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軽量

蛭

骨材一資

(その2)

Iまえがき

蛭石とよばれる鉱物は雲母類の一種で急熱すると蛭

(ひる)のように一方向に膨脹する性質カミある.世界的

な産出地はアメリカ合衆国と南アフリカ共和国にかぎ

られておりわが国における産出地は福島県囲村郡小

野町付近に限られている.アメリカ産アフリカ産の

蛭石と小野町産の蛭石とでは焼成品(商品)にしたと

きその色がはたはだ異なっている.前者は白色(銀ま

たはシルバｰとも呼ばれている)であり後者は金赤色

(金またはゴｰルドと呼ばれている)を呈する1この

違いは産状や鉱物の相違によるもので以下道々述べる

が混乱を避けるためこの文にかぎりアメリカアフリ

カ産のもの(わが国にも同様な産状同様な鉱物のものもあ

る)をrヒル石｣(バｰミキュライドマermiCu1it燈)ノj､野田r

付近で産するものあるいはこれと類似のものをrひる

石｣とし両者を意味するときはr蛭石｣の字を当てる

ことにする.わカ幅のびる右利用の歴史は明らかでな

いカミ南ア共和国のヒル石発見の歴史は次のよう注もの

である1936年鉱山局の鉱物開発委員会はロンドン

のある紳士からロシア産のヒル石の見本を送られこ

の有用な鉱物が南ア共和国に扱いかと尋ねられた.さ

っそく地質調査所のPartridge氏に相談したところ

Transvaa1の北東部Pa1aboraのLoo1ekopに多量に

あることがわかった.このヒル石は1906年に発見され

ており1930年頃から1934年まで燐の鉱石(apatite)を

採掘していた当時はきたならしいとじゃま者あっかいに

されていたものであった.このきたならしいヒル石も

今日では世界各国が輸入して使用しているのである由

以下蛭石について産出状態や利用や

世界の様子について述べるが鉱物学的な

記戴は省略させてもらう.またわが国

にもヒル局の存在している多くの場所秘却1
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第1図小野町産ひる石の大きさ

石

源

岡野武雄

られているので資源としての重要性はたいカ茎述べるこ

とにする.

皿蛭覆の性質

蛭石は加水雲母類でその六角板状の外形や薄くはげ

やすい性質などは普通に知られている白雲母や黒雲母

に似ている.色はひる石では黒色ヒル石は褐色または黄

褐色である.ひる石は花開岩が風化分解して分離した黒

雲母であるから粒度の欠きたものはたいがヒル石に

はずい分大きなものがある.以下ひる石ヒル石に分

けて説明する.

(a)ひる拓

福島県田村郡小野町付近産のびる石は花開閃緑岩の

風化分解物で大きさぱもとの花闇閃緑岩を構成して

いる黒雲母とあまり変わらない.測定された大きさ

は次のとおりである.(第1図参照)

第1図のa一方向2.4～5.7mm平均3.9mm

h一方向1.8～3.2mm平均2.7mm

c軸方向1.O～2.8mm平均1.8mm

小野町産のびる石の膨脹率(加熱したとき第1図の｡

軸方向に膨脹する比率をいう.C軸以外の方向にはあまり

変化しない)は7.3倍といわれる.

ひる石の膨脹の様子を写真で示そう.残念なカミら

これは小野町産のものではなく岩手県田野畑村の

ものであるカミ膨脹の様子は似たようなものである.

第2図は焼く以前

第3図は焼成後写真を撮るために動かしたので形はく

ずれたが膨脹の様子がよくわかる焼成時間6

第菱一薗田野癌地匿のひ苔肩左ばε軸方向から蒐たもあおは直角珪方向から見たもの�
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策3図第2図のびる石を焼いて膨脹させたもの(1～4)は同一のもの

(奥海･及川らによる)

化学成分は①に小野町付近の原岩中の黒雲母

②にそれカミ変質したひる石③に福島県下各地に産す

る同様な成因によるひる石の平均の化学成分④に田

野畑村の1例を第1表に示した.

(b)ヒル石

ヒル石はいづれも超塩基性岩である輝岩(py･ox･

enite)中に産出するを特隊とする.ここではLoo1ekop

産のものについ述べる.Loo1ekop産ヒノレ石には2

つの型があり1つの型(Iの型)のものは底面方向の

努開が明りょうて桂く比重は2.67であり膨脹率も

平均11倍である.ほかの型(皿の型)のものは努開面

が明りょうて膨脹率も平均26倍と大きい.比重は

2.15～2.50大きさは2.5cm～1.2mm(1inch～14

me.h)のものが多いが特別なものでは58cm×50cm

(23×20in.)厚さ2.5cm(1inch)のものもある｡(第4,

5図)Loo]ekOpではこの型のものが量がはるかに多く

また経済的重要性も大きい.Loo1ekOpのヒル石の

化学成分は第2表の③と④に示した.

以上ひる石とヒノレ石の性質につv･て述べたが産状

は別項にゆずるとして両者の著しい相異はその化学成

分にみられる.ひる石は鉄分(Fe.03+Fe0)か多く

MgO分が少ない.ヒル石は反対にMgO分が多くFe

分が少たいまたH.Or+)

第1表ひる石の化学成分

第4図Loo1ekopのヒル須58c蛆×50cm摩さ25cm(Gevenより)
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(注)①福島県石川産黒雲母(分析者,福島県機械工業指導所)

②福島県;百川産黒雲母より変質したひる石(〃)

③福島県利11,小浜.小野町産ひる石の平均値(〃岡野による算術

平均)

④岩手県蘭野畑村沼袋北方1kmのびる石(文献,奥海外よリ)

第2表ヒル石の化学成分
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①福島県雲水墨産ヒル;百(分析誉今野弘)

②佐賀県厳木町産ヒル石(分析者犬野牟田)

③ヒル肩(Iの型)R.ofSouthAfrica(分析者J.C.Dume)

④ヒル;百(皿の型)〃(〃)

H.O(一)の合計でははるかに多い(ただし第2表の③を

除く)このことは両者の成因の差によって異なることが

後項で明らかに柾るであらう.

ここに一言付げ加えたいことはひる石ヒル石の�
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ほかに膨脹性を有する緑泥石の産出が2力所で知られ

てきたことである.産状はヒル石に似て蛇紋岩体中に

産するが鉱物の色はヒル石(VermiCulite)カミ褐色を

示すに反し膨脹性を有する緑泥石は緑色である

皿ひる眉鉱床と崖状

ひる石鉱床は福島県小野町付近石川町付近岩手県

田野畑村地区のほか各地に知られているが詳細に調査

された小野町付近と田野畑村地区について産状を述べる.

(a)小野町付近のびる石鉱床(第6図参照)

福島県田村郡小野町を中心として北は田村郡滝根

町神俣から南は石城郡三和村上三坂に至る南北

16km東西1～1.5kmの地区内に多くのひる石鉱床

が点在しわカ掴産ひる石のすべてを供給している大

鉱床地帯カミ存在する.この地区のびる石鉱床は閃

雲花筒閃緑岩の風化残留鉱床で風化帯は地表から

10～40㎜の深さに達している.この風化帯中には直

径の風化に抗した原岩石塊カミ所々に見られる.

閃雲花間内緑岩を構成している主成分鉱物は角閃

石黒雲母石英斜長石正長石で副成分鉱物と

しては燐灰石楯石ジルコン褐簾石などが認め

られる.鉱石となる黒雲母は2mm大以上のもの

(ところによって異なるが)1%から23%(重量比)

に変化し粒の大きさについては先に述べてある一

(b)田野姻村地区のびる石鉱床(第7図参照)

岩手県下閉伊郡田野畑村西半部には田野畑花開岩

体と呼ばれる花闇閃緑岩体が緩慢な起伏をなして広く

分布している.この岩体は岩相の差によって6つの
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うである.ひる看は小野町付近のものと同様黒雲

母の風化生成物であるがただ小野町村近のものと異

なりひる石鉱床の分布が地形に支配され稜線あ

るいは丘稜の末端部の風化をうけやすい部分に存在し

また風化帯の深さも地表から至純2節の深さにしかお

よんでいないことである.ひる石の含有量も2.38m

m以上のもの1～4%とか妊り低く稼行可能限度以

下である.

(c〕福島県下には小野町付近以外にも石川都石川町

の南東方4km付近安達郡岩代町小浜(二本松市南

7km)付近にもひる石鉱床が知られている.これら

福島県下3カ所のびる石の埋蔵量は次のように発表さ

れている.

地区賦鯛積潟亀鶴比重埋(肇)量

小野3,000.000100,122.07,200,O00

石川エ60.00060,122.0230;000

/j､生兵2,500,00060,122.03,600,000

言十11,000,000

(注奥海外より引用埋蔵量の数字は多少筆者が変えた)

IVヒル;百鉱床と産状

世界におけるヒル石の2大鉱床アメリカMontana

州の林床南ア共和国Pa1aboraの鉱床とわが国の

1,2の鉱床について述べる.

(8)アメリカ皿｡砒胴a州皿童肋y付近のヒル宿鉱床

ヒル石鉱床はLinco1nComtyにありLibby

�

の北東7マイルK001enaiRiver支流Rainy

Creek沿う海抜1,300～1,400mのところに位置

する.(第8図)
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第7図

田野煩村地匿ひる石鉱床分布図(奥海外による)

第8圏u晩yの虹ル石鉱廉符逝の地質欝�
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第9図Loolekop位置図

地質は前カンブリア紀の珪岩その他の堆積岩とこ

れらがつくっている向斜構造の底部に貫入した火成岩

体よりなりたっている.貫入岩体の西の1/3は閃長岩

(｡yen1te)で東の2/3は輝岩(pyroxenit｡)である.

輝岩の方が閃長岩より古く白亜紀のものと信じられ

ており黒色粗粒で深く風化され手で砕くことが

できるほどである.輝岩は主として透輝石(diopside)

一黒雲母(bioti亡e)ヒル石(vemi㎝lite)からなり透輝

石カミ優性でほかの2つは透輝石中に鉱染してV'るの

か普通である.閃長岩は欠きた岩体で存在するほか

輝岩を切る岩脈としても存在する.

主要なヒル石鉱床は閃長岩が輝石岩の中へ入り込

んだとカ主った部分付近の丸V･丘にある.95%以上の

ヒル石を含む数個の不規則な富鉱部がありその形は

垂直のレンズ状で幅は7～30m以上長さは300m

以上である.ヒル石鉱床は輝岩に移化しまた時々

黒雲母の塊に出会う.主要鉱体の西部では幅2～3

mの閃長岩の岩脈で切られることが多くまた東部へ

ゆくほど富鉱体となる.このMont加a州の鉱床の

ほかアメリカで稼行されているSouthCarOlina州

の鉱床について簡単に触れる.アメリカ第二のヒノレ

石の産地はS.Camlina州西部のPiedmont,Greenvi11e

Laurens,Spartanburg地区でこの地区の片岩や片

岩中には多くの輝岩カミあり著しく変質している.ヒ

ノレ石はこの変質帯(風化帯)の上部に見られ下部は黒

雲母に移り変わる.ヒノレ石のある深さは地表から

5～7mの範囲である.

(b)南ア共和国Pahbo胸Loo1ekop付近のヒル石鉱床

Palaboraは南ア共和国Transvaa1の東北方の地名

でLoolekopはSe1ati鉄道のMicaSid1ngの東約

25マイノレ南緯24｡東経31｡に位置する.この付近

の地表はかん木におおわれ雨量少なく暑いところ

である.(第9図)地質はドロマイト化した石灰岩

の丘(L･olekopk･p=丘)を囲んで南北に延びる輝岩

岩体とさらにその外側をとりまくPalabora花闇岩

･片麻岩より構成されている.花嵐岩と輝岩との境

では輝岩は長石化作用をうけ花筒岩は閃長岩とたっ

ている'(第10図).この地区とくに石灰岩体中には

鉄や銅の鉱床カミありまた燐灰石が輝岩結晶質石灰

岩その他の岩石中に広く分布している.燐灰石は

輝岩中では緑～白色をなしておりヒル石の高品位

部では大粒で大塊状をなして産出する.ヒノレ石

燐灰石と輝岩との関係を示す一例を第11図に示した.

輝岩体中には南と北に2つの蛇紋岩化した地帯カミ

ある(第10図).この地帯ではとくにヒル石カミ集中し

ヒノレ石と蛇紋岩は密接に伴ってほぼ東西に縞状を征

して分布している.すなはち幅数10フィｰトの

ほとんど純粋なヒル石帯と幅100フィｰト以上の共

存帯(この中では蛇紋岩より少ないがまだ稼行可能なヒ

ル石を含む部分とヒル石がきわめて乏しい部分とが互層状

をなしている)が縞を作っているのである.Loo1ekoP

地区のヒル石には2つの型があることは前に述べだが

これらのヒル石は黒雲母(biotite)金雲母(phlogo-

pit･)から導かれた加水雲母(鉄やアルカリ分が脱けて水

分が加わった)であり成因としては地下水の作用に

よるものと考えられているカミｰ部に熱水溶液の作用

によったと思われる様子も見られるという.

(6)雲水峯(ウスミネ)のびる石

福島県須賀川市の雲水峯地区は主として花開岩地帯

である.雲水峯山(海抜677m)の山麓でペグマタイト

の長石や珪石を採掘しているがぞのそぱに蛇紋岩体

がありこの中にヒノレ石の産出することカ主知られているr

＼
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第1工図

Loo]ekop鉱床におけるヒノレ

石･燐灰石輝垢の関係図

V:粗粒ヒル石

A:燐灰石

A苫:緑色の燐灰石とヒル石

P.:粗粒輝石と小粒の燐灰石

P四:中ノj､*立頂董;同とヒル肩

この蛇紋岩とペグマタイトの

聞には次のような帯状配列が

認められる.(ひる石の化学

成分を第2表①に示す)

蛇紋岩一滑石一石綿一ヒ

ル石｣ペグマタイト

このような関係にあるヒル石

の多くの脈カミあるが一般に

2crn以下の幅のもので一

条だけ数10c㎜幅のものがある(1960年ごろ坑道掘が行

なわれたが間もなく休止した).同様恋産状のヒル石は

福島県下で数個所如られておりその中の一つ石川

郡玉川村小高中島のものは一時300t/月の出鉱をみ

たというカミすぐ中止したらしい.佐賀県厳木付近

のヒル石も似た産状を示す.厳木のヒル石の化学成

､

分を第2表②に示しておいた.

V膨脹剥離性緑泥石

長崎県西彼杵半島に広く分布する三波川型結晶片岩

帯中に多くの蛇紋岩体力掬られている.西彼杵郡西

海村中浦の七釜鉱山カミ滑石を採掘しているがこ

の鉱山付近の蛇紋岩申の割れ目に沿って茶褐色のも

のと淡青色雲母状のものと2種類の鉱物が滑石に伴

らで産出した.試験の結果次のことがわかったと

最近報告されている.

茶褐色のものはヒル項(∀emi㎝肚e)

淡青色のものは剥離性を有する緑派肩(eXfoliating

chlorite)(第12図)

第12図剥離膨脹性を有する緑派肩(東大鉱山学教室のもの)

同様な緑泥石が高知県長岡吉野村吉野鉱山からも産

する.

wわが国の蛭石の崖地

地名�位置鉱種��備考

田踊畑*�塔手県下閉伊郡国野畑村�O�鉱床多低品位

摺沢�〃東磐井郡大東町�○?�

小浜*�福島県二本松市･安達郡�○�鉱床犬

�岩代町��

雲水峯�〃須賀川市�⑱�1961年頃採掘した

小野町‡�〃田村郡滝根町｡小�○�現在わが国最大の産

�野町･石城郡三和��地採掘場多し本

�村��文参照

狸森�〃肩州郡大東村�鰯�

小高*�〃;百川郡玉川村�鰹�1957～58頃採掘した

石川*�〃;百川郡石川町�O�採掘中?

里白眉�〃石川郡浅川町�鰯�

戸草�〃東白川郡古殿町�鱒�

酒垂*�〃東白川郡鮫川村�鱒�

越虫*�〃〃4�繊�

犬子�茨城県久慈郡犬子町�⑱?�

初鹿野�山梨県東山梨郡大和村�○?�

身延山�〃南巨摩郡身延町�?�

新城�愛知県新城市�?�

落合�岐阜県吉城郡宮川村�○?�

大正�奈良県玉所市�○�

吉野�高知県長岡郡吉野村�△�戦時中50t195C年

��ぴ

厳木�佐賀県東松浦郡厳木町�餓�

七釜�長崎県西彼杵郡西海村�△織�

195C年

注*:地区名を示す

○:ひる石

鰯:ヒル石

△:膨脹性緑泥石

○?翰?:推定

?:未詳

v皿蛭;百の採掘･選鉱･焼成

(8)採掘

小野町付近のびる石の採掘はツルノ･シスコップ

を用うる簡単校手掘りである.花筒岩の未風化帯に

入るとそこを踏前として横に掘り広がってゆく.

風化帯に時々未風化の花筒岩塊(径30～2COcm)があ

り採掘のじやまになることがあるがあまり問題に

ばなら担い.ただ鉱床帯付近は目ヨ畑カミ多いので表

土の捨場に困ることもあるがとくに表土が厚くない

かぎり採掘される(第13図).採掘された鉱石はトラ

ックなどによって水の便利なところに設けられた選

別所に運ばれる.雲水峯小高地区のヒル石鉱床は

鉱脈を追って坑道掘りが行柾われたカミヒル石脈に沿

って水の廻りカ茎よいために落石(落盤)の危険が多か

ったという.わが国のヒノレ石鉱床は脈幅が狭いの

でそれ自体採掘の対象となることはほとんどないが

今後幅広いヒル石脈淡発見されたときは母岩である

蛇紋岩も同時に利用(たとえば熔成燐肥用)できるよ�
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策13図小野町最犬の採掘場中央正面に立てかけたリヤカｰが見える手前の採掘跡は小学校の運動場を患わ登る

うな条件が必要であろう.アメリカMontana州の

鉱床は丸い丘の上にあり階段式の露天掘りで系統的

に採掘されている.一般に表土は少ないヒル石は

パワｰショベルで採掘されトラック積みされる.

時々現われる閃長岩の岩脈はさく岩機と火薬を用い

て除かれている.ヒル石は高中低品位と品位別

に採掘されて運ばれる.南アの採掘状況も露天掘り

で第14図のように整然と行なわれている.

(止)選鉱(選別)

運ばれてきたひる石の原鉱は多量の水とともに15

mesh(1.17mm)ぐらいの廻転式筋(第15図)または樋

流しによってひる石(石英粒末風化の長眉を含む)と

粉鉱(ひる万の小粒なもの精土表土など)とに選別

され(第16図)自然乾燥されて都会の焼成工場へ送られ

る.ただ日本蛭石企業KKは石川町の自家焼成

工場のかたわらで水洗選別を行なっているので重油

を用いる乾燥工程をへて焼成炉に入れられている.

都会にある焼成工場でも何らかの方法で乾燥を行なっ

ている.Montanaのヒル石は採掘場付近の選鉱所

で付着水の抜ける程度の温度で乾燥され節分けされ

クラッシャｰに送られる.ここでは柔らかい扁平状

たヒル石はそのままクラッシャｰを通過するがほか

の岩片は破砕され粉化して空気選別機によって除か

れる.ごうして精製されたヒノレ石(精鉱)はトラック

でRainyCreek川口へ運ばれKootenaiRiverを架

橋コンベヤｰで越えGreatNorthem鉄道に積み込

まれて各州の焼成工場へ向け送られる.

(o)焼成

主として東京大阪およびその周辺にある焼成工

場では重油を燃料として竪窯傾斜窯を用いて焼

成している蛭石は(輸入ヒル石をも焼成している)直接

焔の申を短時間通過しこの間に膨脹する焔の温度

や通過時間によって焼成品の良否が決定される.

適正に焼かれたひる石は美しい金色に輝くカミ(第

17図)焼きすぎると黒いみじめな姿になる(第18

図).ヒル石は淡黄白～白色(第19図)に焼きあがる.

焼成温度は800～110ぴCといわれ焼成品の比重は

ひる石でO.15～0.1ヒル石でO.9位の嵩比重となる.

焼成されたものは風簸(風力選鉱)で10mesh20mesh

凄｡鵬曲などの各段階ぽ分けられる(こて精欽刺二合

蒙扱ていた石英帯畏局が比箆の養で取り除かれる)

第14図ム⑪臨〃ヒル石採掘場(G･糊よリ)

第i5図小野新町の纂工場におけるひる石の水洗

選別･回転餓手前は選別されたひる眉�
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外国での焼成法については省略する.

最近(螂碑夏月現在)のわ秘国の蛭石焼成工場は次

のと粘りであるいずれも小蒲町終自家山をもちあ

るいは貿鉱して焼成するほか輸入繍を焼成する古

新生熱研工繋笈鼠東京都鐙蘭区間友

鞠鷲蟻肩工業K買川臓楕

三和撫工器猛川Q甫

繍本鰹肩沢鷲磯玉県上嬢瞭

驚恭蟻肩企楽器菰東京都新宿区福島県局州鮒

簿窒鰹局災笈大阪市

園際擬石器笈大飯浦

w各團の:霧惜

ヨｰロッパの各国は自園内からのヒル石の産出カミない

ためいずれも大量のヒノレ石を主として南ア共和国から

輸入し焼成して消費している.イギリスフランス

西ドイツイタリア在どであるがとくにイギリスは

消費の増加が著しく1962年には28,000ショｰト･トン

におよんでいる.いずれの国でも断熱防音軽量

骨材に用いられているが詳しい事情がわからない.

したカミって以下アメリカカナダの様子を主としてヨ

ｰロッパ以外の国の事情について触れてみたい.

アメリカ合象国

アメリカはヒル石粗鉱(焼成しないものすなわち原石

｡mdevemiculiteを意味する)の最大産出国で世界総

生産量の74%を占めてV･る.先にあげたMonta触州

So舳Caro1ina州とWyomi㎎州で4会社カミ採掘｡生

産している､(1961年)

会社名位置は次のとおりである.

GoldenC1overCorp.亘ncampmentWyo皿ing

�湯����楢批��慮愀

La口fordS.Caro1ina

��敲�湖敲浩�����湯����漱楮愀

AmericanVermi㎝liteCo.Woo伽鮒S,Car砒脇

第16図水洗されたひる肩白いの憾芥純物(潜薬や長肩)

ヒル石焼成工場24会社馳工場鍋州にありTexas

州に最も多く4工場でありそのほか胞欄i玉を含む

主要な各州に分布している吉

施ナ紫

吻テダは自閣内からはヒル有を産出しないが(19飢)

アメリカ南ア共和国から粗鉱を輸入しδ会社工⑪工場

で焼成なル有を生産している(生産鐙踊途別消費量は別項)

籔会社はG鰯斌至紬鵬重油餐L泓〔前名夏鵡曲宅i臓

蝸鵬鮫触(c鋤薮鋤㍑淺､)凄工場瓦町舶鋤磁｡㈱一

黛独y華L倣蟻工場Yem至㎝至畑夏鵬曲tin雲Lt&蟹

工場WestemGypsu㎜ProductsLtd.(前名Pe･lite

IndustriesLtd.)1工場である.州別ではOntario

(3)Quebec(2)BritishCo工umbia(2)A1berta(1)

Saskatchewan(1)Manitoba(1)と分布している.

しかしカナダにもヒル石鉱床はありOntario州La･

㎜arkCountyPerth南方8kmのStanreyvi11e近く

で少量のヒル石を掘ったことカミあり(少なくも19561957

年)1959年には01y岬usMineにより露天掘りされた

と報告されている.それによると鉱床は64%のヒル石

を含んでV'る.1959年200t/dの鉱石処理工場建設

の計画カミあった沸詳細は不明.

ブラジル

MinasGerais州Congonha1SaoPauloLiberdade

のヒル石鉱床から1957年鉱石が採掘されたといわれ

S5oPauloに販売代理店があった､

ソビエト連邦

北極淑こ面するKola半島のMur血ansk'ウラル束

のChelyabinsヒバイカノレ湖南のIrkutsk地区その

北酉Krasnoyarskにヒル石鉱床のあることカミ知られて

いる.

第17図焼成したひる石写真では明らかで加'が金赤色である�
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Mumansk州Kovdora鉱床は60,O00,000トンのヒ

ル石を含有すると推牟され鉱石の品位はヒル石1～

45%平均14%であるといわれる.鉱床は地表に露出

し表土もほとんどたく排水の問題もないとされてい

る.見下選鉱場建設計画中であるといわれる(1961).

スｰダン

19戸8年135ショｰト･トンのヒル石カミ米国へ出荷さ

れたがその後も生産が小規則に続けられているらしい.

モロッコ

1960年ごろジブラルタル海に面するTangier市の

東南50kmほどのTetuanの近くでヒル石鉱床の採

掘が計画されている.荏おモロッコでは1957年に

147トンのヒル石を生産している.

タンガニガ

タンガニカの首府Dar･esSalaamの西方200kmの

Morogoroのヒル石を使用する工場カミ建設され1958年

91トン1959年125トンの生産があり引き続き生産

されている.

ロｰデシア

1956(305)1957(460)1958(280)1959(50ショｰト

･トン)とヒル石の生産があったが以後はとだえて

いる.鉱床は西部のBu1awayo付近東部のUm･

tali西方100kmに知られている.

南アフリカ共和国

南ア共和国はヒノレ石の最大の輸出国で主としてヨ

ｰロッパオｰストラリア目本に積出されている.

現在南アPa1aboraのヒル石はRioTinto-Zinc系の

支配下にあるMandova1Ltd.によって供給されている.

1961年の南ア共和国の1,000ショｰト｡トン以上の輸

出国輸出量は次のとおりである.

(MineralsYearbook1961年版による)

イギリス1言,813西ドイツ7,239

アメリカ12,913カナダ2,593

イタリア11,154オｰストラリア1,911

フランス9,133オランダ1,330

なお日本は989トンとなっており全輸出量71,063トン

平均18.69(アメリカ)ドルである

クウェイト

砂漠の国クウェイトでは最近焼成したヒノレ石を利用し

て水耕栽培や土壌調制が行匁われている.計算では

1工一カｰ当り9トンのヒル石で砂漠の園芸用地になし

得るとのことである.

インド

Mysore州Banga1ore地区のBageshpuraとHassan

地区のChemaray卯atnaで採掘されている.1956年

1,038ショｰト･トンの生産カミあったが近年は生産がふ

るわない.

パキスタン

WestPakistan,Kalat地区WestemRasKoh

RangeのDoki川近くでヒル石の鉱床が発見されてい

る.高品位のもの11,500,O00トン低品のもの50,OOO,

000トンといわれる.

x蛭眉の生産盤価格

わが国のびる石の生産は現在福島県小野町付近に限

られている.その生産量は統計カミないので詳しいこと

はわからないが1960年奥海らの行った調査では休

山中のもを除き稼行鉱山数9鉱員数110名前後出

鉱量約360トンノ月と狂っている.1962(昭和37)年夏

筆者の得た数字は7～8鉱山約500トン/月である.

第18図焼きすぎたひる肩真黒でカリカリになる

第1蝿輸入ヒル石の焼成晶

白色でひる石焼成品と一見して識別できる�
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この500トンの数字は水分と不純分(肩英｡長肩など)

を含んでいる.1トンのびる石(精鉱)を焼成すると

120～130袋の製品(1袋約30リツトル1.2立方尺5～6

㎏)カミできるという.品質にもよるカミ1袋150～200

円ぐらいである.世界各国の生産量は第3表に示した.

価格はアメリカMontanaのもの山元渡精鉱シ

ョｰト･トン当り9.50～18ドノレ平均16.26ドノレ(約

7,400円)焼成品工場渡平均71.44ドノレ(約28,300円)

である.

第3表ヒル石の生産鼠(単位ショｰト･トン)

国��別�…��

���1�･…1�1961

�アルゼンチン���S80�880

イ�ン�ド��17�}

ケ�二�ヤ��238�

�スｰダン����55

�タンガニｰカ���20�157

�南ア共和国���69,022�71,118

�アラブ適合X���132�

�アメリカ合衆国���119,072�206,637

�世界合計一���1…,…1�278.848

����■�

注Xエジプト地区

柱お1956～1959年の間多少とも生産のあった国々は上記のほか

オｰストラリアモ日ヅコロｰデシアニアサランド南回一デシ

アである

X蛭宿の用途

焼成蛭石の用途はその軽量性多孔性が有効に利用さ

れる方面に向けられているのは当然である.大別する

と断熱･保温･防音用プラスタｰ用軽量コンクリ

ｰト骨材用園芸･土壌改良刷ζ分けられる.外国に

おける用途別使用率をみると軽量プラスタｰの骨材軽

量コンクｰト骨材断熱･保温用(バインダｰを用いな

い)防音プラスタｰ用が非常に大き狂割合い(カナダなど

では95%以上)を占めており土壌改良用園芸用に使用

される比率カ茎小さい.これに反してわが国での用途別

使用率は土壌改良周園芸用か大慧な割合いを畜めて

いる由この用途別使用の相異はわか園か勉園ぽ比べ

てはるかぽ雨量も多く湿度が高くしたがって焼成

蛭石の多孔餓婁逆は作用して磁気をよび瞭熱1保激性

を失うためであると考えられる｡わか国の雲～3のメ

ｰカｰのカ夢ログなどからおも匁用途をあげて見ると

次のよう匁ものに向けられている｡

敏草地(北海道)カげ揚芝螢⑳土壌潟入踊

園芸用土(砂鹿沼土などと漉含して使燭)などの土地

酸真向

笈練散乱防止用

内装壁材虹ル石求一ダ

騎熱煉瓦温簸バイブ保濫用

x鶏勅リに

以上姪石の概略について述べてきたがここで至～

2気づいたことを付加える.

⑪ひる石は花開岩の風化分解生成物であり花庸岩を

構成している他の造岩鉱物である長石類が分解粘

土化するに反して黒雲母は変質して残ったもので

ある(もちろん肩英は風化を受けない)また“さば"

と称する陶磁器用に向けられる原料があるがこれ

は同じく花寓岩の風化分解物ではあるが“さば"

でほむしろ雲母などの鉄分に富む鉱物カミ移動

し石英･長石の集合体となっている.この二者

の生成の相違はどういうところにあるのであろうか

今後の問題ともいえる.

②小野町付近のびる石の分布をみると南北に帯状に

分布している.この分布カミ単に悪化作用によるも

のかほかに付け加わる原因があるのであろうか.

他の原因としてたとえばこの方向に沿って花開

岩体中を貫ぬく弱線カ茎存在しこのことが風化

を助長したかあるいは弱線に沿って地下からなん

らかの作用カミあったのかという疑問を多くの人に

いだかせてきている.

以上はひる石のでき方に関する問題をあげた.こ

のほか本文の内容に加えたいこととして

③アノレゼシチンのヒル石の鉱床はまだ資料をみてい

ないので産地･産状については明らかでたい.

④カナダ･アメリカのヒノレ石焼成工場について詳しく

のべたのはヒル石焼成工場カミそれぞれの国内で

どのような分布を示しまた亙焼成工場の規模はど

のくらいかを示したかったためである.

筆者は地質調査所において骨材に関する資料を集め

つつある(主として地質学的見地からみた).先にパｰラ

イト(地質ニュｰスNo.94)について書いたが今後も

資料の集まり次第他の骨材についても地質ニュｰス

に載せたいと思う.本文を書くに当り栢森孝青木

亨吉両氏にいろいろお教えをいただいたこと奥海･

及川氏らに写真の原版をお借りしたこ&今井教授から

資料をいた想いだことをっつしんでお礼瞭し上げる.

参考にし恕篤亀な焚餓

三本杉:岩臓微山簑簑｡蒙王9駆

牟田:鉱物雑㌢｡慧鴛芭壌王鰯

大森:鉱物雑幣｡3鶯｡餐五鰯

奥海:東北⑳エ業用鉱物資源第王輯エ鮒

奥海･外れ間前篇皿輯至鰯

矢島･大塚1鉱物学釣⑪牢記念講演会王鰯

GeYer竃手G鋤L鳶⑪c｡鳶簿砒虹A重r玉鰯丁臓蝸｡壇マ｡凱呈夏雛9

Bates事G鋤童⑩慧y銚晩餐汰豊鵬鮫童鼠三災簑｡災嚢薮鶯逓賦茎繊鮒ais,

���

地質調査所:鉱産竃舵一皿嚇王

TheMi皿三遡獲加嚇慧豆A鴛鴛蝸亘更ev量嚢徽盲亙9艶榊1963

TheC器鯛鋤藁蕊減量蝸獺亘h6鵬try星エ960榊王96工

Miner泌Y鮒b⑩級§亘讐.S｡腕撒ぴ｡f脳i麟｡!957～1961

(讃費熔鉱床部)�




