
地質ニュｰス485号,51-62頁,1995年1月

ChishitsuNewsn〇一485,p.51-62,Janua町,1995

資料

中国の非金属鉱物資源

一中国破産資源図説明書(抄訳)一

訳:須藤定久1)

《訳者まえがき》最近,r中国破産資源図(500万分の1)｣

が発行された.金属鉱物資源,非金属鉱物資源,エネルギ

ｰ資源の分布図各1枚と説明書から放っており,中国語版

と英語版がある.分布図は英語版も中国語版もほぼ同じ内

容だが,説明書の記述内容は若干異なる.

中国語版の目次は以下のようになっている.1.はじめ

に,2.編図の原則(1.基本原則;2.地質背景図の基本内

容;3.破産資源図の内容と鉱床のタイプ区分),3.中国

の金属鉱物資源(1.黒色金属(鉄鋼関連)鉱物一鉄,マソガ

ソ,クロｰム,チタン;2.有色金属(一般金属)鉱物一綱,

アルミニウム,鉛･亜鉛,タングステン,錫,アンチモ

ン,水銀,モリブデン,ニッケル;3.貴金属鉱物一金,

銀),4.中国の非金属鉱物資源(1.冶金工業補助原料鉱物

一耐火粘土,蛍石,マグネサイト;2.化学工業原料鉱物

一硫黄,りん,重晶石,ホウ素,塩類;3.建築材料鉱物

及びその他の鉱物一セメント用石灰石,石材類,ガラス用

珪質原料,カオリン,ベントナイト,石膏,黒鉛(石墨),

石綿,滑石,白雲母,ダイアモンド,宝玉石(宝石及び貴

石),5.中国のエネルギｰ資源(1.石炭;2.亜炭;3.石

油と天然ガス;4.オイルシェｰル;5.ウラン;6.地

熱),6.おわりに,参考文献.付録として1)金属鉱産地

索引,2)非金属鉱産地索引,3)エネルギｰ資源産地索引

が添付されている.

英語版の説明書では,3.金属鉱物資源,4.非金属鉱物

資源,5･エネルギｰ資源の章がそれぞれ,1.概要;2.

資源のタイプとその時空分布;3.資源の将来,の3節構

成とたっており,概要が記述されている.

中国語版では英語版に比べ鉱種別にかなり詳しい説明が

たされ,全体の埋蔵量も示されていること,地名や鉱床名

が漢字表記で分かり易いことなど中国語版の方が我々には

親しみ易く,かつ,興味深い.そこで,簡略化した中国非

金属鉱物資源図を示しながら,ここでは中国語版の4.非

金属鉱物資源の章を抜粋して邦訳した.また,中国の行政

区分と主な地名を第1図に示した.各自治区については

簡略化して表示したものもある.地名や鉱床名の表記につ

いてはできるだけ忠実に記述したが,特殊な漢字について

は,類語で代用したものもある.

なお,中国の金属鉱物資源や地質の概要については,金

属鉱業事業団から詳しい資料(例えば,金属鉱業事業団

(1989)など)が出版されているので参照して戴きたい.
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中国の主要地名
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第2図

中国の非金属鉱産資源分布

図

(その1:耐火粘土,ホタル

石,マグネサイト)

｢中国非金属破産資源図

(500万分の1)｣を簡略化.

主な資源産地:

〔耐火粘土コ1:貴州省貴陽

市,2:山西省陽泉市.

[ホタル石]3:断江省武義

県,4:湖南省嶋湘県桃林

村.

[マグネサイトコ5:遼寧省

海城県,6:山東省抜県

中国の非金属鉱物資源

非金属鉱物資源,あるいは工業原料鉱物資源は,燃料資

源,金属鉱物資源以外で工業的に利用される岩石鉱物だと

の天然鉱物資源である.

中国は世界的にみても,非金属鉱物資源が比較的豊富な

国の1つである.最近の探査の結果,金属や燃料資源に

比べて,非金属鉱物資源は優勢であり,有望な資源である

ことが明らかとたってきている.

中国の非金属鉱物資源の探査･開発･利用は新中国の成

立後に始まり,1950年代,1960年代に化学肥料や冶金関

係の資源の産地カミ大規模に調査され,農業や鉄鋼などの重

工業を支える鉱山が設立された.1970年代,1980年代に

は,非金属工業は,飛躍的発展期をむかえ黒鉛(石墨),石

綿など伝統的な非金属鉱物資源が大量に採掘･利用され,

かつ藍晶石,珪灰石,ベントナイト,アタパルジャイトだ

との一連の新しい非金属鉱物資源の利用が始まり,中国の

豊かな非金属鉱物資源をもとに非金属工業の体系が初めて

形成された.1990年現在,86種,6,700の地点において,

非金属鉱物資源の探査が行われ埋蔵量が明らかとたった.

これらの中で世界有数の鉱物資源は20種に及ぶ.世界で

3位以内に入る資源は,ホタル石,マグネサイト,硫黄,

りん,重晶石,珪灰石,滑石,石綿,石膏,芒硝,ベント

ナイト等10余鉱種である.大部分の鉱種で,国内の需要

を十分に充すことが確認されているが,カリ塩,ダイアモ

ンド,天然塩,ホウ(棚)素,高級宝玉万等は不見してお

り,需要をまかたいきれない.

実際の工業的用途にかかわらず,中国では非金属鉱物資

源は,冶金工業補助原料鉱物,化学工業原料鉱物,建築材

料鉱物の3種類に分類される.鉱物資源図にはこれらの

うち比較的重要な24鉱種が示されている.つまり耐火粘

土,ホタル石,マグネサイト,硫黄,りん鉱,重晶石,芒

硝,カリ塩,ホウ(醐)素,ソｰダ塩,天然塩,セメント用

石灰石,花闇岩,大理石,ガラス用珪質原料,カオリン,

ベントナイト,石膏,黒鉛(石墨),石綿,雲母,滑石,ダ

イアモンド及び宝玉石の24鉱種である.

1.冶金工業補助原料鉱物

冶金工業補助原料鉱物には16種約1,100ヶ所の産地があ

る.この種の資源は豊富で分布も広く,品質も良好で資源

の供給条件が良いたとの特徴もある.鉱物資源図(第2図

参照)上に表示されたのは耐火粘土,ホタル石,マグネサ

イトである.

[耐火粘土]資源は豊富で,埋蔵量は20.8億tである.

高アルミナ粘土が16%,軟質粘土が19.4%,硬質粘土が

64.6%を占めている.産地は,山西,河南,河北,内蒙古

等を中心に,全国26省(区)に広く分布している(第2図).

鉱石の質は良好で,A1203含有量が高く,Fe203含有量は

低く,Ig.1oss(灼熱減量)が小さいなどが特徴である.形

成年代は,北部では石炭紀,南都では二畳紀が主で,これ

にジュラ紀,第三紀と第四紀が続いている.

鉱床のタイフは堆積鉱床あるいは堆積岩中に賦存するも

のが主で,総埋蔵量の97%がこれに属している.一般に

大規模で品質も良い.鉱床の基盤の性質に基づいて次のよ

うに区分される.

(1)炭酸塩岩の侵食面上の鉱床;形成年代は石炭紀と二畳

紀,鉱石は高アルミナ粘土と硬質粘土が主で,これが中国

の耐火物原料として現在開発･使用されている主要た対象

である.典型的な鉱床は下部石炭系の湖南省湘潭県講家

山,上都石炭系の山西省陽泉地区,上部二畳系の山東省溜

博市等の耐火粘土鉱床がある.

(2)炭酸塩岩中の鉱床;石炭系,二畳系,ジュラ系に多
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く,第三系と第四系には少ない.硬質粘土と軟質粘土が主

で,産地としては石炭系の山西省朔州県時崎,二畳系の河

北省唐山市開平,ジュラ系の内蒙古自治区東勝,第三系の

黒龍江省牡丹江市,第四系の広東省清達県源潭等の鉱床が

ある.

(3)カオリン質泥岩中の鉱床;鉱床は主に石炭系と二畳系

の炭質層中にある.例えば遼寧省本渓市牛心台や山西省山

陰県千井などの鉱床である.

これらの他に風化堆積物中の耐火粘土鉱床中に賦存する

ものがある.この種の鉱床の分布は限定されている.主要

な鉱床は中･酸性の貫入岩の風化殻中に発達L,海南省恭

珠山県長晶,雲南省元江県園達等の鉱床がある.規模は大

きくはない.

現在,貴州省貴陽市と山西省陽泉市が中国の高アルミナ

粘土の供給基地となっている.耐火粘土資源は国の産業の

発展を支えるのに十分なものが確保され,産出量が国内需

要を満たして余りあるので,年間100万t以上が輸出され

ており,なお増加傾向にある.

〔木タル石]資源は十分に豊富で,埋蔵量はCaE2で

1.3億tある.産地は23省(市･区)におよぶが,ややかた

よりがあり,湖南,断江,福建,広東,江西,内蒙古等の

省(区)に比較的集中した分布を示している(第2図).ホ

タル石はホタル石単独で鉱床をつくるものと,金属鉱床に

伴って産出するものとがある.CaF2品位60%以上の富鉱

は全国埋蔵量の10%以下であり,主に単独型鉱床,例え

ば甘粛省高台県七玖泉や福建省建陽県回潭などの鉱床から

産する.単独型のホタル石と随伴型ホタル石の埋蔵量の比

率はおおむね半々である.

中国のホタル石鉱床には主要な3類型がある.

(1)中一酸性貫入岩に関係した鉱床;燕山紀の花歯岩の接

触帯の中に多く賦存する.様々な岩石が母岩とな.ってお

り,鉱床は変成岩や火山岩中にも存在する.湖南省榔県柿

竹園タングステン参金属鉱床に伴うホタル石や雲南省介旧

市の錫鉱床に伴うもの,湖北省紅安河ホタル石鉱床などが

ある.

(2)火山活動に関連Lた鉱床あるいは火山岩中の鉱床;中

国東部の沿海地方には陸成火山岩が発達L,ホタル石鉱床

は火山活動と断裂構造の規制をうけ,断江省徳清県銀子

山,武義県,曝県から山東省平度県等にかけての単独型ホ

タル石鉱床のように,鉱床は常に火山岩中あるいは,火山

凹地縁辺の構造断裂帯内にある.中国北部の海成火山岩区

内にも内蒙古自治区四子王族(訳者注:旗は中国内蒙古地

方の行政単位)岩阻莫下敷包ホタル石鉱床が発達している.

鉱床の形成年代は,ジュラ紀後期一白亜紀前期.鉱床の規

模は大きく,常に密集して産出し,鉱床群を形成し品位は

高い.

(3)堆積作用に関連するか堆積岩中に形成された鉱床;炭

酸塩岩中の物には,河北省平泉県双洞子ホタル石鉱床,砕

屑岩中のものとしては湖南省衡東県銀鉱油ホタル石鉱床な

どがある.

断江省武義県,湖南省桃林村が主要な生産基地であるホ

タル石は重要な輸出鉱物原料ともなっている.

[マゲネサイト]資源は埋蔵量2.8億tと豊富で,世界

でもトップクラスである,95%が遼寧省と山東省に集中

分布している(第2図).中国のマグネサイトは良質で,

Mg0品位が高く,不純物が少なく世界的に有名である.

上級品が全体の必%以上を占める.中国のマグネサイト

鉱床のほとんどは変成岩中にあり,全国埋蔵量の99%以

上がこの類型の鉱床のものである.鉱床は原生代下部の厚

いマグネシウム質炭酸塩岩中に多く賦存し,常に帯状分布

を示し,延長数10-100㎞,幅数㎞に達し,巨大なマグ

ネサイト鉱床帯を形成している.鉱床は層位的に安定し層

状,擬層状,レンズ状で産出し,延長数㎞,幅100-

1,000mと規模は極めて大きい.典型的鉱床は原生代の宇

遼河層群大石橋累層のマグネシウム質炭酸塩岩中にある遼

寧省海域鉱床,原生代粉子山層群の山東省披県マグネサイ

ト鉱床などである.この他震旦系,デボン系,三畳系中に

も小型鉱床が産出する.これらとは別に,内蒙古自治区烏

粒特旗察漢奴魯のように超塩基性岩の風化帯中にマグネサ

イト鉱床が産出する.クロｰム鉄鉱床を伴い,鉱床の規模

は小さい.

中国のマグネサイトの重要な生産企業は遼寧省のマグネ

サイト公司と山東省の鉱山で,マグネサイト鉱は中国の最

も優秀な輸出品ともたっている.

2.化学工業原料鉱物

化学工業原料鉱物は53鉱種,約3,500ケ所の産地が知ら

れている.資源は全体的には比較的豊富で,重晶石,芒

硝,ソｰダ塩,化学工業用石灰岩などが優勢な資源であ

る.ただし,硫黄や燐等肥料用資源は鉱石の品位が低かっ

たり,あるいは鉱石の選鉱･開発条件が理想的とはいえた

かったりする.ホウ素の資源は近い将来需要カミ見込まれる

が選鉱の問題が解決できなければ,中期的に資源不足とた

ろう.カリ塩は少なく,大部分が輸入にたよらざるを得た

し･.

[硫黄]資源は埋蔵量14億tと豊富で,硫化鉄鉱

(54.7%),副産物としての硫化鉄(22.3%)と自然硫黄

(23.0%)の三種からなる.これらは広く全国の28省に分布

し,主要なものは山東,四川,内蒙古,広東,江西,安

徽,吉林,雲南,貴州省などである(第3図).硫黄鉱床

は多種多様であるが,おおむね次の4つに分類できる､

(1)堆積鉱床あるいは堆積岩中の鉱床;炭層を伴う地層と

関係するものと,炭層に関係しないもの双方がある.関係

Lないものは河北,湖南,断江,山東,青海省などに分布

し,時代は震旦紀,カンブリア紀,中一新生代などで,代

表的な鉱床は,震旦系高千層群中の興隆県高板河黄鉄鉱鉱

床,古第三系官庄層の山東省大文蒸発岩中の占然硫黄鉱床

などである､炭層に伴うものは広く分布するが華北,華

東,西南地区にかたよっており,優勢なものは西南地区の

雲南,貴州,四川等の省に集中している.北方では上部石

炭系本渓層,南方では上部二畳系,竜潭層が主で,これに

次ぐのが,三畳系一ジュラ系である.典型的鉱床は河南省
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潟封(石炭系),貴州省四面山(二畳系)と四川省周家等の硫

化鉄鉱床がある.

(2)変成作用に関連するか変成岩中に存在する鉱床;この

鉱床の主要の分布は,内蒙古,遼寧,広東等の省(区)にあ

る.形成年代はカンブリア紀前期,デポソ紀前期で,鉱床

の規模は一般に大きく,鉱石も豊富であり,これらが開発

･利用の主要な対象となっている.代表的な鉱床は内蒙

古自治区炭審口,東升廟と広東省雲浮県大降坪硫化鉄鉱床

などである.

(3)火山作用に関連あるいは火山岩中に賦存するもの;海

成火山作用と密接に関係Lた鉱床で西北部の海成火山岩が

発達する地区に分布している.甘粛省白金村銀灰のものは

銅硫化鉄鉱の大型鉱床に一件だっている.このタイプは中国

で最も豊富た大型硫化鉄鉱床である(硫黄(S)品位40%以

上を考慮).陸成火山作用に関係したものは白亜紀火山岩

中の安徽省向山黄鉄鉱鉱床のように,南東沿海部の陸成火

山岩中に分布する.

(4)中一酸性貫入岩に関係Lた鉱床;斑岩型,接触交代

型,熱水充填型などが含まれる.鉱床の形成はマグマ活動

と関係しており,多くの金属の硫化物,硫化銅,硫化モリ

ブデンなどが組み合わさって,火成岩内,接触帯の内外,

あるいは母岩の断裂構造をうめて発達する共生型硫化鉄鉱

床である.典型的鉱床は江西省徳興の銅モリブデン硫化鉱

床(燕山早期,斑岩型),安徽省の銅官銅硫化鉄鉱床(接触

交代型,燕山早期中浅性酸性火成岩と石炭紀二畳系の炭酸

塩岩の接触帯),河南省商南県銀家溝硫化鉄鉱床(鉱床は震

旦紀のドロマイトを伴う岩石と燕山期カルクアルカリ花嵐

岩の接触帯)である.

中国では硫化鉄鉱鉱床と随伴型硫化鉄鉱床が開発されよ

うとしている.自然硫黄鉱床は低品位であり,かつ不均質

であることから未利用である.内蒙古,広東,江西,安徽

第3図
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図

(その2:硫黄,燐,重晶

石,ホウ(棚)素)

｢中園非金属破産資源図

(500万分の1)｣を簡略化.

主な資源産地:

[硫黄コ1:内蒙古,2:広

東省,3:江西省,4:安徽

省.

[燐コ5:貴州省開陽県,6:

雲南省昆明市,7:湖北省

荊裂地方,8:四川省金川

県,9:湖南省濁陽県,10:

貴州省錦屏県.

[重晶石]11:湖南省貢渓

県,12:貴州省天性県.

[棚素コ13:遼寧省管口県

寛旬県,14:吉林省集

安県.

省だとが硫化鉱の生産基地となっており,硫化鉄の生産は

国内需要を満たしている.

[燐コ資源は豊富で埋蔵量300億t,すでに150億t以上

が確定しており,世界石数である.産地は広く全国26の

省(区)におよび西南及び中南地区の湖北,雲南,貴州,湖

南,四川の五省に集中している(第3図).燐鉱床のタイ

プは様々たものが比較的よく揃っており,主要たものとし

ては次のようたものがある.

(1)堆積岩に関連した鉱床及び堆積岩中の鉱床;最も重要

な鉱床で,主た分布は楊子地塊西部と秦嶺摺曲帯以南の地

区にある.形成年代は震旦紀とカンブリア紀である.鉱床

は貴州省の開陽鉱床や湖北省荊嚢燐鉱床等のように上都震

旦系陸山浩累層や灯影累層の浅海成堆積性燐鉱床で,規模

が大きくP205品位も比較的高い.下部カンブリア系の梅

樹村累層の浅海堆積の燐鉱床は,雲南,四川,陳西等の省

に分布し,雲南省の混陽燐鉱床と四川省馬辺燐鉱床などが

例である.このほか中一上都デポソ系中に燐灰石鉱床があ

る.四川省の什那鉱床が例である.

(2)変成作用に関係した岩石あるいは変成岩中に賦存する

鉱床;始生代,原生代の海成堆積の燐灰岩が広域変成作用

を経て形成されたもの.貴州省(訳者注1江蘇省と記述さ

れているが貴州省の誤りと思われる)の錦屏燐鉱のように

鉱床を含む岩系は原生代海州層群の石英岩白雲岩,雲母片

岩,大理岩と燐灰岩からなり,鉱床は延長20㎞,市100-

150m,上･下両層を含めて,厚さは数一致10㎜,P205平

均品位16%,鉱石鉱物は合フッ素燐灰石で,鉱床の規模

は中型である.

(3)超塩基性一基性貫入岩に関係した鉱床;主要分布は遼

寧,河北,山西,陳西,山東,黒竜江省など.鉱床は塩基

性,超塩基性,アルカリ超塩基性岩中にある.始生代の変

成塩基性岩中には河北豊手県の招兵溝,遼寧省建平県簸箕

地質ニュｰス485号�
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山燐灰石鉱床がある､塩基性岩一超塩基性岩中の鉱床とし

て河北省承徳の燐鉱床がある.インドシナ期のアルカリ超

塩基性岩中の鉱床には河北省の濠鹿県撃山里鉱床などがあ

る.

(4)風化堆積物中の鉱床;鳥の糞が堆積し,溶脱され形成

されたもので,形成年代は第四紀更新世と完新世である,

中国では南シナ海の西沙諸島や南沙諸島に分布している､

この他,湖南省湘潭県や広西壮族自治区徳保県等の燐鉱

床のような風化･溶脱作用によって形成された燐鉱床があ

る.

中国の燐鉱床はウラン,バナジウム,硫黄,マソガソ,

希土,ニッケル,モリブデン,ヨｰド等の有用成分を常に

共生あるいは伴っており総合的利用が可能である.

中国の燐鉱床の鉱石の品位はやや低く,平均P205品位

16.8%で,P205が30%をこえる富鉱は全国賦存量の6.6%

にすぎない.鉱石は選鉱が難しい燐鉱型が主で,地理的分

布では南に多く北に少たい.比較的資源は豊富であるが,

開発･利用や遠距離大量輸送だと一定の難点がある.

中国の重要な燐の生産基地は貴州省開陽県,雲南省昆明

市,湖北省荊嚢,四川省金川,湖南省濁陽と貴州省錦屏の

六大燐鉱山である.

[重品宿]資涼は豊富で埋蔵量は6億t以上に達する,

可採鉱量は4億t近い.全国22の省(区)に広く分布する

が,貴州(1/3を占める),湖南,広西,甘粛,江西,山東

等の省(区)に集中Lている(第3図).鉱床はいくつかの

主要類型がある.

(1)堆積性あるいは堆積岩中に賦存する鉱床;総量の

74%を占める.秦嶺摺曲系と楊子台地縁辺の断裂帯内に

分布Lている.母岩は下部カンブリア系の炭質あるいは珪

質な泥岩を主とし,一部はデポソ系中にある.鉱床は層状

あるいは擬層状で産出し,常に共生あるいは伴うものに,

燐,バナジウム,ニッケル,ウラン,モリブデン,銅,硫

黄などがある.鉱床は湖北省随州県柳林,湖南省新見県貢

渓,貴州省天柱と広西壮族自治区豪州県寺村等のように帯

状分布を示す.

(2)火山作用と関係があるか,火山岩中に賦存する鉱床;

重晶石の多くは鉄あるいは参金属と共生Lており,甘粛省

錬鉄山重晶石鉱床のような典型的な鉱床では,重晶石鉱床

は鉄鉱層中にレンズ状に産出し,重晶石鉱物は,菱鉄鉱,

錬鉄鉱中に帯状,細粒鉱染状に分布する.

(3)中性一酸性貫入岩に関係した鉱床;純粋な重晶石脈と

してあるいは参金属重晶石脈として各種母岩中に生じてい

る,鉱体は断層による明瞭な規制をうけている､鉱石の品

位は高く,BaS0星が普通80%に及ぶ.鉱床の規模は中小

のものが多い.代表的鉱床は,広西壮族自治区豪州県藤

村,湖南省衡陽県言草子山等の鉱床がある.

中国の重晶石は産出量が多く晶質も良好である.国内需

要をみたすのみたらず,主要た輸出品となっており,世界

最大の生産国,輸出国とたっている.湖南省貢渓県と貴州

省天柱が最も主要な重晶石鉱床とたっている.

[醐素]埋蔵量はB203量で4,000万t以上であり,産

1995年1月号

地は14省(区)に分布し,遼寧,青海,湖北,西蔵等の省

(区)に集中している(第3図)､主要な鉱床タイプは次の

とおりである.

(1)変成岩中の鉱床;重要なタイプであり主にカンブリア

紀以前の隆起区に産し,原生代の変成岩中にあり,一般に

観模が大きい.鉱石のタイプは合ポロソマグネサイト型,

合ポロソマグネサイトｰポロソマグネシウム鉄鉱型,含稀

土･ウラン鉄鉱型に分けられる.前二者はすでに利用され

ているが,後者は選鉱の問題がなお解決されていない.代

表的鉱床は,遼寧省風城県翁泉溝･寛旬県廠溝と吉林省集

安県高台溝等である.

(2)中一酸性貫入岩に関係した鉱床;主要分布は華南地方

でカルシックなスカルン中に産し,燕山期花嵐岩と関係し

ている,江蘇省六合県治山や湖南省常下県七里坪だとの鉱

床がある.

(3)堆積作用に関連した鉱床;現在の塩湖鉱床で主な分布

はチベット高原の現代塩湖盆地中に分布している.主な鉱

床としては比較的重要な地位を占めている青海省大湖･小

柴旦湖やチベット自治区申札牡佳里湖等の鉱床がある.

重要な生産鉱山は遼寧省管口県･寛旬県と吉林省集安県

などである.

[塩類コこの種の鉱床は,堆積作用に関係しており,

堆積岩中に鉱床が形成されている.盆地では塩類は地表で

の蒸発作用によって沈澱･堆積して作られ,蒸発鉱床とも

呼ばれ,ホウ(棚)素,石膏,ソｰダ塩,カリ塩,マグネシ

ウム塩,天然塩,芒硝,よう素,臭素などをふくんでい

る.これらのうち,ホウ素についてはすでに述べた.また

石膏は建築材料鉱物の項で述べることにする.

中国の塩類は豊富で分布も広い.震旦紀から第四紀まで

地史上のそれぞれの時代ごとに塩類の堆積時期がみられる

が,新生代第三紀,第四紀に集中している.形成上の特徴

は三畳紀以前のプラットホｰムでは海成塩類の堆積が主で

あるのに対し,三畳紀以後のものは,陸成の砕周一蒸発岩

が主となっている.

芒硝1芒硝とCポ芒硝が含まれる.資源は豊富でNa2

S04埋蔵量は155.4億tで世界有数である.分布は13省

(区)に及び青海,四川と内蒙古に極度に集中Lている(第

4図).中国の鉱石は品位が良く鉱石の平均品位は,Na2

S04で34.2%,C肝芒硝が多い.特に大型の鉱床は青海省

荘崖大波灘･西寧礪溝鉱床などである.

鉱床のタイプとしては,古期塩湖成芒硝鉱床と現世(第

四紀)の芒硝鉱床とがある.古期塩湖成鉱床は新生代に形

成されており,中国東部の紅層盆地(江蘇,江西など)と西

部の紅層盆地(新彊ウィグル自治区トルファン盆地,青海

省ツァイダム(柴達木)盆地,雲南省礎雄盆地や安寧盆地)

中にある･芒硝は,常に岩塩や石膏と共生しており,四川

省新津Ca一芒硝鉱床と第三紀の雲南省勧録Ca一芒硝鉱床な

どが産出例である.現世の芒硝鉱床は主に北緯30｡一49切

間に出現している.山西省連城県の中期更新世の硫酸

Na-Mg塩類鉱床と更新世後期一完新世の岩塩一芒硝鉱

床,新彊ウィグル自治区ハミ(拾密)市の七角井の現世の岩�
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図

(その3:塩類:芒硝,カリ

塩,天然ソｰダ,ソｰダ

塩)

｢中国非金属破産資源図

(500万分の1)｣を簡略化.

主な資源分布地:

1:山西省運城県(芒硝),

2:新彊ウィグル自治区ハ

ミ市(芒硝),3:青海省ツ

ァイダム盆地(芒硝,カリ

塩,天然ソｰダ,ソｰダ

塩),4:四川省成都市(芒

硝,カリ塩),5:雲南省

(芒硝,カリ塩),6:湖北

省(芒硝,カリ塩)

塩一芒硝だとの例がある.

山西省運城県,新彊ウィグル自治区ハミ市,四川省成都

市が重要な生産基地となっている.中国を代表する非金属

鉱物の1つである.

ソｰダ塩(岩塩):資源は豊富でNaC1埋蔵量は3,645億

tに達する.17省に分布し,中でも青海,四川,雲南,江

西,湖北等の省で特に豊富である(第4図).鉱床のタイ

プは古期の岩塩鉱床,現世の塩湖岩塩鉱床と海岸沿いの地

下の塩水鉱床である.

古期岩塩鉱床:固体の塩(岩塩)は海成炭酸塩岩中と砕屑

岩中の岩塩鉱床に分けられる.海成炭酸塩岩石中の鉱床

は,主に四川省の成塩盆地,南充盆地,成都盆地,熱江盆

地,万県盆地などの盆地群に分布しており,四川省西塩鉱

床だと著名な鉱床がある.鉱床の規模は大きく鉱石の成分

は均質でNac1品位が高い.中国で発見されている最も古

い岩塩は震旦系灯影累層のもので(四川省長寧県一帯),こ

れに次いでオルドビス紀(陳西省長慶)のものがあるが,工

業的に重要な岩塩層は,下部三畳系嘉陵江累層,中部三畳

系の雷口波累層のもので下,中都三畳系の鉱床の総層厚は

1,000㎜以上に達する.鉱石はほぼ純粋な岩塩を主とし,

NaC1品位は一般に80-90%に達する.砕屑岩中の岩塩鉱

床は中一新生代の盆地中に産し,発見された中で最も古い

岩塩層は雲南省とチベットのジュラ系のもので,最も若い

ものは昆金山麓とツァイダム(柴達木)盆地の第三系中一鮮

新統のものである1鉱化作用は白亜紀後期～新三紀始新世

一漸新世で最も強かった.本タイプの鉱床は,内陸湖に堆

積して形成されたもので雲南,湖南,湖北,江西等の省に

集中分布している.鉱石は共生成分が多く,品位は中程度

でNaC1含有量は40-80%である.岩塩層は多数あり,単

層は比較的うすく一般に厚さは数10cmから数mで,全

体の厚さは数100mに達する.典型的鉱床には雲南省思

茅塩鉱床(古第三系,孟野井累層),新彊ウィグル自治区庫

車塩鉱床(古第三系漸新統),江西省清江塩鉱床(古第三系

漸新統)などがある.

現世の塩湖岩塩鉱床:内陸の乾燥地区の閉鎖流域盆地中

に発達する.主に西部と北部の高原地区,砂漠地区に分布

し,特に甘粛,寧夏,青海,新彊,チベット等の省(区)に

発達している.塩湖鉱床は一般に地表に露出しているかあ

るいはごく浅所に埋蔵されている.固体塩の層あるいは液

体として産出し,固相と液相が共存し,相互に転化する.

固体塩は主に青海省荘崖大波難塩湖と内蒙古自治区吉業秦

塩湖たどで産出する.固体塩と地表塩湖の塩水が共存して

いる例としては,青海小柴旦塩湖と新蓬丁湖等がある.

海浜の地下がん(餓)水鉱床:主に山東省の莱州湾,次い

で遼寧省の遼寧湾,天津市の渤海湾などに分布している.

地下がん水は,第四紀更新世後期一完新世の砂層中の砂礫

中の地表付近に塩あるいは濃縮海水を含む地層があり,地

表水あるいは地下水がこれを溶かしだしてかん(戯)水が形

成され,孔隙に富む地層内に鉱床が形成される.かん水中

には常にカリ,臭素,ヨウ素,ホウ素,リチウムなど多く

の有益な元素が含まれている.

中国の塩業は発達し,塩の生産量中,井戸塩,鉱石塩,

湖沼塩の三老が全体の33%,海塩カミ57%を占めている.

用途では57%が工業用,39%が食用,4%が農漁業用であ

る.国内の塩市場は需給が安定しており,年50万tが輸出

されている1

天然ソｰダ:資源は更に発見される可能性をも■っている

が,探査により明らかとなった埋蔵量はNa2C03+NaH

C03で5,750万tである.河南,内蒙古,青海の三省に分

布している(第4図).

鉱床のタイプには古い時代のソｰダ鉱と現世のソｰダ鉱

とカミある.鉱床の形成年代は第三紀と第四紀である.河南

地質ニュｰス485号�
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省虞城と安棚天然ソｰダ鉱床は古いソｰダ鉱の代表であ

る.虞城鉱床は秦嶺摺曲帯の南東端の虞城盆地内にあり,

ソｰダ鉱は下部第三系五里堆累層中にあり,ソｰダの層は

36層と多い.鉱石鉱物は天然ソｰダを主とし次いで重炭

酸ソｰダと岩塩で,Na2C03平均品位は54.90-33.96%,

鉱床の規模は大型に属する.現世の塩湖ソｰダ鉱床は主に

内蒙古自治区二連盆地,吉林省松遼盆地,青海ツフイダム

(柴達木)盆地と新彊ジュンガル(准回葛爾)盆地などに分布し

ている.典型的鉱床は内蒙古自治区察千里門語爾ソｰダ鉱

床で,ソｰダ湖の面積21㎞2であり,鉱床は上部更新統

一完新統湖相泥層中に賦存し,主要肢鉱層は三層,単層の

厚さは1-3m,Na2C03品位24-26%,NaHC03品位1.64-

4.71%である.

中国のソｰダ工業は発展し,1990年の純ソｰダ産出量

は379万tで,主に合成ソｰダであり天然ソｰダはごく少

ない.主要生産企業は内蒙古自治区察千里門語爾ソｰダ鉱

山である.天然のソｰダが増加すると合成ソｰダは減少す

るので,今後天然ソｰダの鉱床探査が進むと天然ソｰダの

割合が増加し,半分位が天然ソｰダとなろう.

カリ塩:KC1埋蔵量は約4億t,埋蔵量はまだ限られて

おり,採鉱がやや難しい.すでに知られた産地は青海,雲

南等6省に分布しており,中でも青海省が96%以上を,

雲南省が3%を占めている(第4図).鉱床のタイプには

現世墳湖型,古期塩湖型と地下がん(戯〕水型とがある.現

世の塩湖型のカリ塩鉱床が中国のカリ塩として最も重要で

ある､主な分布は青海省ツァイダム(柴達木)盆地の西部

中都の塩湖地区に分布しており,その中で最大の鉱床

は爾汗塩湖,台吉乃爾塩湖と里坪塩湖および荘崖大浪カリ

鉱床である.古期塩湖型の代表的鉱床は白亜紀後期の雲南

省江城県勧野井固体カリ塩一岩塩鉱床と古第三紀の山東省

大波ロカリ塩鉱床たどがある.古期地下がん水型ソｰダ塩

としては四川省自責県井関(下部三畳系)鉱床があるが,

探査で明かとたった埋蔵量は数万tである.カリ塩の埋蔵

量の中では,塩湖の沈積塩の結晶の間にあるかん水が

89%,現世の固体カリ塩が5%,塩湖の地表かん水が

1.5%,古期の固体カリ塩が4.4%,その他0.1%となって

いる.

3.建築材料鉱物およびその他の鉱物

建築材料鉱物およびその他の鉱物としては52種が含ま

れ,約3,500ヶ所の産地が知られている.その分布は広く,

鉱量も多く,品質もすぐれている.ダイアモンド資源が乏

しく,宝玉石(宝石及び貴石)の探査･開発が期待されてい

る以外,大部分の鉱産物は,国内の需要を十分に充たしえ

るものであり,一部鉱産物は,国際市場でも重要な地位を

占めている.

[セメント用石灰石]セメント原料用の標準的石灰石

に合致する化学組成をもった石灰石である.資源は非常に

豊富であり,鉱量は388.6億t.上海地区を除げば,全国

に普遍的に分布しているが,とくに華東,中南,西北など

の地区には鉱量が多い.中国のセメント用石灰石の分布は

1995年1月号

非常に広い(第5図).鉱床は堆積岩中の鉱床でかつ化学

的た沈積型が主であり,90%以上を占める.機械的な堆

積型は約8%,生物性堆積型が1～2%である､カンブリ

ア紀から中生代まで各時代の鉱床が形成されている.

華北地区では,石灰石鉱床は主にカンブリア紀前期の府

君山累層,中期カンブリア紀の徐庄累層,張夏累層,カン

ブリア紀後期の嵩山累層,長山累層,嵐山累層,オルドビ

ス紀中期の馬家溝累層や峰々累層等に産出する.例えば,

河北省豊潤県王宮菅鉱床(中部オルドビス系)たどがある.

東北地区では石灰石鉱床は,主にカンブリア系～オルド

ビス系にあり,一部は石炭～二畳系に産し,吉林省双陽県

羊圏頂子(上部石炭系)鉱床が代表的鉱床である.

華東,中南,西南等の地区では,鉱床は,上部古生界と

三畳系中に産し,震旦系,オルドビス系とデボン系にも若

千の鉱床が賦存している.重要たものは,下部石炭系の石

澄子石灰岩,中部石炭系黄竜石灰岩,上部石炭系舟山石灰

岩,下部二畳系栖霞石灰岩と茅口万灰岩,下部三畳系の大

治石灰岩,中部三畳系嘉陵江石灰岩たどに伴うものであ

る.典型的鉱床としては,雲南省大理県下関(下部デポソ

系),四川省潅県竜洞子(上部石炭系),湖北省黄石市黄金

山(下部三畳系)などがある.

西北地区では,カンブリア系,オルドビス系,デボン

系,石炭系が主で,甘粛省永登県人聞子(中部オルドビス

系),青海省大通県毛家溝(中部カンブリア系),新彊ウィ

グル自治区ウルムチ市柳樹溝(中部石炭系)等がある.

中国のセメソト工業は近年急速に発展し,1990年のセ

メント生産量は,2.1億tで6年連続世界一となった.1990

年の輸出量は693万t,金額で2億US$であった.セメン

ト用石灰石鉱山とセメント企業は,全国に分布するが,渤

海湾沿岸部,長江三角州,珠江三角州が輸出用セメントの

基幹的生産基地となっている.

[石材類]花歯石と大理石が主要なものである.主要

産地を第5図に示した.

花嵐石:花嵐石は,天然石材の商品名の一つで,装飾用

の石材を広く示し,石材に適合する酸性,中性,塩基性,

超塩基性火成岩,火山岩類さらに一都の深成変成岩類も含

まれる.

中国の花嵩石資源は,豊富で可採鉱量は8.3億m3,資源

量は数100億m3で,花嵐石の潜在的資源大国である.可

採鉱量は全国の20の省区にわたって分布しているが,華

東と華北地区に最も集中しており,鉱量は全国の93.5%を

占めている.すでに探査された花嵐石は花嵐岩,角閃岩,

安山岩,ハソレイ岩,輝緑岩,カソラソ岩,蛇紋岩たどに

区別され,その中で花崩岩は全体の92.5%を占めている.

鉱床タイプとしては次のようなものがある.

(1)中性～酸性貫入岩に関連Lた花嵐石鉱床;この一系列

の火成岩が含まれる.各地帯,各構造区分にほぼ均等に分

布するが,摺歯帯中に多い.形成時代はカンブリア紀以前

からヒマラヤ期重であるが,中でも燕山期とバリスカン期

の花嵩岩鉱床の分布が最も広い.カレドニア期以前に形成

された花歯石鉱床は,ある程度ソｰダ化あるいはミグマタ�
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第5図

中国の非金属鉱産資源分布

図

(その4:石灰石,石材,

珪石･珪砂,ダイアモン

ド,宝玉石)

r中国非金属破産資源図

(500万分の1)｣を簡略化.

主た資源産地:

[石灰石コ全国各地.｢石材

類｣1:山東省,2:山西省,

3:北京市.

[硅石･珪砂]4:吉林省双

遼県,5:山東省折南県,

6:江蘇省呉県,7:海南省

文昌県.[ダイアモソドコ

8:遼寧省復県(瓦房店),

9:山東省蒙陰県,[宝玉石コ

10:河南省南陽市,11:海

南省文昌県.

イド化しており,岩石の色は濃い紅色で,高級品に加工さ

れる.鉱床の規模は大きく,四川省雅安～西晶一帯の原生

代の花歯石鉱床が例である.バリスカンから燕山期の鉱床

の分布は最も広い.バリスカンの鉱床の主要分布は西北と

東北北部地区にある.インドシナ期のものの主要分布は松

藩甘孜～秦嶺一帯,燕山期のものは,揚子地塊と華南摺山

帯に主要分布がある.岩体は,バソリス,岩株,岩瘤とし

て産出L,浅～中所買入相で,完晶質,色は淡く,中～低

級品に加工される.福建省寿寧花嵩石などが例である.

(2)超塩基性～塩基性貫入岩に関連した鉱床;この種の鉱

床は多くが,深部断裂帯に産出し,色は灰緑,灰黒,墨黒

色などで,完晶質,黒色花嵩石である.北京市密雲のよう

な前カンブリア紀の角閃石レルゾライト花筒石鉱床があ

る.

(3)変成岩中の花歯石鉱床;深成変成岩中にあり,ミグマ

タイト,片麻岩,ミグマタイト質花嵩岩だとの岩石があ

る､鉱床は華北の結晶質深成変成岩中に多く分布し,太行

山地区の阜平層群,魯西の泰山群層,嵩山の登封層群,燕

山の桑下層群,遼東の鞍山層群たどに分布している.鉱床

の規模は大きく,帯状分布を示し,岩石は多くが酸性,変

アルカリ性ミグマタイトあるいは,ソｰダ(長石)化をうけ

た花開岩で,紅色･等粒状で,花紋が美しく,常に良質で

高級品となる.山西省霊丘ミグマタイト質花嵐石鉱床が例

である.

中国の花嵩石石材は,品種が多く,輸出用の品種区分も

数10種に及ぶ.紅黒,灰,自尊9つの系列があり,優良

品種として山東省の“柳埠紅",山西省の“貴妃紅",北京

の“京墨玉",山東省の'斉南青"と北京の“豆緑''など

がある.近年,中国の花嵩石石材産業は大きく発展L,

1990年の花陶石石材の生産は573万㎜2,輸出は41万6千

m2に達した.花嵩石石材は中国の重要た輸出非金属鉱物

資源となっており,今後,良質な石材の開発と探査が重視

されるだろう1

大理局:装飾用に加工される石材や工芸品用の変成ある

いは未変成炭酸塩岩類を包括する言葉で,大理石,石灰

岩,白雲岩などの炭酸塩岩と鉱化変質で形成されたスカル

ンなどがある.

大理石資源は豊富で,推定資源量は200億m3,可採鉱

量10.3億m3.そのうち建築用,装飾用大理石は8.4億m3

で81.6%を占める;建築,装飾用石灰岩は1.9億m3で

18%を占める.鉱床は,全国26の省区に一分布L,分布は

比較的均等であるが,東北地区では相対的に乏しく(総量

の2.4%),東部の経済発展地区に比較的集中している.鉱

床の主要タイプは次の3つがある.

(1)変成岩中に賦存するもの;主要な鉱床で,鉱量の半分

以上を占める1鉱床の形成年代は主に始生代,原生代であ

る.鉱床の規模が大きく,層状,擬層状に産出し,細粒均

質の変晶組織で,色は均一で花紋が美しい.始生代の粉千

山層群の山東省抜県費山居大理石鉱床(商品名“雪花白")

が例である.

(2)堆積岩中の鉱床;形成年代は震旦紀,石炭紀,二畳

紀,三畳紀が主で,鉱床の規模は大きく,層位的に安定L

ている.典型的鉱床としては,湖南省双峰県大理石鉱床が

ある.この鉱床は,下部石炭系石確子石炭岩中にあり,生

物砕屑物と泥からなり結晶質,色は黒色,光沢はやわらか

く,光沢度は80以上で,商品名は“双峰黒"である.

(3)中性～酸性貫入岩と関係した鉱床;中性～酸性の貫入

岩体の周囲の炭酸塩岩層はマグマの葱を受けて変質し,ス

カルンや各種変質岩が形成される.鉱体は接触帯に規制さ

れ,彩は不規則,鉱物は粒状,成分は複雑である.岩石の

色や光沢,晶質は変化が激しく,花紋のような模様の多種

の大理石が形成されるが,鉱床の規模は比較的小さい.測
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北省黄石市象鼻山大理石鉱床が例で,鉱石の商品名は“雪

浪",“虎皮''等である.中国の大理石は模様の種類も多

く,品質も良好で,すでに400余の種類が知られ,輸出用

の品種も100種以上に及んでおり,重要た輸出非金属鉱物

資源となっている.1990年の全国の大理石板材の生産量

は,700万m2で,輸出は石材2000余m3と板材40万m2

となった.華東と中南部が主な産地とたっている.

[ガラス用珪質原料]石英岩,石英質砂岩,珪砂と脈

石英が含まれる.資源は豊富で,埋蔵量は39.2億tで,全

国28省区に広く分布Lている.鉱床は青海,海南,遼寧,

山西及び広東省に集まっている(第5図).鉱床は以下の

3種類である.

(1)変成岩中の鉱床;石英岩鉱床の多くがこれに属する.

鉱石は,カンブリア紀以前のものが主で,これにデボン系

とシルル系が次いでいる.鉱体は層位的に安定し,厚い層

状である.鉱石の純度は高く石英含有量は98%以上であ

るが,硬く破砕が容易ではない.鉱床の規模は大きなもの

が多い.典型的鉱床は遼寧省本渓市の小平頂山石英岩鉱床

(震旦系)である.

(2)堆積岩中の鉱床;石英質砂岩鉱床で主にデポソ系に胚

胎されるほか震旦系,カンブリア系,ジュラ系,三畳系,

第三系などにも胚胎される.多くは浅海相あるいは海陸互

相である.鉱床規模は大きく層位的にも安定しているが,

常に泥質ないしシルト質の挟みがある.鉱石の石英品位は,

95-97%である.山東省折南県小蛮山鉱床(下都カンブリ

ア系)が典型例である.

石英砂は,海成のものと陸成のものの両方がある.海成

の石英砂は東南沿海一帯に分布する第四紀海浜堆積物であ

る.鉱床は規模の大きい砂鉱床で,石英を95-97%含んで

いる｡チタン鉄鉱･ジルコン･モズナ石･ルチルだと,一

連の有用重鉱物を伴っており,総合的な利用に有利であ

る.典型例は海南省の文昌石英砂鉱床である(第四紀完新

世)･陸成の石英砂は通遼盆地と郵陽湖の東岸に分布する.

鉱床は第四紀堆積物中にあり,石英品位は85-92%で,晶

質は海成のものほど良好ではない.遼寧省彰武県と江西省

永修県の石英砂鉱床が典型鉱床である.

(3)中性～酸性貫入岩に関係した鉱床;主に脈石英の鉱床

で大都分は,変成岩やペグマタイト中に産する.脈状に産

出し,長さ数10m～数100m,厚さ数血で,石英含有量

は98%以上に達する.この類の鉱床の規模は小さく,価

値も大きくない.代表的鉱床として四川省楽山鉱床があ

る.

中国のガラス用珪質原料資源は豊富で,良質の砂鉱が充

分にあり,ガラス工業に資源を堅実に提供Lている.近年

板ガラス工業は急速に発展し,1990年の板ガラス生産量

は3,018万m2で,ガラス用珪質原料の生産量は1,265万t

であった.河北省簗県,内蒙古自治区科爾泌左翼后旗,吉

林省双遼県,江蘇省呉県,河南省の湘潭や石門等が中国の

重要な珪質原料産地となっている.

[カオリン]資源は豊富で,埋蔵量7.7億t,世界のト

ップクラスである.16の省や区に分布し特に広東,福建,

1995年1月号

湖南,江蘇などの省に集中している(第6図).主要鉱床

のタイプとしては次の3種がある.

(1)風化堆積物中の鉱床;主要なタイプで総鉱量の58.5%

を占めている.風化残留型と風化溶脱型に区分できる.風

化残留型は,アルミナ珪酸塩質岩石が風化作用をうけてカ

オリン化されたもので,主に中南,華東地方に分布してい

る.典型的鉱床は,景徳鎮高嶺村のカオリン鉱床であり,

花嵩岩とペグマタイトが構造帯沿いに風化されて形成され

たものである.品質は良好でSi02+坦203>80%で不純物

は少ない.鉱物組合わせには,明瞭な垂直分帯が認められ

る.つまり上部は結晶度の良好なカオリンで,下方に向か

ってカオリンとハロイサイトからなるようになり,更に下

方の原岩に向かってしだいにカオリンが減少し,石英･雲

母の含有量が増加する.風化溶脱型鉱床は,カオリン鉱物

からなる岩石が,風化溶脱されて形成されるもので,四川

省叙永カオリン鉱床のように,鉱床の原石は不整合面上あ

るいは下部の石灰岩カルスト洞穴中に形成される.

(2)中性一酸性貫入岩に関係した鉱床;このタイプは鉱量

の39.2%を占める.この鉱床はマグマの熱水作用によって

周囲の岩石中に形成される.原岩は,カオリン質粘土岩,

酸性火山岩,浅所貫入岩などで明らかだ変質現象が認めら

れる.鉱体は擬層状,レンズ状,脈状として産出し,鉱石

の質は良好で部分的には非常に良い.主要分布は江蘇省,

断江省一帯にあり,典型的鉱床は江蘇省蘇州観山の大型カ

オリン鉱床である.

(3)堆積作用と関係あるか堆積岩中にある鉱床;石炭の堆

積盆地中の堆積鉱床,パン土頁岩の堆積盆地中のカオリン

鉱床,それに火山一堆積成カオリン鉱床カミ合まれる.カオ

リン鉱床は広く石炭系,二畳系の含炭層中に広く発達して

おり,資源量は大きく探査･開発が待たれる.近年新たに

探査･発見された広東省茂名の良質カオリン鉱床はこのタ

イプに属する可能性が強い.

1990年のカオリン生産量は92万tで,主た生産企業は,

中国蘇州カオリン公司である.中国のカオリン鉱床は,豊

富･良質で,開発･利用の潜在力が大きい.

[ベントナイト]資源は豊富で埋蔵量は24.2億tで世界

第1位である.産地は22省(区)に広く分布L,広西,新

彊,内蒙古,江蘇,山東,河北及び湖北省などに集中分布

がみられる(第6図).

ベントナイト鉱床は火山岩と密接に関係しており,主要

な分布は東部沿海部の陸相火山岩の発達地帯にあり,これ

に次いで中部の大別山一秦嶺構造帯と西部天山構造帯など

にも分布する｡鉱床の形成年代は,ジュラ紀,白亜紀,第

三紀が主で,小数は石炭紀と二畳紀に形成されている.鉱

床のタイプの主要なものは,以下の2種である.

(I)火山岩中の鉱床;海成火山堆積型と陸成火山堆積型に

区分される.鉱床は一般に火山堆積盆地,火山断裂盆地あ

るいは,その他干上がった河,湖盆地中などに賦存してお

り,層位的に安定しており,規模も比較的大きい.時代的

に最も古い鉱床は,石炭紀晩期の海成火山岩系中にあり,

新彊ウィグル自治区托克遜拘爾のアルカリベントナイト鉱�
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第6図

中国の非金属鉱産資源分布

図

(その5:カオリン,ベン

トナイト,石膏)

｢中国非金属破産資源図

(500万分の1)｣を簡略化.

主た資源産地1

[カオリソコ1:江蘇省蘇州

市,2:江西省景徳鎮市､

[ベントナイトコ3:遼寧省

黒山県,4:断江省,5:甘

粛省紅泉,6:新彊ウィグ

ル自治区.[石膏コ7:湖北

省応城県,8:江蘇省南京

市,9:山西省太原市,10:

湖南省名匡東県.

床がこれである.陸成火山堆積型鉱床は最も重要で,産出

年代はジュラ紀,白亜紀,次いで第三紀である.典型的鉱

床には,断江省平山(ジュラ紀後期),甘粛省紅泉(二畳紀)

だとのベントナイト鉱床がある.

(2)風化堆積物中の鉱床;重要な鉱床タイプである､鉱床

は酸～中性火山岩の風化残留鉱床として形成され,鉱床は

厚く層位的に安定Lていて,鉱石の質が比較的良いのが特

長である.典型的鉱床としては断江省余杭県仏山鉱床(ジ

ュラ紀末期)がある.

中国のベントナイト鉱石は性質が同一ではなく,南部の

広東省,広西省,福建省などのものはアルミナ基ベントナ

イト,西北部の甘粛省,新彊ウィグル自治区等のものはソ

ｰダ基,マグネシア基ベントナイト,その他広大地区のも

のは大多数がカルシウム基ベントナイトである.

1990年のベントナイト生産量は161万tで,世界第4位

で,主要な生産鉱山は遼寧省黒山,断江省仏山と平山など

である.

[石膏コ資源は豊富で鉱量は571億t,世界第1位で,全

国の23の省区に分布している(第6図).この申で10億t

以上の鉱量を有する省区は,山東,内蒙古,青海,湖南,

寧夏,チベット,安徽,四川の8省区である｡

中国の石膏(硬石鷲を含む,以下同じ)鉱床の分布は広く

分布し,鉱床の類型も多い.主要た鉱化時期は,カンブリ

ア紀初期,オルドビス紀中期,石炭紀初～中期,三畳紀初

～中期と白亜紀～第三紀初期.この中で三畳紀の中初～中

期及びそれ以前の石衡鉱床は,海成堆積成,ジュラ紀～第

四紀の鉱床は,主に陸成堆積成である･次のような鉱床タ

イプがある.

(1)堆積作用と関係するか,堆積岩申にある鉱床;海成堆

積型と陸成堆積型に一区分される.海成堆積型鉱床は主にプ

ラットフォｰム上の陥没盆地中の炭酸塩岩累層中に分布L

ており,一都は海浜堆積成の炭酸塩岩一砕屑岩累層中にも

形成されている.形成年代は古生代である.鉱床の規模は

大きく石膏を含む地層は安定した分布を示し,石膏層の厚

さは,数mから数100m以上となる.鉱石は,硬石膏と少

量の石膏からなり,硫酸カルシウムの含有量は65-90%で

ある.山西省太原石膏鉱床(中部オルドビス系峰々累層)と

甘粛省天祝石膏鉱床の大多数は中～新生代の内陸湖盆中に

形成されており,石膏を含む砕屑岩累層を形成し,鉱石は

二水石膏からなるが,深部では硬石膏とたっており,多く

の鉱床は多くの薄い石膏層からたっており,繊維石膏を挟

むことが多い.山東省の束庄鉱床(古第三記官庁累層),湖

北省応城(古第三紀始新統)だとの鉱床がある.一部には山

西省連域塩湖の岩塩･芒硝･石膏鉱床のように現世の塩湖

に形成されているものもある.

(2)風化堆積物中の鉱床;カルスト集積型と裂か集積型と

がある.鉱床の鋸模は一般に小さく工業的にも重要ではな

いが,緩陽双河石菅鉱床(上部カンブリア系裏山関累層の

石灰岩カルスト中にある)や貴州省黄平紅梅石膏鉱床(古第

三系)のように地方で小競模に採掘されている例がある.

(3)火山岩中の鉱床;安山岩質凝灰岩中に賦存する硬石膏

の鉱床で,魔江羅河鉱床(ジュラ紀の安山岩中に産出)がそ

の例である.

(4)中性～酸性貫入岩に関係Lた鉱床;湖北省大治の銅鉄

鉱と共生する石膏鉱層のように中部三畳系嘉陵江累層と閃

長岩の接触帯中に産出する.

湖北省応城,江蘇省南京,山西省太原,湖南省名嗜東が中

国の4大石膏生産地となっている.石膏の生産は国内需

要を満たしているが,繊維石膏の生産は少ない.

[黒鉛(;石墨)]資源は十分に豊富で鱗状黒鉛の埋蔵量は

1.54億t,土状黒鉛は0.48億tで,世界有数である､20の

省や区に分布するが,黒竜江,山東,湖南の3省に集中

地質ニュｰス485号�
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している(第7図).主た鉱床タイプは次の2つである.

(1)変成岩中の鉱床;最も重要なタイプで,総鉱量の

90%以上を占めている.主に先カンブリア紀の古い変成

岩中に産出する.形成年代は,北都では殆んど後期始生代

～後期原生代～カンブリア紀である､この種の鉱床は規模

が大きく,分布も広く,良質であり殆とが鱗状黒鉛であ

る.典型的鉱床には,先カンブリア系肢東層群中の山東省

南壁鉱床がある.

(2)中性～酸性貫入岩に関係した鉱床;接触変成型とマグ

マ熱水型に分けられる.

接触変成型:石炭層がマグマの貫入により接触熱変成を

受けて形成されたものである.鉱床の規模は大きく,主に

土状黒鉛で鉱石申の黒鉛含有量は60-80%である.石灰

紀～ジュラ紀層中にあり,南部では主に二畳系,北部では

石灰系とジュラ系に多い.典型的鉱床は,湖南省魯塘の上

部二畳系の楽平含炭層中の黒鉛鉱床である.

マグマ熱水型:鉱床は,角閃石花嵩岩と黒雲母花嵐岩の

接触帯に分布する混成作用を受けた花鳥岩内に産し,例は

新彊ウィグル自治区奇台蘇吉泉鱗状黒鉛鉱床(バリスカン

期)がある.

中国の鱗状黒鉛は,伝統的な輸出品であり盛んな鉱業で

ある.黒竜江省鳩西,内蒙古自治区興和と湖南省魯塘が主

な黒鉛産地である.

[;石綿]石綿鉱物の埋蔵量は8,819万tで,世界第三位

である･主な分布は青海,四川,陳西の3省であり,新彊

ウィグル自治区や雲南省がこれに次いでいる(第7図).

鉱床は主に超塩基性～塩基性貫入岩と関係しており,超塩

基性岩型とマグマ熱水型に区分される.

(I)超塩基性岩型;超塩基性岩中に産する温石綿鉱床であ

り,規模が大きく石綿品位が高く,埋蔵量は全国の97%

を占めている.趨塩基性岩体は深部断裂に観制されてい

る.鉱化年代は先カンブリア紀(四川石綿鉱区),カレドニ

ア期(青海省祁連小八宝鉱区),バリスカン期(青海省海荘

崖鉱区),燕山期(雲南省墨江,元江),ヒマラヤ期(小型鉱

床や鉱徴が発見されている)などに分けられる.これら5

つの中では,バリスカン期のものが最も重要である.

(2)マグマ熱水型;鉱床は主に火成岩との接触帯に近い炭

酸塩岩中に産出する.岩石は広く蛇紋岩化し,層理面ある

いは構造的割れ目に沿って蛇紋岩化L,蛇紋岩申に温石綿

脈が発達している.石綿の質は良好であるが,鉱床の規模

は大きくたい.典型的鉱床に一は,河北省法源石綿鉱床(燕

山期)がある.

中国の石綿は短繊維のものが多く(y級以下),良質な長

繊維のものは少たい.1990年の石綿生産量は,19.2万tで

主要な鉱山は青梅省荘崖,陳西省黒木林,遼寧省朝陽たど

である.

[滑石]資源は豊富で埋蔵量は2.5億t,世界第一位で,

15の省区に分布し江西,遼寧,山東,広西,青梅の5省

に埋蔵量の95.6%が集中している(第7図).鉱床には以下

4種がある.

(1)変成岩中の鉱床;重要なタイプで,埋蔵量の50%を

占める.鉱床は主に先カンブリア紀のマグネシウム質炭酸

塩岩中に産し,広域変成と熱水の作用を受けて形成され

る.規模は巨大で,鉱化帯の長さは数k㎜に達する,鉱石

は良質で,鉱石鉱物は滑石で,脈石鉱物は,ドロマイトと

マグネサイトなどである.原生代前期に主要鉱床が形成さ

れており,遼寧,吉林,山東省などに分布している.この

時期の鉱床例としては遼寧雀の海城鉱床がある.原生代後

期の鉱床は主に江西,広西,河南省等に分布し,江西省広

豊と広西壮族自治区省竜勝等の鉱床がある.

(2)中性～酸性貫入岩に関係した鉱床;鉱床は中酸性火成

岩との接触帯に近いマグネシウム質炭酸塩岩中に産し,火

成岩と密接に関連Lて形成されたもので,中小規模の鉱床

が多い.典型的鉱床には山東省海陽,雲南省麗江等の鉱床

がある.

(3)超塩基性～塩基性貫入岩に関連Lた鉱床;超塩基性岩

のへりや内部の破砕帯に産出する.鉱体の形,鉱石の品質

だと変化が激しく,鉱床規模は小さい.例としては福建省

蒲田鉱床などがある.

(4)堆積作用に関係するか堆積岩中に産する鉱床;近年発

見されてきた新しいタイプの鉱床であり,江西,湖南,四

川割こ産出する.形成時期は先カンブリア紀と二畳紀であ

る.典型的鉱床は江西省豊渓灘と四川省重慶市順子口鉱床

がある.

中国の滑石は,埋蔵量が豊富で鉱石の質も良く,常にマ

グネサイトと共生しており,盛んな非金属鉱業の1つで

ある.1990年の滑石生産量は254万t.遼寧省海城,広西

省竜勝,山東省栖霞･平度だとが主要産地である.

[白雲母]雲母はサイズによって塊状白雲母(工業原料

雲母とも言う)と砕き白雲母(訳者注:一般に花闇岩や変成

岩中の径1-3mmの白雲母が集められ,粉砕して利用さ

れるもの)とに分けられる.中国では塊状白雲母の埋蔵量

が明かとなっており,その量は7万tである.産地は20

の省区に分布し,埋蔵量が最も豊富たのは,新麗ウイグル

自治区,四川省,内蒙古自治区で,チベット自治区と青海

省も比較的豊富である(第7図).

塊状雲母の主要分布は,西北及び西南地方,そして華北

と内蒙古などである.鉱床の大多数は,先カンブリア紀の

変成岩に伴う花嵐岩ペグマタイト中に産し,周囲の岩石と

の関係は比較的単純で,板状,レンズ状,脈状で,群をな

して出現L,ペグマタイト帯を形成する.大型の白雲母は

ペグマタイト脈の上盤側あるいは脈の膨張部分に産出,あ

るいは分帯の良好の脈に一おいては石英白雲母帯中に,徴斜

長石,石英,アパタイト,ベリルなどと共生して産出す

る.単一鉱床の規模は一般に中･小型で1,000t以上に達

するものは少たい.鉱床は常に群生している.新彊ウイグ

ル自治区富纏･阿勒泰,四川省丹巴等の鉱床群がある.

砕き白雲母鉱床は主に深成変成岩中に産する.例えば,

原生代所期の五台層群の結晶片岩中に河北省泉寿砕き白雲

母鉱床が産出するのが例であり,共生鉱物には,カイヤナ

イト,コランダムたどがある.砕き白雲母の埋蔵量は判明

Lていない.

70年代,80年代以降,塊状白雲母の需要は汝少してい

るが,これに代わって砕き白雲母と砕き白雲母製品用(例

えば雲母紙など)の砕き白雲母の需要は増大Lている.中

国の雲母鉱床もこのような状況に対応して変化しており,

塊状雲母の生産は60年代の1万t以上から1988年には

986tに減少し,一方,砕き白雲母は1988年には,5万～

1995年1月号�



一62一

須藤定久

中国非金属軌芦

}鈷迦

費頚圏

･蝦14

!71㈹･)!μ徴

､ノ､〆､ら薄如ノ

ポ1ミ心午＼ノ磁摩〆が

､圃宰〆11

ポ1･･賛ら(｡

ぺ恥㍗湾讐一一

怜

禽3

'㌃)刈い,賦㌻

含禽黒鉛

護團神石綿

享都白雲母

φ妙滑石(タルク)

!'､㌧

二'

t｡ふ㌻

メコ}1｡㌧

')麟

､蝉

匁､省壮､

酋莚注州･

ノ

･届

･σ

鮒(

6万tに達している.塊状雲母の生産基地は新彊ウィグル

自治区営羅･塔拉徳布拉克･阿勒泰,四川省丹巴等であ

る.砕き白雲母の主要産地は,河北省戻寿である.中国は

砕き白雲母鉱床が形成される条件は良好であり,資源の状

況も良好で,今後地質探査や開発を重点的にすすめ,国家

建設の需要を満たしていくことが大切である.

[ダイ7モンド]探査により埋蔵量が計上されるよう

になり,たお一定の資源が見込まれる.埋蔵量は遼寧,山

東,湖南の3省に集中Lている(第5図).遼寧省が埋蔵

量の54.4%,山東省が43%,湖南省が2.5%である.鉱床

のタイプは次の2つである.

(1)超塩基性岩～塩基性岩に関連したキンバｰライト型鉱

床;炎艀慶断裂帯とその両側の地区に産出する.ダイアモン

ドを含むキンバｰライトのパイプや岩脈として産し,形成

年代はカレドニア期,バリスカン期と燕山期である.ダイ

アモンドの平均品位は数10一致100mg/m3で,ダイアモ

ンドの質は良好で,宝石級が40%以上で,鉱床の規模は

大小一定しない.典型的鉱床には遼寧省夏県ダイアモンド

鉱区(カレドニア～バリスカン期)と山東省家陰ダイアモン

ド鉱区(燕山期)がある.

(2)風化堆積物中の砂鉱床;細い谷を埋めた型と細い谷に

沿う段丘上のものとがあり,いずれも砂鉱であり,ダイア

モンド品位は3.5-8mg/m3,鉱床規模は殆ど中･小型であ

るが,湖南省常徳は大型の砂鉱床である.ダイアモンド砂

鉱床は,湖南省涜江流域,山東省折沐河流域と遼寧省夏県

地区に形成された.

ダイアモンドの埋蔵量はまだ限られているが,一定の前

進が期待される.近年10余の省で,ダイアモンドあるい

はダイアモンドの存在を示す鉱物,ダイアモンドを含むキ

ンバｰライト,カリやマグネシウムに富むランプ回ファイ

ヤｰだとダイアモンドが形成された地質条件を示すものが

発見されており,資源の拡大の可能性がある.

第7図

中国の非金属鉱産資源分布

図

(その6:黒鉛,石綿,白

雲母,滑石)

r中国非金属破産資源図

(500万分の1)｣を簡略化.

主な資源産地:

[黒鉛コ11黒竜江省,2:

内蒙古自治区興和県,3:

湖南省桂陽県魯塘.

[石綿コ4:青梅省格爾木県

荘崖,5:陳西省黒木林,

6:遼寧省朝陽県.

[白雲母コ7:新彊ウイグル

自治区富麓県･呵勒泰県,

8:四川省丹巴県.

[滑石コ9:遼寧省海域県,

10:広西壮俗族自治区省竜

勝県,11:山東省栖霞県

･平鹿県.

中国の天然ダイアモンドの消費量は,世界総消費量の数

%にすぎない.但し中国産の天然ダイアモンド(工業用ダ

イアモンド)の供給は十分でない.遼寧省瓦房店ダイアモ

ンド公司,山東省家陰ダイアモンド鉱山が主要た生産基地

となっている.

[宝玉万]探査で明かとなった宝石･玉石の産地は15

ヶ所で,福建,海南,江蘇,山東,北京,広東,河南,広

西等の省(区)に分布している.

宝石･玉石は地質探査がむずかしく,すでに開発されて

いる地区の周辺で行われているが,探査の程度は低い.す

でに知られた宝石･玉石の産地は50余ヶ所で宝石の種類

は30余種,広く全国各地に分布している.現在までの資

料によれば,おおむね8つの宝石･玉石鉱床区を識別で

きる.つまり,アルタイｰ天山鉱床区,コソロソｰ祁連鉱

床区,漠緬鉱床区,内蒙古鉱床区,東部一南東沿海鉱床

区,両広鉱床区,秦嶺鉱床区,松遼鉱床区である.宝石

･玉石鉱床は,超塩基性一塩基性岩に伴うものと,風化

堆積物中の砂鉱床が主で,遼寧省山出岩北瓦溝玉石鉱床(蛸

玉),河南省南陽玉石鉱山(狭山玉),海南省文昌県蓬莱宝

石鉱床などがある.

中国の宝石は種類は多いが,良質で高級なものは不十分で

ある.地質学的には鉱床の発達に有利た条件が備わってい

るので,一定の潜在力はある.今後,宝石･玉石の探査,

開発,利用の研究がすすめられて資源が拡大L広い領域で

利用されることが重要である.
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