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重晶石

岡野武雄

1まえがき

地質ニュｰスでいろいろな金属･非金属資源が取り

上げられ解説されてきたがバリウム資源としてほ

とんど唯一の鉱物である重晶石についていまだ説明さ

れていないのでこの機会に重晶石について総括的な記

述をこころみてみる.ただ資料が不足していたので

平面的な記述に終ったことはおゆるしを願う.

天然に産するバリウムの鉱物のうち今日採掘され広

く利用されているものは重晶石(BariteBaSO｡)と毒重

石(WitheriteBaCO｡)のみである.しかし量的には

重晶石が圧倒的に多く毒重石はイギリスで一部採掘さ

れているのみといってよい.したがって統計上毒重石

の産額はほとんど知ることができない.

重晶石の世界の産額は約280万トンであるカミこの

うちアメリカ合衆国は国内生産輸入鉱石を合せて約

100万トンを消費し世界最大の消費国である.

わカミ国の重晶石の産額は20,000～30,000トンである

が1959年頃から輸入量が急速に増えて1960年には国

内生産および輸入鉱石を合せて40,000トンを越えた.

重晶石の用途は石油井掘さく用バリウム塩類製造用

その他に分けられるカミわカミ国ではバリウム塩類用に70

%消費されているに反してアメリカでは全消費量の.

95%近くが石油井掘さく用に向けられている.
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2童晶;百鉱床の分布と世界の主要な鉱床

重晶石は広く世界に分布しているが主要な産出国は

米国西ドイツメキシコギリシャカナダソ連邦

などでアジア地区ではインド韓国目本肢とをあ

げることができる.稼行されている重要な鉱床は

(1)石灰港ドロマイト頁岩などの堆積岩中の

層状塊状の交代鉱康

(2)鉱脈および充填鉱床
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(3)残留鉱床

に大別することができる.

a.アメリカ合衆国の重晶石鉱床`

アメリカ合衆国には重晶石の鉱床が広く分布している

ことが知られている.アメリカで重晶石の大部分を消

費するのは石油井掘さく用泥水の比重増加材としてであ

り石油井掘さくがGu1fCoast地区で盛んなため価

格の低い商品である重晶石は輸送費のやすい地区すな

わちアｰカンソｰミスリｰテネシｰ･ジョｰジア州

でおもに採掘され消費地Gu1fCOast地区に送られてい

る.1950-59年の10年聞アメリカ国内産の重晶石の40

%はアｰカンソｰ31%はミスリｰ12%はジョｰジア

･南カロライナ･テネシｰ州からである.アｰカンソ

ｰ州MalYern,HotSpring近くのMagnetCoveにある

鉱床は大規模な鉱床で全アメリカ重晶石の35～40%を

産出する.重晶石鉱床はスタンリｰ頁岩層(St･n･

1･ysh･1e,Pem･ylv.ni.n-Mississippi.n)の下部に近い

ところに層状の交代鉱床として存在する.重晶石鉱床

は図に示すように平面図でみると馬蹄形をなして露出

し馬蹄形の全長は1.5マイルにおよんでいる.重晶

石含有層の厚さは馬蹄形の頂点部で30m以上.両翼で

10～20m紀変化する一重晶石鉱床を構成する各々の層

は3～10⑪c鰍の厚さで砂岩頁岩の層と累層状になっ

ている,重晶石は灰色で堅く種々の色を呈している.

4%以上の黄鉄鉱が鉱染しており地表近くでは風化して
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アメリカアｰカンソｰ州MagnetCoveにある脳室iona1

Lead杜の工場アメリカ全土の璽晶肩の35～40形登供給

している(Minin区Eng:neering,May,ユ962)
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MagnetCo舵付近の層状璽縄石鉱床の採掘場
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褐色に汚染している.採掘されている重晶石層は10%

の重晶石を含みその他脈石として石英頁岩酸化

鉄を含んでいる.この地区の重晶石鉱床はMagnet

Cove貫入岩体(霞石閃長岩)の残留岩しようによる選択

的な熱水交代作用を受けて生成されたものと考えられて

いるが一説には沈てん鉱床ともいわれている.

