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1. 目的 

1-1. 背景 

カセロネス鉱床は、チリ共和国第Ⅲ州に位置する斑岩型Cu－Mo鉱床である。権益はパン

パシフィック・カッパー株式会社 (以下、PPC) 77.37%、三井物産株式会社22.63%であり、

現地の鉱山運営会社SCM Minera Lumina Copper Chile (以下、MLCC) を介して運営を行

っている。 

現在、カセロネス鉱山では、主に二次富化帯の鉱石を採掘中であり、採掘品位について

は、計画用（注１）および採掘用（注２）ブロックを設定し品位管理しているが、計画用ブロック

品位が過小評価されていることが近年の操業を通して表面化し始めた。品位乖離は、例え

ば粗鉱の送鉱先変更要因になり得るなど操業計画に影響を与え兼ねない。 

従って、特に現在採掘中の二次富化帯について、この過小評価の程度を低減すべく、品

位モデルに係る要因 (例えば地質モデル (ドメイン) の改善余地や鉱量計算時の品位外れ

値処理法等) について検討し、Cu 品位や鉱物分布を精度向上させ鉱山操業効率化を図りた

い。 

（注１） 試錐データに基づく中長期計画用ブロック（サイズ20×20×15m） 

（注２）発破孔繰粉データに基づく採掘用ブロック（サイズ10×10×15m） 

 

PPCは、上記課題に取り組むに当たり、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 (以

下、JOGMEC) の「平成29年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」に応募し、共同スタ

ディが開始された。 

 

1-2. 共同スタディの目的 

鉱床のCu品位や鉱物分布の精度向上による鉱山操業効率化を目的として、本年度は既存 

データの整理とともに必要調査事項を確認し、地質・鉱物学的調査検討を行い、二次富化 

帯に係る性状把握を行う。来年度以降は、試錐コア記載の見直しを加え、品位モデルの改

善余地等を検討することにより、計画用ブロック品位の考察から採鉱および選鉱計画・操

業をより適正にし、操業の効率化を図りたい。 

 

2. 共同スタディの内容 

2-1. 共同スタディの概要 

二次富化帯は、初生鉱化作用に浅成の二次富化作用がオーバーラップしたものであり、

多様な地質要素の規制を受けるものである。計画用ブロック品位の再検討のために、統計

的手法のみならず、これまで検討できていない①初生鉱化、②二次富化帯の性状、③二次

富化帯発達に係る地質構造規制などの地質要素について、MLCCと共同して地質・鉱物学的

調査を行い、二次富化作用を規制する要因を考察する。 

本年度は、まず既存データの整理とともに必要調査事項を確認し、基礎的な地質・鉱物
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学的調査検討 (現地調査含む) を行う。 

 

2-1-1. 共同スタディテーマ 

テーマ名：カセロネス鉱山二次富化帯品位モデルに係る調査 

対象鉱種：銅、モリブデン 

 

2-1-2. 実施場所 

チリ共和国第Ⅲ州カセロネス鉱山、PPC 本社等 

 

2-1-3. 権利・権益の関係 

① 鉱業権 

2006 年 5 月、PPC がカナダ Lumina Copper Corp. (以下、Lumina Copper)より取得し

た鉱区群。MLCC が鉱業権者として鉱区維持管理中。 

権益比率：PPC 77.37% (JX 金属株式会社 51.50％、三井金属鉱業株式会社 25.87％)、三

井物産株式会社 22.63% 

② 海外パートナー (現地鉱業権者等) の概要 

MLCC：チリ国カセロネス鉱山における銅精鉱・モリブデン精鉱及び電気銅の生産 

 

2-2. 共同スタディの内容（検討項目） 

① 初生鉱化に関する検討 

二次富化帯を規制する重要な一要因として初生硫化鉱物の量や種類がある。これらの特

徴を明確化し、二次富化帯との関係について考察する。 

② 二次富化帯の性状 

二次富化帯発達の程度や品位の不均質性を把握するために、二次富化帯で形成される鉱

物の性状を明らかにし、その分布を明らかにした上で、二次富化帯発達の規制要因につ

いて検討する。 

③ 二次富化帯発達に係る地質構造規制 

二次富化作用をコントロールする要因として酸化・還元条件やpHがあるが、それらの変

化は断裂などの地質構造的要素に規制されることが予想される。鉱体内外に発達する断

裂構造と二次富化帯との関係について考察する。 

④ 地質モデル等の改善方法の検討 

①から③の調査をとりまとめ、品位モデル等を改善するためにさらに必要となる調査・

検討事項を抽出する。 

 

2-3. 共同スタディ実施期間 

平成 29 年 9 月 29 日～平成 30 年 3 月 9 日 
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2-4. 共同スタディ従事者 

PPC プロジェクト推進部及び資源開発部 

 JOGMEC 金属資源技術部 



 

 

 

 

 

II カセロネス鉱山の概要 
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1. 位置 

 カセロネス鉱山は、チリ共和国第 III州の州都Copiapo市の南東方へ直線距離で約 115km、

アルゼンチンとの国境から約 15km に位置する (図. II-1-1)。鉱床は急峻な山岳地帯にあり、

標高は海抜 4,200～4,600mL (以下標高の単位、mL)である。 

 

 
図. II-1-1 カセロネス鉱山位置図 

 

2. 操業状況 

2-1. 沿革 

2006 年 5 月：PPC が権益を取得、プレ・フィージビリティ・スタディ(プレ FS)開始。 

2008 年 9 月：フィージビリティ・スタディ(FS)へ移行。 

2010 年 2 月：開発を決定し、建設工事開始。三井物産株式会社が出資参加。 

2013 年 3 月：溶媒抽出－電解採取法(SX-EW 法)による電気銅生産開始。 

2014 年 5 月：銅精鉱生産開始。 

2014 年 7 月：銅精鉱出荷開始。 

 



5 
 

 
図. II-2-1 カセロネス鉱山全景 

 

2-2. 採鉱 

 カセロネス鉱山での採掘法は露天掘りによるベンチカット方式である。採掘対象鉱石の

総量は、浮遊選鉱対象鉱石の硫化鉱が約 10 億 t (平均銅品位 0.34%)、SX－EW 法対象鉱石

の酸化鉱・低品位硫化鉱・酸化硫化混合鉱が約 3 億 t (平均銅品位 0.25%) である。鉱石・

ズリの運搬には大型ダンプトラックを使用し、浮遊選鉱対象鉱石は 1 次クラッシャーへ、

SX－EW 法対象鉱石はダンプリーチパッドへ、ズリは採掘ピット北西のズリ堆積場へ運搬

される (図. II-2-1)。なお、終掘時の採掘ピットは長径約 2.1km、短径約 1.9km、深さ約 960m

となる見込みである。 

 

2-3. 鉱石処理 

 浮遊選鉱プロセスは硫化鉱を対象とし、105 千 t/日の処理能力を持つ。選鉱プラントでは

図. II-2-2 に示す順序で処理が行われ、銅およびモリブデン精鉱が生産される。その後、各

精鉱はトラックによって出荷される。また、廃さいは、粗粒分は選鉱プラントに隣接した

サンド堆積場へ、細粒分は約 10km 離れたスライム堆積場へ流送し堆積される。 

SX－EW 法は酸化鉱、混合鉱および低品位硫化鉱を対象とし、鉱石を破砕せずにそのま

ま積み上げるダンプリーチング方式を採用している。リーチングパッドでは鉱石を 1 層 20

～40m 高、最大 8 層を積み上げその上から希硫酸の浸出液を散布する。パッドの底部に不

透水性シートと配管を埋設し、浸出液を回収する。この溶液を SX－EW プラントに送り、

銅分を有機溶媒に抽出する。抽出された銅分は電解液中に逆抽出した後、電解採取により

99.99%純度の電気銅とし (図. II-2-2)、トラックにより出荷する。SX－EW プラントにおけ

る電気銅の生産能力は 3 千 t/年である。 
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図. II-2-2 カセロネス鉱山プロセス・フロー（後藤ほか、2015） 

 

2-4. 生産計画 

 2013 年 3 月に電気銅、2014 年 5 月に銅精鉱の生産を開始し、山命は 28 年である。 

表 II-2-1 生産計画 

当初10年間 28年平均 28年合計
精鉱（銅量） 15万t/年 11万t/年 314万t/年

銅 SX-EW電気銅 3万t/年 1万t/年 41万t/年
合計 18万t/年 12万t/年 355万t/年

モリブデン 3千t/年 3千t/年 87千t/年  

 

2-5. 生産実績 

表 II-2-2 生産実績 

（単位：千t） 2014年度 2015年度 2016年度
銅精鉱（銅量） 30 52 91
電気銅 26 31 35
モリブデン -       0.36 1.16  
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3. 地質・鉱床 

3-1. 広域地質・鉱床概要 

3-1-1. 広域地質概要 

 カセロネス鉱床が位置する南緯 26°～29°のアンデス中央南部には古生代から新生代に

わたる貫入岩・火山性堆積物が分布し、NE－SW、N－S、NW－SE 方向の断層によりそ

れらの分布が規制され、全般的に NE－SW から NNE－SSW 方向に伸長した分布を示す事

が多い (図. II-3-1)。本鉱床は、中生代の背弧海盆の拡大に伴う海性および大陸性の堆積岩

および火山岩類が厚く堆積するLagunillas Basinの東方に位置するMontosa花崗岩中に胚

胎し、新生代の斑岩類に伴って鉱化作用が生じている (図. II-3-1)。 

鉱床周辺には石炭紀～ペルム紀と考えられる Quebrada Mondaquita 変成岩体の変成

岩・堆積岩が分布し、ペルム紀～三畳紀の Montosa－El Potro 深成岩類により貫入されて

いる。これら基盤岩類を不整合に覆う三畳紀後期の La Ternera 層の堆積岩類・火山岩類が

主に鉱床西方に NNE 方向に伸長して分布する。  

この上位には礫岩・赤色砂岩で特徴付けられる堆積層より成る Lagunillas 層が分布し、

La Ternera 層および花崗岩類を不整合で覆う。Lagunillas 層は礫岩やアレナイトで構成さ

れる白亜紀前期の Quebrada Monardes 層に不整合で覆われる。Quebrada Monardes 層の

上位には後期白亜紀の Quebrada Seca 層の堆積岩・火山岩類が不整合で覆い、中新世～鮮

新世の Torin 層の砕屑性堆積物がこれらの上位に分布する。鉱床南方および北方では後期漸

新世から前期中新世の堆積岩類および火山岩類より成る Dona Ana 層が中生代の花崗岩類

を直接被覆する。これらの層を第三紀後期から第四紀の河川堆積物や氷河堆積物が覆う。 

鉱床周辺には、NS から NE－SW 走向を示す断層が認められ、地質体の分布を規制して

いる。鉱床北方から南西方にかけて NS から NE－SW 走向東傾斜で逆断層センスを示す

El Potro 断層が走り、古生代の花崗岩と中新世以降の地層の境界を成している。その断層

の総延長は 30km を超える。鉱床西方には NE－SW 走向西傾斜を示す逆断層センスの

Vizcachas 断層が分布し、漸新世の地層と中生代の花崗岩の境界をなしている。また、鉱床

西方約 10km には NE－SW 方向の背斜軸をもつ Colorado 背斜がある (Martinez et al., 

2015a)。Colorado 背斜は El Potro 断層によって切られている。 
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図. II-3-1 広域地質図 (Martinez et al., 2015a) 
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3-1-2. 鉱床概要 

チリでは形成年代毎に南北方向に延びる鉱床区を形成しており、海岸側からアルゼンチ

ン側に向かって鉱化年代が若くなる (図. II-3-2)。本鉱床はアンデス山脈中軸部に NNE－

SSW に伸長するマリクンガ・ベルト (Maricunga Belt) の南方、エル・インディオ・ベル

ト (El Indio Belt) との中間ゾーンに位置する (図. II-3-2)。マリクンガ・ベルトでは Au－

Ag－Cu 鉱床 (例：Refugio 鉱床、Cerro Casale 鉱床) などの鉱化作用に関係した貫入岩体

が NW、WNW、NNE、NS 方向の断層に規制されて貫入している。 

 

 

図. II-3-2 チリ北部の鉱床生成区（Camus, 2003 を編集） 

 

3-1-3. 探鉱 

 カセロネス・プロジェクトは当初レガリート (Regalito) と呼ばれていた。この地域の探

鉱は、1983～1986 年の SMC California、 LCM Caserones、BTX Exploration Ltd.によ

る地表地質踏査と地化学探査から始まり、NE 系の規制された斑岩型 Au と斑岩型 Cu－Mo

鉱徴が確認された。その後、1988～1990 年にかけて Compania Minera Newmont Chile

がリバース・サーキュレーション法 (RC) による 15 孔 844m、ワイヤーライン法 (DDH) に

よる 5 孔 976m の試錐調査を実施した。1991～1995 年にかけては Inca & Niugini が酸化

二次富化帯と硫化二次富化帯に対し坑道探鉱を実施した。1995～1998 年には BHP Chile 

Inc. が 7孔 1,417mの試錐調査を行い、資源量を200Mt 0.51%CuTと見積もった(表 II-3-1)。 
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表 II-3-1 探鉱の歴史 (MLCC, 2009) 

 
 

2004～2006 年、Lumina Copper が硫化二次富化帯の形状と規模を調査するため、初め

ての本格的な試錐調査として 114 孔 32,189m を実施した。 

 

その後、PPC は 2006 年の権益取得以降、カセロネス鉱床の二次富化帯の広がりの確認

探鉱および鉱量カテゴリの格上げ探鉱、並びに初生鉱化作用の探鉱を目的として試錐探鉱

を実施した（表 II-3-2）。酸化二次富化帯については、主要銅鉱物が胆礬であり水溶性であ

るため、酸化二次富化帯の試錐探鉱は RC を基本とした。硫化二次富化帯および初生鉱化帯

については DDH を用いた。 

 

表 II-3-2 PPC による試錐調査（2006～2010 年） 

Campaign Number of holes Meters
2006 2 450
2007 70 21,107
2008 168 32,948
2009 19 8,117
2010 219 17,792  

  

3-1-4. 周辺探鉱 

カセロネス鉱床周辺の MLCC 鉱区内には Cerro Sur (Cu)、Angelica (Cu-Mo)、Don Diego 

(Cu-Au) 等の鉱徴地が知られる (図. II-3-3)。これらの鉱化作用や熱水変質作用は角礫岩や

貫入岩を中心に認められる。PPC は主に JOGMEC の海外地質調査制度を活用しこれらの

地域に対し地質・地化学調査と電気探査 (IP 法)を実施した。 

Company
Total Nr. 
of wells

Total m

Nr. of Wells m Nr. of 
Wells

m Nr. of 
Wells

m

15 844 5 976 20 1820
35 3236 5 519 40 3755

2 260 5 1157 7 1417

SAGC (2000)

Nr. of Wells m
Nr. of 
Wells

m
Nr. of 
Wells

m

52 4340 10 1495 5 1157 67 6992

Summary drillholes Pre-2004
RC DDH MIXED Total Nr. of 

Wells
Total m

Reprocessing of data:  Resource estimate of 30 Mt with 0.5 % CuS, 100 Mt sulfides 0.5%CuT 

Type of Drilling

BHP (1995-1998)

Type of Drilling

Construction of two tunnels for metallurgical sampling (secondary oxide and sulfide zone)
Resource estimate of 36 Mt with 0.7-0.9 % CuT

Resource estimate of 200 Mt with 0.51 % CuT

RC DDH MIXED

Newmont (1988-1990)

Inca & Niugini (1991-1995)



11 
 

  

図. II-3-3 カセロネス鉱床周辺の鉱徴地と ASTER 変質鉱物マップ（吉江ほか、2015） 

 

3-2. カセロネス鉱床の地質・鉱床 

3-2-1. 地質 

 カセロネス鉱床の地質は、石炭紀～三畳紀のモンゾ花崗岩 (Montosa 花崗岩) を基盤とし、

それを上部三畳紀の La Ternera 層の安山岩類が不整合に覆う。これらに第三紀の閃緑岩、

斑岩岩体の貫入と角礫岩が見られる (図. II-3-4)。斑岩型鉱化作用は、中新世後期（約 19～

18Ma）のデイサイト斑岩（PDA）の活動に関係している。 

Red: argillic alteration 

Green: sericite alteration 

Blue: propylite alteration 
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図. II-3-4 カセロネス鉱床地表地質図（吉江ほか、2015） 

 

3-2-2. 地質構造 

  カセロネス鉱床の鉱体内部には主要な断層系が 2 系統あり、ENE－WSW 系から WNW

－ESE と、NS からNNW－SSE を示す断層系が認められる(図. II-3-4)。前者は North Fault、

Central Fault および South Fault と呼ばれる断層で、North Fault が正断層センス、他は

逆断層センスを示し、これらは二次富化帯にも変位を与えている。後者は West Fault およ

び East Fault と呼ばれる断層で 、West Fault の変位は不明であるが、East Fault は逆断

層センスと推定されている。両断層系の関係は、NNW－NS 断層系が NNE 断層系に変位

を与えている。 

なお、鉱体内における PDA の貫入方向は NW－SE 方向から WNW－ESE 方向を示す。 

 

3-2-3. 変質 
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カセロネス鉱床には一般的な斑岩銅鉱床モデルにある変質タイプが認められ、深成変質 

（初生変質）作用と浅成変質（二次変質）作用に分類される。前者ではカリウム変質、石

英－セリサイト変質、緑泥石変質と珪化変質が認められる。浅成変質作用は深成変質作用

に重複して発達する（図. II-3-5 および図. II-3-6）。 

 

 

図. II-3-5 4,220mL 平面の熱水変質モデル図 (MLCC, 2009) 

 

 

図. II-3-6 6RG 断面の熱水変質モデル図 (MLCC, 2009). 

 

3-2-4. 鉱化作用 

 カセロネス鉱床は強い構造規制を伴う斑岩型 Cu－Mo 鉱化作用で、地表部から深部に向
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かって溶脱帯（LX 帯）→ 酸化二次富化帯（OX 帯）→ 硫化二次富化帯（SS 帯）→ 初生

鉱化帯（SP 帯）に区分される (図. II-3-7)。初生鉱化帯は黄鉄鉱、黄銅鉱、輝水鉛鉱、磁鉄

鉱、ルチルなどからなり、二次富化帯 (OX 帯および SS 帯) は輝銅鉱、銅藍、胆礬、ブロ

シャン銅鉱から構成される。 

また、鉱体南東部に比較的小規模ながら浅熱水性鉱化帯(ZEP(Zona Epitermal))が存在す

る。この鉱化帯は NE－SW 走向の脈状で厚さ最大数 10m、黄鉄鉱、黄銅鉱、方鉛鉱、砒四

面銅鉱、輝水鉛鉱などの鉱石鉱物、石英、セリサイト、炭酸塩鉱物、電気石などの脈石鉱

物が確認されている。 

鉱床の平面的な広がりは NE－SW 方向に 1.5km、NW－SE 方向に 2km で、鉛直方向に

は 4,550mL から少なくとも 3,200mL まで約 1,300m の連続性がある。 

 

 
図. II-3-7 カセロネス鉱床の典型的鉱化プロファイル（LX：溶脱帯、OX：酸化二次富化帯、

SS：硫化二次富化帯、SP：初生鉱化帯）（吉江ほか、2015） 

 

4. 資源量評価 

4-1. 地質モデル 

 カセロネス鉱床では資源量評価をするにあたり、品位分布を規制する要因として、地質

モデルでは「岩相モデル」、「熱水変質モデル」および「鉱化モデル (浅性二次富化の鉱物プ

ロファイル)」の 3 種類のモデルを設けた。これらに「断層モデル」を加えた 4 種類に対し

て 3D モデリングを行っている。 

岩相モデルと鉱化モデルでは、地表から 3,650mL までは 15m 毎に 65 の平面スライス、

変質モデルでは 60m 間隔で 24 の平面スライスが作成された。このため、元々2m 単位で分

析された品位データは、ボーリング・データベースでは平面スライス間隔と一致するよう

に、岩相と鉱化モデルでは 15m 間隔、変質モデルでは 30m 間隔でコンポジットされてい

る。 



 

 

 

 

 

III 検討内容および検討データ 
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1. 検討内容 

本スタディの検討項目を表 III-1-1 に示す。これらの内容に関する既存データの収集・整

理を行った上で、地質・鉱物現象の観察および試料採取のための現地調査、各種分析（表 

III-1-2）を実施した。 

 

表 III-1-1 検討内容 

初生鉱化作用
浅熱水性鉱化作用(ZEP等)
関係火成岩デイサイト斑岩(PDA)の性状･区分･分布
二次鉱物種･分布
Cu品位分布･特徴

二次富化帯発達に
係る地質構造規制

構造要素検討と断裂構造の明確化

二次富化過程を規制
する要因の考察

総合解析

二次富化帯の性状

各種既存データ収集･整理

初生鉱化に
関する検討

 

表 III-1-2 主な分析内容 

分析項目 数
薄片・研磨薄片 37試料
放射年代測定（K-Ar） 6試料
放射年代測定（Re-Os） 1試料
全岩化学分析（岩石化学分析、多元素分析） 67試料
X線回折試験（XRD） 624試料
流体包有物 4試料
内、ラマンスペクトル測定 1試料

近赤外線スペクトル測定(PIMA) 10孔(875点)  

 

2. 現地調査全般 

2017 年 11 月 20 日～12 月 14 日、カセロネス鉱山にて地質・鉱物現象の観察および試料

採取等を目的として現地調査を行った。 

コア観察で 8 孔 約 2,400m（RG04-043D、RG04-044DT、RG08-218D、RG08-353D、

RG11-396D、RG11-399D、RG11-427DMT）を対象に断裂、岩相、変質鉱物、鉱石鉱物の

産状を観察した。ピット調査では銅高品位露頭で岩石の産状および断裂の観察を行った。 

また、薄片・研磨薄片の作成および鑑定、放射性年代測定、化学分析、X 線回折試験、流

体包有物の観察および分析を目的として試料採取した。試錐試料は 2m 毎の分析残試料であ

るパルプ試料およびコア試料を、ピット内では露頭から直接採取した。 

 

3. 既存データ特記事項 

3-1. 発破用削孔繰粉データ 

カセロネス鉱山では現在、約 15m の発破用削孔で採取される繰粉を 1 孔毎に各種分析に
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供している。密なデータが得られるため、本検討では 4,250mL～4,580mL 間のデータを用

いた。 

 

3-2. 試錐データ 

本スタディでは 2004 年以降に掘削された 1,001 孔の試錐（表 III-3-1）のデータを用い

て、各種検討を行った。DDH（岩芯採取） 209 孔、RC（カッティングス採取） 726 孔、

両者の組み合わせ RC－DDH（カッティングスおよび岩芯採取）8 孔である。 

 

表 III-3-1 試錐データ数 

 

 

DDH RC RC-DDH SUM

Number of drilling 209 784 8 1001

Length (m) 73478.47 91290.67 2928.6 167697.7



 

 

 

 

 

IV 調査結果 
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IV 調査結果 

1. 初生鉱化に関する検討 

1-1 関係火成岩（デイサイト斑岩）の性状等の検討 

検討内容 

既存データの収集､顕微鏡観察､全岩化学分析､放射年代測定を実施し､デイサイト斑岩

PDA による鉱床分布規制について検討した。さらに､PDA の岩石学的性質を検討した。 

 検討過程は､既存データから PDA 分布を示す岩相図を作成し､これから PDA 形成時の地

質構造を推定し､PDA の貫入構造と鉱床胚胎母岩である角礫岩の分布構造を推定した。 

検討結果 

 鉱床地域が ENE-WSW 方向の圧縮応力場となり引張断裂が多数発達し、その一部が開口

した。多数の断裂が発達する箇所は破砕し､鉱床胚胎母岩である角礫岩(BXC2)が形成した。

発達する開口部に､PDA が平行岩脈がとして貫入し､その際にもう一つの胚胎母岩である角

礫岩(BXC1) も形成する。最終的に､ENE-WSW 系 PDA 岩脈が複数条平行に分布し､その周

囲に角礫岩類(PDA→BXC1→BXC2)が配置するに至ったものと考えられる。 

 また､鉱床に分布する 2 種類の PDA1 と PDA2 を岩石学的に検討したところ､PDA1 に

PDA2 が貫入している可能性が高いことと､両者は岩石学的に異なる岩体である可能性が指

摘された。しかし､両者の放射年代に有意の差は認められなかった（いずれも 19～17Ma）。 

 
図 IV-1 カセロネス鉱床での関係火成岩(PDA)貫入構造と角礫岩の形成． 
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1-2 初生鉱化作用(斑岩型鉱化作用) 

検討内容 

既存データの収集､現地調査､顕微鏡観察､XRD 分析､PIMA 分析を実施し初生鉱化作用､

特に硫化帯や変質帯の形成過程について検討し､それらの分布を考察した。 

 検討は､既存データ､現地調査結果および各種分析結果から､変質帯を定義し､変質帯分布

断面図を作成して､変質帯発達過程を推定した。さらに､変質帯と金属鉱化作用について､品

位データ､顕微鏡観察､化学分析などから検討した。 

検討結果 

 カセロネス鉱床での変質帯は､(A)黒雲母－緑泥石帯､(B)セリサイト±緑泥石±黒雲母帯､

(C)弱石英－セリサイト帯､(D)強石英－セリサイト帯の４つに分帯され､PDA 側から外側に

向かい､(A)から(D)の変質鉱物類累帯が認められた。PDA の貫入と変質帯の累帯配列から､

まず(A)が PDA 周辺に形成し､次いで PDA 岩脈間に分布する角礫岩に(B)～(D)が発達した。 

 金属鉱化との関係では､(A)では､まず黄銅鉱－黄鉄鉱の鉱化､その後(A)末期から､黄鉄鉱

－輝水鉛鉱の鉱化が起こった。(B)～(D)の過程では黄銅鉱－輝水鉛鉱－黄鉄鉱鉱化が広範囲

に起こったと推測した。(A)では､黄鉄鉱が比較的少なく(黄鉄鉱／黄銅鉱比が低い)､(B)～(D)

の黄鉄鉱量が多い(黄鉄鉱／黄銅鉱比が高い)事で特徴付けられる。 

 これらの分布は､基本的にPDAおよび角礫岩の分布に依存するため､分布構造解明の鍵は､

PDA の貫入構造にあるものと考えられる。 

 また､PDA1とPDA2を同時に切る黄銅鉱－輝水鉛鉱－黄銅鉱－黄鉄鉱－磁鉄鉱－赤鉄鉱

脈があり､これは､(A)の時期に相当する鉱化作用と考えられ､PDA2 活動に伴っていた可能

性が高い。これが主要斑岩鉱化であるかの判断のためには､更なる検討が必要であるが､少

なくとも PDA2 の時期にも(A)と同じ種類の鉱化作用があった事を示している。 

 
図 IV-2 カセロネス鉱床での変質帯発達過程と金属鉱化作用 

（Potassic, BT-CL：黒雲母－緑泥石帯、S-CL-BT：セリサイト±緑泥石±黒雲母帯、W-QS：

弱石英－セリサイト帯、S-QS：強石英－セリサイト帯） 
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 銅鉱化作用は(A)～(D)の変質帯で形成したものと考えられるが､鉱化規模から考えると

(C)～(D)､特に(D)の変質帯に伴うものが大きいと推測される。二次富化帯に富化した銅量を

平面図上に示し､PDA 地表分布との関係を検討した。二次富化帯での銅富化量は､かつて上

部に存在し､基本的には既に削剝された銅鉱体から溶け出した銅量と考えられるので､上部

にあった銅鉱体分布を表すものと考えられる。銅量の多い場所は PDA 岩脈の周囲に分布し

ている。上述した PDA 岩脈間に発達する角礫岩に規模の大きな(C)～(D)変質帯が形成し､

この様な場所での鉱化規模が大きいとする予想と､富化量と PDA 分布の関係は一致する。 

  

 
図 IV-3 二次銅富化量分布と PDA 分布の関係． 

 

 

1-3 浅熱水性鉱化作用 

検討内容 

既存データの収集､顕微鏡観察､化学分析､XRD 分析､流体包有物分析(ラマンスペクトル

測定含み)を実施し､斑岩型とは異なる鉱化作用である ZEP(Zona Epitermal)鉱化作用およ

び Falla Negra 鉱化作用について､斑岩型鉱化作用との比較を検討した。 

 検討は､既存データおよび各種分析結果から､鉱物組み合わせと多金属化学組成から鉱石

の性状を､流体包有物から鉱化流体の性質を検討した。さらに､放射年代測定を行い､斑岩型

鉱鉱化との関係を生成年代の側面から検討した。 



20 
 

検討結果 

 ZEP の構成鉱物は､四面銅鉱､黄鉄鉱､黄銅鉱､方鉛鉱､閃亜鉛鉱､輝水鉛鉱､石英､セリサイ

ト､電気石､炭酸塩鉱物からなり､斑岩型鉱化とは金属鉱物組み合わせが大幅に異なる。観察

した鉱石は､斑岩型鉱化変質を被った岩石を切る､ZEP 鉱脈(硫化鉱物－石英脈)である。両者

の流体包有物の検討では､斑岩型変質部に高塩濃度包有物が認められるのに対し､ZEP には

高塩濃度包有物が認められないという差がある事が明らかとなった。両者の切り合い関係

と流体方包有物の産状から判断して､ZEP 鉱化が斑岩型変質作用の後に活動したと推定さ

れる。ZEP の流体の性質は､斑岩鉱化より低温かつ低塩濃度であったものと推定される。鉱

化年代の検討では､両者に有意の差は認められず､ZEP 鉱化作用が斑岩鉱化のあと引き続き

起こったものと推測される。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 IV-4             図 IV-5 放射年代結果 

上：斑岩型鉱化の流体包有物        左：斑岩型鉱化年代 

下：ZEP 鉱化の流体包有物        右：ZEP 鉱化作用 

 

今のところ ZEP 鉱化作用は､鉱床南部に東西脈状鉱化帯として 1 条が明らかになってい

る。これとは別に､“Falla Negra”と呼ばれる鉱化作用が南北系脈状鉱化作用として知ら

れている。今回の検討に用いた Falla Negra 鉱化岩は､黄鉄鉱､石英､セリサイト､硬石膏の

組み合わせで構成鉱物が ZEP と異なる。流体包有物は高塩濃度包有物で ZEP より高塩濃

度かつ高温で､斑岩鉱床に流体包有物の性質が近い。鉱床の品位データを再検討したが､

Falla Negra 鉱化位置で銅品位がつくかの判断はできなかった。Falla Negra 鉱化作用と斑

岩型鉱化作用の関係を明らかすることは出来なかった。 

 この様に､カセロネス鉱床には脈状を示し､鉱床内での金属分布形態が斑岩型鉱体と異な

る形態を示す鉱化作用が分布している。 
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2. 二次富化帯の性状 

2-1 二次鉱物の種類と分布 

検討内容 

既存データの収集､XRD分析およびPIMA分析を実施し､二次富化帯にある二次鉱物の種

類と分布について検討した。 

検討結果 

 カセロネス鉱床では、地表付近に溶脱帯(LX 帯)が分布し、下方に、酸化二次富化帯(OX

帯)、硫化二次富化帯(SS 帯)および初生硫化帯(SP 帯)の順に分布している。 

 LX 帯では､初生硫化鉱物や二次硫化鉱物が酸化したことで生成した針鉄鉱､鉄明礬石､赤

鉄鉱が分布している。溶脱の程度が低い箇所には､黄鉄鉱や黄銅鉱などの初生鉱物や輝銅鉱

などの二次硫化銅が溶け残っている場合も認められる。 

 OX 帯では､銅鉱物として主に胆礬がみられる。SS 帯では､二次硫化銅鉱物として銅藍や

輝銅鉱がみられるほか､初生硫化物の黄銅鉱や黄鉄鉱も認められる。SS 帯には､針鉄鉱､鉄

明礬石､赤鉄鉱が見られる事は殆どない。 

 XRDやPIMAの検討では､二次富化過程により､斑岩型鉱化に伴う初生変質鉱物がカオリ

ン､雲母鉱物､モンモリロン石および明礬石などの二次変質鉱物に変化している事が明らか

となった。これら二次変質鉱物は､溶脱作用の過程で生成する酸性水と初生変質鉱物の反応

により生成したものと考えられ､酸化により黄鉄鉱が分解するほど､より酸 pH の低い酸性

水が発生しやすい。一方､初生変質鉱物と酸性水の反応では､pH を上昇させる働きがある。

この能力は､石英－セリサイト帯より長石類の多く存在する黒雲母－緑泥石帯の方が高く､

初生変質帯の鉱物組み合わせが溶脱能力を支配している。 

７RG断面でカオリン鉱物の分布は､中部に多く(図 IV-6)､ここには石英－セリサイト変質

が分布する。一方､カオリン鉱物が XRD では検出されないものの､PIMA により雲母鉱物や

モンモリロン石が産出することがある。雲母鉱物～モンモリロン石とカオリン鉱物の出現

は､溶液の pH の差により､カオリン鉱物がより酸性条件にあった事を意味している。一般的

には､溶脱作用でより酸性であれば銅を溶かし込みやすくなる。 

断裂の存在する試料を検討したところ､断裂面沿いにカオリンや明礬石と言った強酸性

で安定な鉱物が出現し､断裂面から離れると､雲母鉱物やモンモリロン石が産出するといっ

た試料が多く認められる。これは､断裂面が水みちになって､溶脱作用が進行したことを意

味している。さらに､周辺部でモンモリロン石や雲母鉱物が生成している事は､長石類と酸

性水の反応が起こっていたものと推定され､この反応により溶液の pH は上昇する。 

 

  



22 
 

2-2 Cu 品位分布の特徴 

検討内容 

既存品位データから､Cu 品位分布の特徴について検討した。 

検討結果 

 7RG 断面で Cu 品位について検討した。LX 帯は､地表面とほぼ並行に発達するが､北部の

尾根付近には LX 帯が分布せず､代わりに OX 帯が発達している。SS 帯は北尾根付近から南

側 RG08-353D 試錐付近まで厚く発達しているが､それより南方では急激に薄層化している

(図 IV-6)。特に中部の試錐 RG11-399D では深部まで CuCNS（青酸可溶銅（硫酸処理後試

料）、SS 帯）の高品位部が続いている。一方､LX 帯は､中部で窪み､厚さを増し SS 帯上面が

下がっているようにみえる。今まで述べたように､二次富化帯の発達は場所により､発達程

度が異なっている。 

 

 
図 IV-6 7RG 断面図上での二次富化帯の分布 

試錐左の緑グラフ：CuCNS 品位％ 

試錐右の赤グラフ：XRD カオリン強度 

 

 

 

 

 

NW SE 
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3. 二次富化帯発達に係わる地質構造規制 

検討内容 

既存データの収集や空中レーザー測量データおよび衛星画像から地形特徴を抽出､リニ

アメント(断裂帯)を判読して､断裂帯と二次富化帯の発達を検討した。 

検討結果 

 鉱床西側の西斜面には NS 系のリニアメントが見られるが、これは東西走向で緩い南傾斜

を示す断裂構造と推定される。鉱床付近にはNNW－SSE系およびNE－SW～ENE－WSW

系リニアメントが発達している。この内 NE－SW～ENE－WSW 系リニアメントには、北

傾斜の特徴を示すものが見られるが、鉱床西側の西斜面で東西走向の南に緩傾斜するリニ

アメントと一致する可能性があり､一部は南にも緩傾斜している可能性がある。Caserones

鉱山 2017年モデルのme-12断層はNE-SW～ENE―WSW系で北傾斜のリニアメントとほ

ぼ一致する。 

 

 

図 IV-7 判読したリニアメント(赤線)． 

黄色線：Pratt(2005)地質図の断層､黒線：Caserones 鉱山地質図の断層､ 

me-3 and me-12：Caserones 鉱山 2017 年断裂モデル 

  

図 IV-8 下図では､CuAC(クエン酸可溶銅、OX 帯)の高品位部が周りに比べ深部に窪んで

いる。この箇所の地表部には NNW－SSE 走向のリニアメントが分布している､このリニア

メントが断裂構造であれば､透水性の高さから二次富化の反応が局所的に進行したことが

考えられる。 
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図 IV-8 上図：リニアメント分布平面図 

下図：発破孔繰粉(Pozo)品位 E－W 断面図 
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4. 二次富化過程を規制する要因の考察 

検討内容 

これまでの検討で明らかとなった､二次富化帯の発達に係わる要因をまとめ､二次富化帯

発達過程を検討した。 

検討結果 

二次富化帯は、風化作用で地表近くに位置する鉱体にある銅鉱物から銅が溶脱し、その

際､地表水などに溶解した銅が、地下水面下の還元環境まで移動し､おもに黄銅鉱等を輝銅

鉱が交代することで銅品位が上昇した鉱化帯である。 

鉱床浅部では黄鉄鉱の存在や低 pH 環境等を維持する条件が揃い、効果的に銅を溶かし出

す事が必要である。カセロネス鉱床の北部に分布するPDAはカリウム変質帯となっており、

浅部に溶け残しの銅が酸化銅としてその場に残り、OX 帯を形成している。一方、中部では

S-QS 変質帯が分布し、そこには多量の黄鉄鉱が存在していた事が予想され、溶脱作用も盛

んに起こったものと考えられる。このような初生変質帯の種類の違いが、LX 帯発達や下方

への銅の移動量の差となっている。断面(図 IV-9)の中部では、LX 帯が周囲より深くまで下

がり、下方に位置する高品位 SS 帯が深部まで続いている。また SS 帯では、深部方向への

銅品位変化をみると二つないしは三つの高品位ピークが認められ、上部のピークは周囲の

SS 帯と連続性が良いが、下位のピークは局地的に発達する。断裂帯の分布を加味すると、

断裂が存在する箇所では、それが銅溶液移動の水みちとなり、高品位 SS 帯を断裂付近でさ

らに下部に押し広げたものと推測される。 

 この様に、本鉱床で二次富化帯の発達程度を支配する要因は、通常の二次富化過程では、

初生変質帯の黄鉄鉱量 (黄銅鉱と黄鉄鉱比) や変質鉱物の中和能力 (pH 緩衝作用) に関係

する。一方、二次富化帯に時折見られる、局所的な分布の違いは、断裂などの発達による

地表からの選択的な水みちの形成によるものと考えられる。 

 変質帯の分布や断裂構造は、PDA 貫入時の地質構造に関連するように見える。まず､PDA

の分布を明確にすることが、本鉱床の品位分布を推定する為の基礎となると思われる。 
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図Ⅳ-9 二次富化帯形成の模式図.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 共同スタディのまとめ 
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Ⅴ 共同スタディのまとめ 

 

地質モデル作成のための検討項目と今後の課題 

 ここでは、地質モデルを確立する上で必要とおもわれる項目について述べる。さらに、

検討するために不足しているデータや更に検討が必要な点について項目毎に示す。 

 

1. 鉱化形成に関する叩き台 

地質モデルを作成するに当たり、カセロネス鉱床の存在状態を合理的に説明するための

地質鉱床学的根拠を明確に示した、鉱化形成モデルの叩き台が必要となる。そのために、

既存データからカセロネス鉱床形成に関する地質学的証拠の断片を拾い出し、それらを形

成過程順に構成した上で、鉱床形成過程について検討しなければならない。今回の検討で

は、既存データの全てを活用できていない。今後、未使用データも加えて、鉱床形成モデ

ルの叩き台を作成することで、地質モデル作成に必要な追加の調査内容が明確になるもの

と思われる。 

 

2.  PDA 岩体分布と地質構造 

火成岩、特に関係火成岩である PDA の分布は、斑岩鉱床の鉱体位置を規制する重要な要

素であるにも係わらず、本鉱床では PDA の岩体分布について必ずしも明らかにされていな

い。これは、本鉱床の試錐には PDA の連続性が悪く、分布域を正確に追跡することが難し

いことに起因している。貫入岩の分布は、当時の地質構造を反映しているので、構造地質

学的な検討が必要となる。 

今回の検討では、 ENE－WSW 方向の圧縮応力場で形成された NE－SW～ENE－WSW

走向に発達する多数の割れ目に PDA 岩脈が複数枚平行に貫入し、全体として NNW－SSE

に分布している可能性を指摘した。この構造モデルでは、北部～中部域での PDA 分布をう

まく説明する事ができている。一方、南部の PDA は NW－SE 走向の岩脈とモデリングさ

れており、今回の構造に関する検討結果とは異なっている。南部 PDA については試錐密度

から考えると NE－SW～ENE－WSW岩脈としても差し支えないように見える。この点に

関して、既存コア試料やマッピングの再検討が必要である。 

今後 PDA 分布をモデル化するに当たり、PDA 貫入を平行岩脈群として検討し、最終的

にそれらを捕捉できるような傾斜試錐を実施し貫入方向を確認するべきと思われる。また、

試錐孔の内部画像検層を実施する事で貫入構造に関する情報を得ることが可能となり、

PDA 分布推定の確度向上に繋がるものと思われる。 

 

3. 貫入岩類の分類 

今回の検討でも、貫入岩類の区分が不明確であるため、既往の試錐の記載から岩体分布

を推定するのは困難であった。分布する貫入岩に対する区分を明確にする必要がある。特
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に斑岩類は、鉱床関係火成岩と考えられており、現在確認されている 2 種類の PDA の時空

分布の把握は、鉱化作用や分布を考える上で非常に重要である。斑岩以外の貫入岩に関し

ても、定義が不明確であるため、決められたカテゴリーに無理に当てはめてしまう危険性

もある。分布する岩石に対して、岩石学的な検討を出来るだけ加えると共に、ピット露頭

などでの岩相変化や他の岩相との接触関係などの観察記載を実施し、岩石区分の方法を再

検討すべきである。 

また、誰が鑑定しても、同じ結果が得られるように、標準鑑定試料を準備することが望

まれる。主な貫入岩の記載内容について検討した内容を以下に示す。 

 

4. PDA の記載 

 カセロネス鉱床の形成は、19～17Ma に起こった PDA 火成活動に始まる。本鉱床に分布

する斑岩類の殆どは、斑状組織を示す PDA1 ないしは PDA2 に区分できる。しかし、既存

データでは、両者を区分していないものが多い。また、鉱床には細粒等粒状組織を示し PDA

と見かけの異なる貫入岩がトーナル岩や花崗閃緑岩として認識されているが、黒雲母斑晶

を含む場合は外観が PDA と類似するため PDA に区分されることも少なくない。これら岩

石に対する岩石学的検討は、系統的に実施されてはおらず、区分に関する根拠に乏しい。 

今回の検討では、共に斑状組織を示す PDA1 と PDA2 の間には、岩石化学的性質の違い

と貫入関係がみとめられ、PDA2 は PDA1 のあとに起こった別の火成活動の産物と考えら

れる。このことから、PDA1 と PDA2 に区分する事には、鉱床形成を考える上で大きな意

味があるものと思われる。さらに、両者が正確に区分できれば、岩体の空間分布検討も可

能となり、鉱体分布や地質構造を考える上で重要なデータを与えてくれるものと期待され

る。 

今後、既存のコアの再記載の再に、最低でも以下点に注目すべきと思われる。 

まず、斑岩類を岩石組織から斑状組織を示す PDA1 および PDA2 と等粒状組織の花崗閃

緑岩‐トーナル岩に分ける。さらに、斑状組織を示す PDA は、デイサイト質で白色の PDA1

と安山岩質で暗灰色の PDA2 に区分できる。等粒状組織を示すものは、花崗閃緑岩やトー

ナル岩に分類されるものが殆どであるが、黒雲母斑晶を有するものなど見られる事から、

その旨記載する。 

 

5. 微閃緑岩､閃緑岩の記載 

 閃緑岩類として、鉱床付近には微閃緑岩と閃緑岩が分布している。両者は岩石組織的に

微細粒組織の微閃緑岩と細粒～中粒の閃緑岩に区別出来る。周辺地域には斑糲岩類も報告

されるが (Pratt, 2005)、鉱床中では確認されていない。 

 微閃緑岩は、暗黒色で斑状組織を示さない閃緑岩質の細粒完晶質岩が一般的である。し

かし、本鉱床中には斑状構造を示すものもみられ、一部が PDA や閃緑岩として記載されて

いる。今回の検討では、黒色の微閃緑岩と記載される岩石にモンゾ花崗岩が貫入している
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コアが存在し、ここの微閃緑岩は顕微鏡観察で堆積岩と判断された。岩石を区分する場合、

色や岩石組織のみならず、他の岩石との関係に基づいて岩相区分する必要がある。また、

微閃緑岩の分布域の一部では、その部分だけ極端に低品位となっており、鉱化作用による

母岩の選択が起こっていた可能性以外に、鉱化後の火成活動を疑わせるものも存在する。

この様な部分的な品位低下は、資源量評価を行う場合考慮しなければならない。鉱体内で

の微閃緑岩分布について微閃緑岩礫を多く含む角礫岩も含めて検討する余地がある様に思

われる。 

 閃緑岩は鉱床北部や南部に小岩体として分布し、鉱化との時代関係は明らかにされてい

ない。さらに、閃緑岩についてもコア記載の際，微閃緑岩との間で混乱が生じている。鉱

床北方のドンディエゴ地区には、比較的広い露出面積で閃緑岩が分布しており、カセロネ

スに分布するものに類似する。この K-Ar 放射年代は約 25Ma と推定されており鉱床形成以

前の活動と推定されている。 

 

6. 初生鉱化ステージの把握 

 鉱山では初生鉱化作用を、早期イベント、中期イベント、主要イベントの 3 期に区分し

ているが、鉱物共生について必ずしも明らかになっていない。さらに、各イベント期の鉱

化分布に関するデータが示されておらず、銅とモリブデンの品位分布傾向に関する解釈を

難しくしている。鉱石鉱物に関する観察により、鉱物共生関係とそれらの空間分布および

変質帯との関係を明確にする必要がある。鉱石の観察事実を更に積み上げ、鉱物共生や生

成順序に基づいた鉱石タイプの分類を行い、それらと変質帯との関係を含めた検討を行う

ことで、銅とモリブデンの品位空間分布を鉱化時期や鉱物の共生累帯等で議論することが

可能となる。これは、品位分布推定のため必要である。 

 

7. 初生変質帯の分帯 

 変質鉱物共生は、生成時の各種条件を反映していると考えられることから、変質帯を分

帯する上で重要である。従来の鉱物分帯も変質鉱物組み合わせに注目して行われているが、

規格化する際に単純化しているため、変質帯の分布検討では鉱物共生が不明となっている。 

 今回の変質帯検討では、黒雲母－緑泥石帯、セリサイト－緑泥石－黒雲母帯、弱石英－

セリサイト帯、強石英－セリサイト帯に区分した。これは、黒雲母－緑泥石帯は、カリウ

ム変質に相当する黒雲母変質に緑泥石変質がオーバーラップしたもので、緑泥石変質は場

所により変質の程度が異なる。この緑泥石変質が一般的な斑岩型鉱床に見られるプロピラ

イト変質帯に相当するか、石英－セリサイト変質時に形成したかは明らかに出来なかった。 

 この変質分帯では、PDA 内部と周辺部に黒雲母－緑泥石帯が形成し、PDA 上部ないしは

側部にセリサイト－緑泥石－黒雲母帯が､更にその上方に弱石英－セリサイト帯、強石英－

セリサイト帯の順に累帯し、PDA 貫入位置と変質帯の累帯関係が明確になっている。鉱化

帯と PDA 位置関係を検討した結果では、岩体周縁を含む周辺に鉱体が分布しており、石英
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－セリサイト帯が鉱化の場となっている。強石英－セリサイト帯では、変質帯内にみられ

る鉱化に伴う多量の黄鉄鉱が、二次富化帯を規制する要因となっている可能性が高く、石

英－セリサイト帯分布が二次富化帯の発達条件の一つと考えられる。 

 この変質分帯は、熱水変質作用の性状を詳細に検討し明確化した上で、変更されるべき

である。また、変質鉱物の量比を半定量的に判断するためには、熟練した技能が必要であ

り、鉱床全体を評価する場合、鑑定の個人差が問題となる。今回 XRD 分析で変質鉱物を検

討したが、操業現場で行うには、時間的にもコスト的にも不向きである。鉱山では現在、

近赤外法分析 (NIR) による鉱物同定を試みており、今後、この様な簡便分析法を確立し、

変質鉱物記載に積極的に利用すべきである。 

 

8. 断裂構造と初生鉱化 

今回の検討では鉱床形成過程を考察した。それによると、当時鉱床周辺が ENE－WSW

方向の圧縮応力場にあり多数の引張割れ目が発達した。引張割れ目の一部が開口するとと

もに、開口部周辺は破砕帯が発達し角礫岩(BXC2)が形成した。さらに開口部には PDA が

貫入し、貫入岩の縁には貫入角礫岩 (捕獲岩) や貫入岩の冷却収縮に伴う角礫化により角礫

岩(BXC1) が形成したものと推定した。これら角礫岩の分布は、PDA 貫入岩と調和的に分

布する事が期待される。さらに、角礫岩は本鉱床でも重要な鉱化の場ともなっており、こ

れら一連の構造が、鉱体位置とも関係しているものと考えられる。この引張割れ目の方向

は、斑岩鉱化より後期に活動したとされる ZEP の方向とも一致し、ZEP 鉱化でも同じ構造

に支配されていた可能性がある。さらに、初生鉱化期の応力場からは、南北性の右横ずれ

剪断の発達も予想され、Falla Negra と呼ばれる鉱化作用がこの右横ずれ剪断に起こった鉱

化作用であった可能性も考えられる。 

今後、PDA や角礫岩の分布を明確化することで､構造モデルを確立することが可能になる

ものと思われる。さらに、周辺鉱化帯での地質構造解析を実施し、広域的に考えることで

カセロネス鉱床の構造が明確になるものと期待される。 

 

9. 二次富化作用と初生鉱化作用 

 今回の検討では、二次富化帯形成に必要な条件として、高い黄鉄鉱量(黄鉄鉱／黄銅鉱比)

が挙げられる。初生変質帯では、石英－セリサイト帯で黄鉄鉱量が多く、そのため硫化二

次富化帯(SS 帯)の高品位部は、石英－セリサイト帯に調和的に分布すると解釈される。一

方、黒雲母変質帯では黄鉄鉱／黄銅鉱比が低いため、溶脱の際に溶け残った銅がその場に

留まり酸化二次富化帯(OX 帯)を形成すると共に、還元環境下に移動した銅溶液が中和能力

の高い長石類と反応して、急激に沈殿したことで高品位硫化二次富化帯(SS 帯)を局所的に

形成したものと推測される。 

この様に、初生変質の持つ鉱物組み合わせと二次富化帯の分布には密接に関係があるも

のと推測される。この様なことから、二次富化帯のモデリングでは、初生変質や初生鉱化
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作用の分布を考慮する必要がある。しかし、初生鉱化変質の性状、特に硫化鉱物の鉱物組

み合わせと量比についての検討が不十分で、今後検討が必要である。 

 

10. 二次富化作用と断裂構造 

 二次富化帯の形成と断裂関係は、この過程が地表水の地下への浸透で起こる以上、検討

しなければならない問題である。鉱山では断裂構造のモデル化を進めているが、様々な方

向に発達し、原因の異なる断裂構造が混じっているものと思われる。本鉱床の二次富化帯

の生成時期は、古い時代と考えられ、現在見られる断裂構造の全てが二次富化作用に係わ

ったとは考えられない。鉱床周辺では、地すべりや斜面崩壊構造が多数みられ、現在も地

表部付近では、新しい構造が発達している (元々の古い構造が再開した可能性がある事に注

意)。 

 今回の検討では、幾つかの断裂構造が二次富化帯形成に関与したものと推測される。そ

の一つに、7RG 断面での断裂が考えられる。この断面図では、溶脱帯(LX 帯)が局所的に深

くなっている箇所があり、直下の硫化二次富化帯(SS 帯)の高品位部が下方に凸になってい

る。ここでの硫化二次富化帯(SS 帯)の CuCNS 品位の垂直方向分布がバイモーダルになっ

ている。ここでは、浅部の高品位が通常の直上からの浸透で出来た硫化二次富化帯(SS 帯)

で、深部のものは断裂沿いを通過した水によるものと推測された。この様に、断裂構造が

二次富化帯形成時に水みちとして働いていた可能性が高い。更に、硫化二次富化帯(SS 帯)

が下方に窪んだ付近は、初生変質で生成した石英－セリサイト帯も厚くなっており、この

断裂構造が初生変質帯形成時に既に存在していた構造の可能性も考えられる。 

 この様に､二次富化帯形成を考えるためには、前述した初生鉱化変質作用で生成した硫化

鉱物や変質鉱物の分布を考慮した二次富化帯の発達と、局所的な水の流れによる発達を考

えた上でモデル化する必要がある。 

  

11. 二次富化作用と粘土鉱物 

溶脱、移動および沈殿の二次富化過程では、二次鉱物が生成する。二次鉱物は、二次富

化過程で起こった事を推測する上で、重要な情報源である。二次富化過程では初生変質鉱

物や長石類が、カオリン、スメクタイトおよび雲母鉱物に変化し、粘土含有量が増加する。 

 これまで、二次富化過程では主にカオリンが生成し、このカオリンの存在が鉱石処理過

程で、注目されている。今回の検討では、スメクタイトや雲母鉱物も生成されている事が

解り、これらの持つ鉱物学的性質を明らかにしておく必要がある。とくに、雲母系粘土鉱

物は XRD で初生変質のセリサイトと簡単には区別できない。しかし、今回の近赤外分析 

(PIMA) で、溶脱帯(LX 帯)や二次富化帯のカオリンが検出されない箇所には Na-雲母が検

出されることが多く、初生変質帯のセリサイトと区別できる可能性がある。近赤外スペク

トル分析は、化学結合に関係する近赤外波長域での吸収で鉱物を同定するため、鉱物化学

組成変化を捉えることが出来る可能性がある。今後、二次富化過程で生成した粘土鉱物に
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対する鉱物学的検討が必要と考えられる。 

 


