図

椰�

国1座コ1囲3国4図5呂6回7回8田9･

内蒙古自治区の旬日汗鉱床区における変成海成相火山源一堆積鉄鉱床の断面

この鉱床は温都爾廟式鉄鉱床の例である.

(r天津地質鉱産研究所所刊｣1981第3号から)

1一第四系温都爾廟層群:2一変成石英安山岩質凝灰質砂岩3一絹雲最一緑泥

石一石英千枚岩,4一線泥石片岩,5r変成海成相火山源一堆積鉄鉱体,6一変

成海成相火山源一温流鉄鉱体,7一スピライト質ソレアイト8一スピライト質凝

灰岩9一試錐井

鉱石になる.菱鉄鉱のFe品位は30-40%そしてMn

とSの含有率は一般にやや高い.鉱床の規模は大きく

ない.吉林省の大栗子に賦存するのでこの名があ

る｣

臨江式鉄鉱床(Linjiang-type)

r海成相の堆積鉄鉱床である.1層の鉱層カミ層状を

なして震旦系石英砂岩層中に賦存する.鉱層胚胎層の

延長は断続40㎞以上に達するが可採鉱体は小さく

鉱体の厚さはわずか1-2mにすぎたい.鉱石はシャ

モザイトｰ菱鉄鉱一赤鉄鉱一磁鉄鉱構成である.鉱石

鉱物の粒径は小さくFe品位は中程度でMn含有率

が比較的高くSとPの含有率は低くNiCrCoな

ど多くの金属元素を随伴する.鉱量の規模は小さく

吉林省に存在する｣

新会式鉄鉱床(Xinyu-type)

r原生界上部系の弱変成岩申の被変成堆積鉄鉱床であ

る.下盤は緑泥石片岩上盤は含磁鉄鉱一絹雲母片岩

である.鉱体は総じて単層で層状を呈L延長数10

㎞にわたって断続し一鉱体の延長は数1,000m厚

さは2-5mである.鉱石は太縞状磁鉄鉱珪岩と細

縞状緑泥石一磁鉄鉱珪岩である.鉱石鉱物は磁鉄鉱

仮像赤鉄鉱脈石鉱物は石英緑泥石などからたりFe

品位は25劣前後である.鉱体の一部に少量の錬鉄鉱

たいし白雲母方解石ざくろ石カミ含有されあるいは

少量の黄鉄鉱磁硫鉄鉱黒雲母だとカミ合まれているこ

とがある｣.

鋳鉄山式鉄鉱床(Jingtieshan-type)

r変成作用を受けた海成相堆積鉄鉱床である.甘粛

省那連山脈のカレドニア地向斜中の古生界下部系中に賦

存する.鉱石中に錬鉄鉱カミ多いことから錬鉄山鉱床の

名が付けられた.鉄鉱を胚胎する岩系は雑色千枚岩

と珪岩(変成泥質石灰岩を挟有)である.鉄鉱層は層状

扁豆状を呈し灰緑色一黒灰色千枚岩と整合的に互層L

て産出する.鉱体は延長2,000m以上にわたって分布

し鉱体の厚さは10-150mである.鉱石は主として

黄灰色灰紅色黒褐色の縞状構造を示し菱鉄鉱錬

鉄鉱碧玉重晶石が細粒一小粒状鱗片状を呈して粗

粒のアソゲライトと重たり合いそのため黒白の縞カミ作

られその縞は幅カミ2mm以下のものから100mm以上

に達するものまである.鉱石には塊状鉱と鉱染状鉱が

あり方解石黒マソガソ鉱褐マソガソ鉱および少

量の黄鉄鉱と黄銅鉱たどを含んでいることもある.鉱

石は菱鉄鉱鉱石鏡鉄鉱鉱石混合鉱石に分類できる=

含鉄品位は中程度硫黄含有率は比較的高い.鉱床の

規模は中程度大量の錬鉄鉱と重晶石を有することカミ中

国での他の被変成海成相堆積鉄鉱床との違いである｣.

石稼式鉄鉱床(Shilu-type)

｢海南島の石藤に存在する.鉱区は主として浅海一

潟湖相の砂岩頁岩泥質苦灰岩苦灰岩苦灰質石灰

岩からたりいずれも岩石は軽度の広域変成作用を受け

東にプランジLた複向斜構造を示しその複向斜構造の

西端と両側は中生代の花商岩に占められている.一群

の鉄鉱体が苦灰岩中と苦灰質石灰岩中に発達する透輝石

地質ニュｰス406号�
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第17図遼東半島寛匂県大西盆の白菜地鉄鉱床の地質

落陽地質鉱産研究所の研究者は｢寛旬式｣鉄鉱床という

特別な分類を行いこの鉱床を寛旬式に入れ気成一交

代スカルン型の生成体としている.

(r落陽地質鉱産研究所所刊｣1981第2巻第

1号から)

1一蛇紋石化大理石

2一鉄鉱体

3一大理石

4一磁鉄鉱粒状岩

5一断層

岩および透角閃石岩内に賦存し主鉱体は延長が2,570

m幅が460m最大垂直写度が430mに達している.

鉱石は鱗片状赤鉄鉱を主とし少量の磁鉄鉱と半仮像赤

鉄鉱鉄ジャスパｰなどを伴い脈石鉱物は主として石

英である.また鉱石は塊状鉱が主で鉄品位が高く

燐含有率が低いが一部の鉱石は硫黄含有率が高い.

鉱量は非常に多くその中で平炉用高品位鉱が20%を占

め石礒鉄鉱山は中国での重要た鉄鉱石供給源とたって

いる.この種の鉄鉱床の成因については今なお統一

された見解がない.高温熱水交代説堆積一熱水富化

説火山源一堆積一変成説などの諸説がある｣.

大紅山式鉄鉱床(Dahongshan-type)

r原生界下部系会理層群のアルカリ(ソｰダ)に富ん

だ火山岩を挟有する変成岩系中の大型鉄(一綱)鉱床.

雲南省大紅山脈中に存在するのでこの名がある.5

帝の鉱化帯を有し第一鉱化帯と第二鉱化帯が主鉱化帯

である.第一鉱化帯は3層の含磁鉄鉱銅鉱層と5層の

菱鉄鉱鉱層からたりPti一･系の中一上部のざくろ石一

黒雲母一苦灰質変成石灰岩およびざくろ石一黒雲母片岩

中に賦存する.鉱体と側岩はほぼ整合し菱鉄鉱鉱体

は小規模たレンズ状を呈する.第二鉱化帯は主要た鉄

鉱層帯でその鉱体は層状たいしレンズ状で側岩は変

曹長岩一部カミ変成石灰岩であり鉱体とその側岩は漸

移し塊状紋密た高品位鉄鉱が外側に向かって次第に含

磁鉄鉱曹長岩に移り変る.その鉄鉱石には綾密塊状

角礫状鉱染状の3種があり鉱石鉱物は主に磁鉄鉱と

赤鉄鉱で構成されチタン鉄鉱黄銅鉱黄鉄鉱斑銅

鉱を随伴し脈石鉱物は石英と曹長石そして絹雲母

黒雲母緑泥石苦灰石燐灰石電気石からたってい

る.銅一鉄鉱石は縞状細脈一鉱染状塊状を示L

磁鉄鉱黄銅鉱菱鉄鉱を主としチタン鉄鉱赤鉄鉱

斑銅鉱磁硫鉄鉱たどがそれに次ぐ.その脈石鉱物は

曹長石苦灰石黒雲母緑泥石石英さらにざくろ

1988年6月号

石角閃石燐灰石電気石で構成されている.鉄鉱

石は珪酸と燐の含有率が高く硫黄含有率が低く部

分的にはバナジンに富んでいる.側岩の変質はいちじ

るしく変成現象も複雑かつ強く表れている｣.

起案庄式鉄鉱床(Zhao㌔nshuang-type)

r標式的鉱床は河南省舞陽県超案庄に位置し始生界

太華層群下部統中に賦存し超塩基性貫入岩体に胚胎さ

れている.その含鉱超塩基性岩は岩床として超案庄累

層の片麻岩中に貫入し巨大な層状およびレンズ状を呈

して断続分布する.鉱床は大小さまざまだ多くの層状

レンズ状を呈する鉱体からたりその形態と岩体の形態

は基本的に一致しかつ鉱体は側岩と漸移関係にある.

鉱体の厚さと岩体の厚さは大体正比例する.鉱石は主

として塊状鉱と鉱染状鉱で構成されるが局部的には縞

状鉱も見られる.鉱石鉱物は磁鉄鉱を主としチタン

鉄鉱黄鉄鉱磁硫鉄鉱がそれに次ぎ徴量の鉄マソガ

ソ重石ク回ム鉄鉱硬クロム尖晶石赤鉄鉱褐鉄鉱

歴青ウラン鉱方トリウム石黄銅鉱硫鉄ニッケル鉱

自然銅白鉄鉱鋭錐石を伴う.縞状鉱石の縞は磁

鉄鉱と燐灰石蛇紋石角閃石などで形作られている.

鉱石は典型的たシデロニティック組織及びチタン鉄鉱と

磁鉄鉱の固溶体分離組織を有する.鉱石は燐･硫黄･

マグネシウムの含有率が高く合バナジンｰチタソｰ鉄

鉱石としては品位カミ中程度でバナジン燐ウラン

トリウムだとが総合利用できる.鉱床の規模は中程度

である｣.

雲洋式鉄鉱床(Yunfu-type)

｢第四紀湖沼中に飲物質が堆積して生じた褐鉄鉱を

主とする鉄鉱床である.鉱体は層状及び扁豆状を呈し

第四系更新統(Qp｡)の地層中に賦存し下盤は石英一

雲母片岩結晶質石灰岩岩質ツルト岩である.鉱石�
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第18図｢ひん岩鉄鉱床｣のモデル(成都地質学院｢鉱床学｣上冊から)

δπ一輝石閃緑ひん岩J3Krジュラ白亜系安山岩J1.2一家山砂岩Tr黄馬青砂岩一頁岩下1.2一青竜

層群石灰岩一･一変質帯境界

(1ト鉱染状鉄鉱床(陶村式)(2)一脈状一網状一角礫状一塊状鉄鉱床(田山式)(3)一接触交代型鉄鉱床(梅

山式)(4)一接触交代型鉄鉱床(鳳嵐山式).(5)一層状一層状様鉄鉱床(章旗山式)(6)一黄鉄鉱鉱床(向

山式)(7)一赤鉄鉱(錬鉄鉱)鉱脈と同鉱脈帯

I.方柱石一曹長石化帯1I一曹長石化一輝石･陽起石･燐灰石･磁鉄鉱化帯皿一黄鉄鉱化一珪化帯

は褐鉄鉱を主とし粘土･岩屑･化石植物片を挟有す

る.鉱石はほとんどが高炉用の高品位鉱である.付

近には黄鉄鉱が風化Lて生じ･た中型の鉄ゴッサン型褐

鉄鉱鉱床があってそのゴッサンの下位は黄鉄鉱に変

る.そのため雲洋式鉄鉱床は付近の黄鉄鉱が風化し

て溶脱された飲物質が凹所に再沈殿して形作られたもの

と推測されている.雲浮鉱床の場合鉱床の規模は小

さいカミ品位カミ高く採掘しやすく現在では完全に採

掘済みである｣.

以上が前記のr地質辞典｣に掲げられた中国版r○○

式｣鉄鉱床のすべてである.読まれてそれぞれに日

本や中国以外の国々の鉄鉱床と比較されたことだろう､

各位が汲み取られるものがあることを願う次第である.

しかし欠けていると思われるものも無くはたい.た

とえば3-5年前に中国の専門誌を埋めた福建省の

馬坑鉄鉱床を代表とする｢馬坑式｣鉄鉱床が書かれてい

改い.馬坑鉄鉱床及びその類似鉱床の成因だけでなく

産状についてもまだ大きく問題を残しているのであろう

か.それにしても北京と南京と福州との問でフェア

ｰな大規模な論争を展開していたし対立する2説の

それぞれの支持者たちの詳細た論文集まで出版して論

議を深めるべく努力していたのには感動したものだが

多分まだr地質辞典｣に書けるまで深まっていないのだ

ろう.

｢馬坑式｣だけでなく第18図にあるようにr陶村

式｣｢章旗山式｣r向山式｣の各鉄鉱床も有名たr神

楽農式｣鉄鉱床もこのr地質辞典｣(四)では扱われ

ていたい.紙数の制限があって割愛されたのかどうか

は判らたいが外国人の筆者でさえ知っているような有

名鉱床の○O式である.もう少し記載項目を多くして

あれぽさらに利用価値の肩い地質辞典が出来上がった

と思う.勝手た言い分かも知れないが.

なお上に登場した鉄鉱床には当然いろいろだ後

目談カミある.たとえば最後の雲洋式鉄鉱床の標式鉱

床である雲浮鉄鉱床にまつわる後目談それは1987年4

月10目付の新聞“中国地質報"から翻訳転載すれば次

のようにたる.

｢中国最大の硫化鉄鉱生産基地一広東省の雲浮硫化

鉄鉱鉱山は最近建設が成って試験生産に入った.計

画年産粗鉱量300万tのこの鉱山は中国の重要た硫酸

化学工業の基地になる.

雲浮硫化鉄鉱鉱山の建設老たちはこの中国の“硫黄の

都"の建設に力をつくL見苦奮闘実に7春秋に及んだ.

露天採掘場の巨大た剥土作業は順調に進展した.高

品位鉱の破砕工程と低品位鉱の選鉱工程の2系列からな

る欠きた選鉱所は日産硫化鉄鉱精鉱7,000t以上の設計

でこれは現在のところ中国の硫化鉄鉱鉱山としては最

大規模の選鉱所である.粗鉱から精鉱までの生産のフ

地質ニュｰス406号�
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策19図福建省の馬坑鉱床61号線地質断面これが馬坑式鉄鉱床という分類を生みそうだ鉱床

(｢ScienticaSinica｣Vo1.26No.101983から)

1-P1戸P1刎泥岩砂岩2一石灰岩3一大理石4一安山岩5一玄武岩6一

カリ変質玄武岩･珪化玄武岩7一花嵩岩8一蛍石一磁鉄鉱9一透輝石一磁鉄鉱

10一方解石一磁鉄鉱11一コンドロダイドｰ磁鉄鉱12一生鉱体13一岩石化学分析試料

採取点と番号14一断層

ロｰシｰトは比較的高水準のもので1m3大の塊鉱を

破砕する所用時間は30分を下回りそれでその塊鉱は粒

径3mm以下の商品規格鉱に変る.その商品規格鉱は

もちろんそれ以上の選鉱も処理も必要とせずそのまま

中国で言う沸騰炉に投入できるものである.そして今

雲浮硫化鉄鉱鉱山で生産する優れた硫化鉄鉱精鉱は

国際市場で絶大た信用を得つつある.

雲浮硫化鉄鉱鉱山の鉱床は七二三地質隊だとカミ試錐た

どによる探査で確定したものでその鉱量は中国の基準

での特大型規模に達しアジアでは最大世界では第2

位に位する.鉱石の品位は中国の同種の鉱床の中で

は最高である.雲浮硫化鉄鉱鉱山の生産移行は中国

の化学工業農薬化学肥料医薬火薬冶金製紙

石油化学だとの諸工業の発展にとって重要た意義を備え

ている｣.

｢地質辞典｣に書かれていたように褐鉄鉱の鉱体はす

っかり掘り取られてしまったが硫化鉄鉱(黄鉄鉄)の

開発で雲浮鉱山は蘇ったのである.同慶の至りという

べきであろう.日本でこれとそっくりた鉱床を求めて

も見当たらたい.北海道の虻田鉱山の鉱床も群馬県

の群馬鉄山の鉱床も当てはまらたい.雲浮のように

日本でも蘇る鉱山はたいものか.金山では九州の鹿

児島県で蘇った菱刈鉱山の金鉱脈があるけれど.

さてここで最初に約束した集家式金鉱床の定義を紹

1988年6月号

介して本稿の締めとしたい.

集家式金鉱床(Jiaojia-type)

｢標式とたった鉱床が山東省の集家にあるのでこの

名称カミつけられた.鉱床は広域性の断裂破砕一変質岩

帯中に賦存し鉱化帯は連続性に富み形態は単純で

鉱石のタイプも一種類だけで被選鉱効率も高いたとの

特徴を備え中国内外ですでに知られている金鉱床タイ

プと対比することは困難である.山東省集家地区の第

四系には準砂土が広く発達しその下位は膠東層群の地

層からたり主として黒雲母ミグマタイト斜長石角閃

岩片麻岩結晶片岩たどで構成されている.鉱体は

破砕変質岩帯中に賦存する.この破砕変質岩帯は玲瑳'

花嵩岩(γ51)邦家嶺斑状花崩閃緑岩が構造破砕作用と

熱水変質作用を受けて生じたものである.鉱体は脈状

肢いし帯状を呈し延長が1,000m金平均の幅が2-

4mである.主要鉱石鉱物はエレクドラムそして黄

鉄鉱であり脈石は主として石英と絹雲母である.側

岩はラテライト化絹雲母化だとの変質作用を受けてい

る.金属硫化物銀たどを随伴する｣.

おわりに

このr地質辞典｣には中国でまだ発見されていない�
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第20図クルスク異常磁域のレベジソスキｰ

鉄鉱山の露天堀切羽､(今日のソ連邦

1980年第1号)

第21図レベジソスキｰ鉄鉱山の鉱石運搬列車.

(今日のソ連邦1980年第1号)

タイプの外国の鉄鉱床も記述されているがそれらをこ

こで紹介するのは本文の本旨てたい.しかしその

記載の一例を紹介して引用した｢地質辞典｣の利用価

値の判断や将来の地学関係辞典類の出版の参考に供した

いと思う.引き続き目を通していただげれば幸いで

ある.

庫爾斯克式鉄鉱床(Kursk-type)

r被変成一堆積鉄鉱床でソ連ヨｰ戸ツバ部分の中央

部に位置し始生代一原生代前期のクルスク変成岩層群

中に賦存する.鉱床帯の延長は600㎞面積は15万

km2で多くの鉄鉱採鉱区からたっている.すでに探

査確認ずみの鉱量が数100億tその半分以上が高品位

鉱で現在のところ世界最大の鉄鉱床である.この鉱

床は磁気異常にもとづいて発見された潜頭鉱床でその

ためクルスク異常磁域鉄鉱床(KMA鉄鉱床)と呼ばれる

こともある.鉱体は火山源堆積岩起源の変成岩中に賦

存し稼行富鉱体は複向斜軸部の含鉄珪岩(含鉄石英岩)

の風化殻中に分布し古期ラテライト化風化殻の残留堆

積生成物で水平広がり型および垂直広がり型の分布を

示す.水平広がり型富鉱体の分布は広く層状吊鐘

状を呈し含鉄石英岩の頂部に存在し走向方向に帯状

を示し鉱量規模は大きい.垂直広がり型の高品位鉱

の分布には限りがあり急傾斜した層状および換形を呈

し規模は比較的小さい.表成高品位鉄鉱は主として

仮像赤鉄鉱錬鉄鉱水赤鉄鉱菱鉄鉱石英からたり

Fe品位は56-62房である.鉱石は孔隙に富み多く

はルｰズである.このほか再沈殿型堆積一変成型

熱水交代型の高品位鉄鉱体がある.再沈殿型の礫状と

角礫状の鉱石は崖錐生成体および洪積生成体で通常

含鉱層の最上部もしくは地形的凹所に分布する.堆積

一変成型富鉱体は炭酸塩鉱物と磁鉄鉱からたり含鉄石

英岩と下位の結晶片岩との接触帯中に分布し熱水交代

型の高品位鉄鉱体は一般に個六の鉱床中の含鉄石英岩の

角礫岩化帯中に賦存する｣.

おわり
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