カリフォルニア州SanBemardino,MomtainPass

地区には前カンブリア紀の変成岩中に脈状の鉱床が知

られている.重晶石の大鉱床の1つで重晶石に希土

鉱物を伴っているか現在は開発されていない.Gulf

Coast地区に近い重晶石鉱床が採掘しつくされある

いは太平洋海岸地区での重晶石の要求が増大すれば

このMo㎜tainPass地区は重要な重晶石希土類の産

地となるであろう.ミスリｰ･ジョｰジア･テネシｰ

州には重要な残留鉱床がある.ミスリｰ州の鉱床は

Washi㎎t㎝県にありPotosiやEmin㎝ce層(上都

カンブリア紀いずれもドロマイト層)をおおう粘土中にあ

り上記各層の風化に由来するものである.重晶石は

白色不透明で小さいものから数100ポンドの大きさの

塊として存在する･残留鉱床はゆるやかな斜面に数工

一カｰから100工一カｰの広さに1～10m平均すると

3～5mの厚さで存在する1表土はブノレドｰザｰで剥

土される.鉱石は1立方ヤｰドのショベルで採掘さ

れ15トン積みトラックで1マイル前後まれに3マイ

ル位離れた処理工場に運ばれ粉砕され水洗いののちジ

ッガｰ選別をうける.

b.カナダの重晶石鉱床

カナダ最大の鉱床はNovaScotia州のWalt㎝鉱山

(M･gnetCoveBariumCor皿)で全カナダ年間産出量

の90%を占めている.破砕帯充填鉱床でブロック･

ケｰビング法などで採掘されている.BritishColum-

bi駄州でもBrisc0近くで脈状鉱床を露天掘や坑内堀で

採掘している.

･.その他

ドイツは第2次大戦前は世界最大の童晶荷産胴圏で

世界全土薩量酬脇以上を占めていたが現在では棋界

錦2位の産出園である.重品有はW鑓ゆ洲畿の

Meg9㎝地区で層状鉱床搬鑓e巫垂下㎞パ㎎ね書思鮒鮒i濠王

Baden,ミ1王esi登地区で脈状鉱床として産出する､

イギリスではEng1and帥魯W息i銚地区の北部Mr･

thumb亀曲nd亜Durham,C仙曲剛舶d言W㈱tYorks趾e

州で脈状の重品肩毒重石が採掘されている1

3日本の璽畠眉鉱床

わが国の重晶石鉱床は

(1)黒鉱鉱床または黒鉱式鉱床として知られている銅1鉛

･亜鉛･硫化鉄鉱(黄鉄鉱)を主とする塊状の交代鉱床

の脈石として産出するもの

(2)新第三紀の火山岩や火山砕屑岩中の交代鉱床脈状鉱床

として産するもの

(3)古生代の堆積岩中に鉱脈状ネットワｰク状に産する鉱床

の3つの型に分けることができる.以上それぞれの

型の鉱床について例を上げて説明する(重晶石産出の規

模は生産額の項を参照).

(､)黒鉱および黒鉱式鉱床に属するもの

吉野鉱山(山形県東置賜郡宮内町)

鉱床は中新世の凝灰岩凝灰角礫岩中の鋼･亜鉛を主と

する鉱床である主要な鉱床は大黒鉱床と呼ばれてい

る重品肩は銅･亜鉛鉱石の浮遊選鉱の尾鉱をテｰ.

ブル選鉱によって回収しているこの種鉱床に属する

ものとしては花岡鉱山(秋田県北秋田郡花矢町)田子

内鉱山(秋田県雄勝郡東成瀬村)がある

(2)第三紀火山岩および砕屑岩中の交代脈状鉱床

小樽松倉鉱山(北海道余市郡赤井川村)

鉱床は中新世の珪化した肩英粗面岩の下側に泊ってで

きた4つの交代鉱床からなりたっている各々の鉱体

は板状をなし長さ60～100m幅20～60m厚さは10

m以下のものである鉱石は重晶石に少量の石英を伴

うもので粗鉱の化学成分は次のようなものである

BaS0495.28～96.50形Sr0,32～0.46形.

尾崎鉱山(青森県南津軽郡平賀町尾崎温泉)

中新世のグリンタフ中の脈状鉱床鉱脈は2本あり1本

は幅1m他は5mであるというこの型に属する鉱床

は商白老鉱山(北海道)杉の森鉱山(宮城県)がある

(3)古生代の堆積岩中の脈状ネットワｰク状鉱床

勝山鉱山(北海道檜山郡上ノ国村中頃囲)

勝山鉱山付近には古生層の珪岩粘板岩硬砂岩屑

灰質1岩が東部に薪箪三紀層と安山岩が西部に発達して

いる項灰質岩は重晶項鉱床の母岩をなすもので勝

山鉱山とそれに隣接する茂賀利鉱山付近にのみ分布

する鉱床は肩灰質岩中に発達するネットワｰク状鉱

床(費森八幡鉱床)と脈状鉱床(青森鋏床)の2種があ

笠取鉱山の坑1コと貯鉱�
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る萱泰鉱床は東酋100m南北300m厚=さ80血

位の範囲を占める大鉱床で付近に菅森新露鉱床があ

るその他の鉱床は規模が小さい鉱石は重晶石

方解石石英黄鉄鉱白鉄鉱からなるものである萱

森鉱床の粗鉱の品位は次のとおりである

BaS0420-37帖Fe宙0』4～5%Ca015～30茄

笠取鉱山(京都府宇治市東宇治町西笠取)

古生代の粘板岩中の脈状鉱床でN60.W6ぴSWの走

向傾斜を示す鉱脈の走向延長は500㎜におよび上

下に100m以上連続し厚さは0.2～2.0mで鉱石は重

晶石に少量の石英黄鉄鉱を伴っている粗鉱品位の

1例を上げるBaSO.86.24茄SrO.16他

わが国の

重晶石鉱

司
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以上わが国の主要な重晶石鉱山について簡単に述

べたがその他の重晶石鉱床をも含めた分布図を右に図

示した､

竃然災箏慧!㍗

生産額をあげると第｡表のとおりとなる.･･4

第1表世界の主要な璽晶宿産出国と生産量〔単位:シゲト･トン〕

べ�1958年�]959年�1960年

アメリカ合衆国�486,287�867,201�770.968

西ドイツ�409,105�428,304�517,657

メキシコ�397,550�314,933�315,627

ギリシヤ�227,091�165.000�165,OOO

カナダ�195,717�238,967�155,506

世界各国合計量�2,800,000�3,000,000�3,100,000

囲ユ,個1j1三1二機行111の鉱1u

柱おこれについでソ連邦ユｰゴスラビアイタ

リアペルｰフランスの順で日本は15番目に位置す

る.わが国の重晶石の産額の統計は公式なものとして

は昭和11年以後のものがある最近10年間の推移はグ

ラフに示した.昭和11～36年の26年間の合計は341,400

トンに達している.昭和32(1957)年～36(1961)年

の鉱山別生産量の概数は第2表に示すとおりである.

第2表1957-1961(5年間)の重昂石産出量の概数

勝山鉱山1･･･…1ン

小樽松倉鉱山1･･･…1ン

1尾崎鉱山･)1･･11ン

1花岡鉱山･)1･･…1ン

南白老鉱山1･･･…1ン1

茂賀利鉱山1)351トシ

吉野鉱山い･･…1ン

1笠取鉱山･･…1ン

注1)1958年以後産出なし2)1959'60年以後産出なし3)1957年産

出なし

またわが国の金属バリウムの生産量は年ごとに増加

笠取鉱山の坑内孫捌甥湯

笠取鉱山重晶石の手選炸薬�
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し570k9(1957)580k9(1958)1,570k9(1959)1,850

k9(1960)となっている.なお1958年～1960年の重晶

石の輸入量は第3表のとおりである､

第3表1958～1960牢の重品肩の輸入量

�1958年�1959年�1960年�

輸入先�量(トン)�量(トン)�量(1ノ)1�金額

����(100万円)

韓国�100�995�94�O,6

中国(直接)�700�■�400�3.1

〃(間接)�一�'�1,111�8.8

インド�1,781�8.368�16,899�133.2

ユｰゴスラビア�.�1,523�一�一

合計�2,581�10,886�･･･…1�145.6

5童昆;百の用途

重晶石の用途は石油井掘さく泥水用リトポンそ

の他充填材塗料など種々の用途に用いられるバリウム

塩類がある.

石油掘さく泥水用とは重晶石の微粉末にベントナ

イトなどを加えて重い液を作り石油ガス掘さく井に

循環水として使用するものである.アメリカではこ

の種用途のため国産輸入鉱を合せて90万トン(ショ

ｰト･トン)以上の重晶石を消費しているがわカ幅で

は1万トン(メｰトル･トン)位カミ消費されている.重

晶石の著名な用途としてはリトポン(Lithop㎝e)が

ある.約70%の硫酸バリウム27%位の硫化亜鉛と3

%位の酸化亜鉛の混合物でゴム塗料リノリウム

絵具などに使用されている.しかし近年にはチタン

白(Ti0里)カミこれにかわりつつあるので将来はこの種

用途に向けられるものは減少しよう.原子力産業方面

ではしゃへい用コンクリｰト骨材に重晶石が使用

されている.

☆金属バリウム'量としては少ないがアルミニウ

ムマグネシウムと合金して真空管のグッタｰ用として

使用されているまた銅製錬の際の脱酸剤としての用途

もあるわが国では同本無線(株)が生産を続けており

その生産量は先に示したように年々増加しているこ

のほかにも2～3の生産者があるが生産量は明らかでな

し､

☆高純度の硫酸バリウム(BaSO'化学的沈てん物)

BlancFixeと呼ばれペンキや紙ゴムリノリウムの

充撰剤として使用される

☆塩化バリウム皮革工業(皮のなめし)に用いられるほか

表面硬化剤金属バリウム製造原料などの用途がある

☆炭酸バリウム陶磁器の紬薬搬郎の成分ガラ

ス工業用(フリントクラスなど)に使用

☆酸化バリウムガラス工業用電気製鉄における

酸性炉のライニング用に

使用

☆水酸化バリウム

製糖業陶磁器のスカム

防止用

☆硝酸バリウム緑

色閃光信号導火線起

爆薬用

なお参考までにバリ

ウム塩類の生産量を示すと

第4表のとおりとなる.

最近10年間の重晶石の国内

生産量と輸入量の推移

第4表バリウム塩類の生産量(単位トン)

■�昭和･･年1�昭和35年�

硫酸バ1ウム1�･･…1�6,636�

塩化バIlウム1�3,728�■�4,327

炭酸バ1ウム1�･･…1�4,613�

硝酸バ1ウム1�…1�412�

llボン1�･･…1�31404�

新しい用途としてRabariteというものがある.こ

れは合成ゴムの粉末に粉砕した重晶石を混合したもの

でアスファルトに加えて道路滑走路などの建設用

に使用されるもので今後需要が伸びるものと期待され

ている.

重晶石の国産品の価格は需要者最寄駅渡(93%のもの)

9,300円/トン輸入品は約8,000円/トンである.金属

バリウムの国産品市場価格(1961年)は99.5%のものk9

当り20,000円で輸入品は英国品99.5%cif12.8

ドル/k9米国品11.11ドル/ポンｰド(97～98%)21.67

ドル/ポンド(99%以上)33.05ドル/ポンド(99%以上

ストロンチウムフリｰ)である.

6むすび

わが国の重晶石鉱床は諸外国のものに比較して規模

が小さいので今後急速注生産増は困難と思われる.

しかしこれに反して国内消費は増加の傾向にあり当然

不足分は輸入に仰ぐことになろう.したがって安い輸

入鉱石は国内生産者にも影響するところカミ大となろう.

顔料としてのリトポンは今後チタン白に押されて減

少することが予想されるカミRabariteしゃへい月二!ン

クリｰト骨材など新しい用途は今後開発されよう.

波お今回参考にした文献のおもなものを次に掲げておく

刮������整�楣��牡�������
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H.SACKETT,Bari亡e･MiningEng.May,1952;千田収

工業レアメタルNo.18.1961;本邦鉱業の趨勢;吉田;鉱

産物の鏑識;U.S.BureauofMines,Minera1sYearbook

(筆書は鉱床部)�




