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1.はじめに

石灰石の生産は昭和37年には4,900万トンに達し

不況ムｰドに満ちたわが国鉱業界に明るさをもたらした.

その上今後の需要はさらに増加し昭和45年には今よ

り3,200万トン多い8,100万トンという長期需給見通し

カミたてられている､すでに石灰石についてはr地質ニ

ュｰスNo.11626493｣で取り上げているのででき

るだけ重複をさけることにしここでは生産記録を記念

し最近のトピックスすなわち次のような項目について

の紹介を最初に行桂うことにする.次に石灰石の用途

については紙数のつごうもありセメントと製鉄だけに

止めておく.
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生産量の増加

採掘面の機械化

生産性の向上

丁場地並以下の採掘

新鉱床の発見と開発

用途面の変化

2.トピックス

1)生産量の増加

石灰石の用途の7割近くはセメント原料であって最

近の建設ブｰムでその生産は上昇カｰブを続け37年生

産は4,990万トンに達した.第1表でもわかるように

月産約10万トンの大鉱山は10鉱山にのぼりとくに三輸

鉱山は月産25万トンを記録して日本鉱業会の10大ニュ

ｰスに数えられている.会社別の生産量は第2表のと

おりである.

2)採掘面の機械化

現在石灰石鉱山で採用されている採掘法とぞ¢増及率

は次のとおりである.

第1表町名利37年(1～12月)鉱山別生産臓泣

1鉱山名1会社名;坐鮎

氷

伊

伊

藤

船

大

東

津

㍗｣岐

輪秩父セメントK.K.一

川,奥多摩工業〃

佐I宇部興産〃

次1大阪鰍メン/･

原,小野田セメント〃

尾i麻生産業｡

平■⊥､1土師灰二｡葉"

谷!筑幾石灰ユニ葉〃

久見!日鉄鉱業〃

阜1磐城セメント"

鑓｡カトン

㈳�

㈱　

��

��

��

��

��

�㌀

��

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

注石灰石鉱業協会会員鉱山石灰石鉱築協会資料より

�

�

�

グ1]一リｰホｰル･････…50弛

パワｰショベル機械積み･･30%

その他(傾斜掘り･手積み)20弛

河田茂磨

A.グロｰリｰホｰル

この長所は採掘費カミ安いことで他のどの採掘法も

これにおよぶものはない.この代表曲柾ものは三輸鉱

山の下影坑で一基の生産ではわが国最大の月産9万ト

ンを記録している.グロｰリｰホｰルの短所は一基の

最高生産量が月産10万トン以上は期待できないことと

開坑して生産が始まるまでに約6ヵ月出稼最盛期にた

るまでには普通3年位の日数を要するため需要と生産

タイミングの調整問題カ≦むずかしいといわれている.

そのほか見のがせ狂いことでは作業場が高所であるの

で作業上危険カミ多v'こと大雨や大雪柾ど天候によっ

ては竪坑中に多量の表土が流れ込み鉱石の流れを妨げ

ることがある.グロｰリｰホｰノレの建設に当たって基

本的租地質条件は採掘地区の鉱床の品位が一定してい

ることでこれは鉱床中にはさみ脈岩などがある場合

には選鉱は不可能だからである､さらに露天掘のため
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昭

和

十

七

年

全

国

地

毘

列

石

灰

眉

生

産

撞

胴送別�計1トン�%

セメント�34,132,001�68.8

石灰�3,408,885�6.9

製鉄･製鋼･製錬�4,888,274�9.9

力一バイト��

石灰窒素�1,642,922�3,3

曹達�1,189,567�2.4

ニヒ越�2,309,473�4,7

タンカル石粉�961,772�1.9

製紙･パルプ�ユ20,419�0.2

製糖�87,322�0.2

有機合成�162,263�0.3

硝子�54,042�0.1

其他�641,90ユ�1.3

出荷合計�49,598,841�100

生産最�49,964,086�

�`芯灰.石航婁協会怖料�

伽灰石勒葉協会茨料〕

表土のはく土を行なう必要があるがこのはく土処理場

の確保は石灰石鉱床の状態と同様大切な開発要素と

放っている.

昭和36年度石灰石鉱
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舳圭四

思パワｰショベル

階段掘りあるいは傾斜掘りではパワｰショベノレによ

る積み込みダンプトラックによる運搬で非常に能率を

あげている.これによると機械設備さえ整備すれば生

産までに要する時間的な問題はあまり心配が削'.そ

の上保安についてもグロｰリｰホｰノレより安全性は高い

こととくに不適当な品位の鉱石や爽雑物の選鉱も可能

であるなど長所が多い.この代表的鉱山は伊佐鉱山で

ある.このようにすぐれた採掘法ではあるがパワｰシ

ョベノレやダンプトラックなどの機械設備費カミ数千万～

浄

岬金眈

､

�

数億円という高額なものであるためこの値段に見合う

だけの可採鉱量があって月産10万トン以上生産する鉱

山でなければ採用はむずかしいとされている.鉱床に

ついての条件は大規模の傾斜掘り階段掘りのできる鉱床

形態をしていることで表土の少ないことも重要である.

常識的には相当大鉱床で低ければ実施に難点が多い.

次にグロｰリｰホｰルとショベノレによる階段掘りを

併用している例であるがこの場合はほとんど大鉱床地

区に限られていて山ろくに最初作られたグロｰリｰホ

ｰルの上部にショベノレによる階段掘りを行ないグロｰ

リｰホｰルの運搬系統をそのまま使っているものである.

この例は田海親不知青海藤原などの鉱山でいずれ

も黒姫山板峯藤原岳といった大石灰石鉱床地帯に位

置している鉱山である.

宇都興産伊佐鉱山22万トンノ

月(38,2.20.)の生産がある

中央のパワｰショベル(神戸鯉

鋼P&H製)バケツｰ杯5トン

グンプトレｰラｰは20トン積み

(三菱ふそう型200.鳴力)でいず

れもヲ)が国の肩灰眉鉱山のも')

では能力最大のものである�
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第5表層灰石採掘能率表(月平均)

ラｰドリノレなどさく岩新機種の採用が絶対必要である

といわれている.

4)稼行鉱山の丁場地並以下の採掘

石灰石の採掘は原則として採掘丁場地遊より上部だ

けに限られている.しかし鉱山が工場に隣接している

ようだ場合は採掘切羽が前進すればするほど表土が厚

くなったり上盤の非石灰石岩石類が下がってくるよう

な場合には例外的に丁場地並以下の採掘が行なわれて

いる.この例は八戸鉱山など全国に3鉱山あるが今

後生産の増加にとも姑'丁場地並以上の可採鉱量が急激

に減少して行くため丁場地並以下の採掘が各地で検討

されるように柱ると思われる.

3)生産性の向上

石灰石鉱山における生産向上の実情は第5表に示し

たとおり目ざましいものが認められる.このうち採

鉱と運搬の項目を比較検討して見ると採鉱夫は昭和28

年に1,220トン/月が36年には1,747トン/月で1.4倍

に枚っているカミ運搬夫は同様554トンが1,988トンと

3.5倍に能率が向上していることがわかる.そこで今

後採鉱面での生産を向上することが当然考えられるが

従来の手持ちさく岩機の約5倍の能率があがるクロｰ

5)新鉱康の発見と開発

最近の石灰石の生産の増加はまことに目ざましいも

のがありそのため既存鉱山の変化が著しくなっている.

そして新鉱床の開発が急がれているが同時に有望鉱床

の発見ということについても努カガミはらわれるように

扱った.

石灰石鉱床は地表に露出している部分のものを対象

にしているのでほとんど研究調査カ主しつくされたよう

に思われているが

実際には調査もれの鉱床もあって

日本セメント香春鉱山

福岡県香春三山の“一の函"を上部

から階段棚りで採棚している階段棚リ

ω代表的鉱山で最近は平均月産約8

万トンの生産をあげている写真は

香春鉱山で活躍中のクロｰラｰドリル

でこれはキャタピラｰで移醐するこ

ともできるし一人で2台受け持つこ

とも可能のためさく岩作業の能率胸上

になっているおも匁機敏設備として

はパワｰショベノレ2m"3台ダンプ

カｰ11トン6台ブルドｰザｰ一16トン

2合クロｰ･ラｰ一ドリノレ3台ワゴン

ドリル3台コンプレッサ･一115呼4

台ジャイレットリｰクラッシャｰ42

インチ5(〕oトン/時1合ハ:ノマｰク

ラッシャｰ工50トン1時2台である

鉱1上1隣接び)破砕工場からセノント工場

まで約800mの間ベルトコ:ノベアで鉱

石を送っている�
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:詞.〕段刺M以地圧舳舳1封て1)他州蝸〃

鍛近では北海道の新冠のもの岐阜県美濃地方のいくつ

かの鉱床などは話題となっている.このほかすでに開

発に着手されているものでは東京都下氷川町の天粗鉱床

がある.天粗鉱床は奥多摩工業KKの副11馨技師によ

り昭和25年ごろ発見されたもので現在同社により開鉱

中のものである.これらはいずれも従来の地質図やそ

の他の情報のなかったものぱかりで地質家の努力によ

って世に知られることになったものである.

6)用途面での変化

A製鉄用宿灰石のサイズカミ小さくなった

従来はユ5～45あるいは45～90ミリメｰトルのものが

多かったが最近は鉄鉱石の粉鉱を活用するために高

弟6表炉別の肩灰預所要サイズ

�■1''■'一一■]⊥'一■■''炉1歳｢一幕要1サイズ(･･)�11■1

高炉�銑鉄製造用のもの�15～45

平炉�製鋼用のもの�45～90

転炉�製鋼用平炉よリ1回の閑鋼時間�lO～20

�が短い�

電気炉�製鋼用高級鋼特殊鋼0)生産用�10～30

�に適している�

焼結用�高炉投入鉱石(粉鉱)の事前処理�1～5

注サイズは各製鉄所によリ多少欄異がある(｢石灰肩を原料とする]二

業の動向｣よリ)

炉投入前に焼結鉱にしているがこの焼結用に1～5ミ

リメｰトルのサイズのものの需要が増えている.生産

鉱山側では従来以上にアンダｰサイズのものが増加し

ている.これはいわゆる副産物の石粉であって道路

のアスファルト舗装用の混和剤として利用されてv'る.

このおもな役割りはアスファルトの酸性の中和と骨材

であって将来の需要も増加が見込まれとくに関東地

区では品不足気味である.しかし他の地方では製鉄

用石灰石を生産している鉱山では石粉処理の点で問題

カミ生じている所もある.

過重質タ:ノカル

重質タンカルとは結晶質の石灰石を機械的に粉砕し

たものであるが最近粉砕機セパレｰタｰの発達と

第8菱中生層第三紀燭石灰石化学分析表

←

第7表二星系肩灰石化学分析表

原料の石灰石の選択に注意をはらうようになったことで

微粒子(O.1μ以下のもの一重質タンカルとはいっていない)

も製造されるようになり用途もゴム配合用合成樹脂

配合用塗料配合用製紙用歯磨用酸中和用などに

利用されている.重質タンカノレの用途の変せんを見る

と従来農業用8割工業用2割であったものが最近は

農業用と工業用は半々の比率となっている.結晶質石

灰石はセメント用を除げば角材として採取できるも

のは大理石としてまた巨晶質のものは寒氷砂として建

築用に利用されていたカミ重質タンカルのあるものは

上述のように軽質タンカルの分野にも利用されてきてい

るので今後資源的に重要性が増えるものと思われる.

3.資源的諸問題

1)万灰石鉱床の層位

わカ溜の石灰石は世界に例がないほど高船位で

CaC0398～99%の鉱石は珍しくたい.そこでなぜこ

のように純度の高い炭酸塩鉱床ができたかその成因を

知りたいのだカミ今のところじゅうぶん地質学的説明カミ

なされてい扱い.さて石灰石を産出する地層は古生

①休千貞

欝

目

ξ101吸､が

…

�

③

第4図

石灰肩可採

蚤概念鉱区�
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層から第四紀層までの層準にわたっているが現在稼行

されている約400の石灰石鉱山の鉱床は大部分秩父古

生層に属しているものである.ただ2,3中生層第

三紀層の石灰石鉱床がある.秩父系の石灰石鉱床のう

ち品位鉱最にすぐれているものは二畳系に多くいいか

えるとわが国で経済価値のある石灰石鉱床は二畳系

に胚胎するものということ洪できる.

2)二畳系の石灰石鉱床

これに属する鉱石を化学成分から分類すれば次のよ

うな2つのタイプが考えられる.

a)MgO分がほとんどなく不純物としてはSiO･を含

むもの･…北上秩父青海阿哲帝釈秋吉平

尾香春船尾

b)MgO分が1%前後あり層準によってはドロマイト

を伴い不純物としてはSi02+A1,O吊十Fe望O旺と

MgOを含むもの･…葛生身伏伊吹津久見など
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第5図石灰肩鉱床と

主要鉱山分布図

4)結晶質石灰石

石灰石を原料としている工業にとって原料は化学成

分上の制約と同時に鉱石の組織力澗題となっている.

すなわち鉄鋼･カｰバイド･石灰たどのように絶対に非

晶質でなくてはいけないものと重質タンカノレのように

結晶質の万カ三よい場合セメントのようにどちらでもよ

いものなどである.結晶質石灰石は成因的に見て熱変

成によるものと動力変成によるのものがありどちら

も利用されている.ほとんど未開発未利用の結晶質

石灰石資源としては飛騨片麻岩に属するものがあり

また地域的には岩手県下の広大な分布地域を占めてい

る熱変成による結晶質石灰石などがある.これらは単

に結晶質であるからという理由で研究の対象にされて

いなかったが今後は用途も開けて行くので早急に鉱

床調査カ茎必要であろう.

3)二畳系以外の石灰石鉱床5)石阪石鉱康と鉱螢

二畳系以外の石灰石鉱床は規模が小さいことから縁石灰石鉱床の調査で問題ぽ赦ることの一つは鉱量の計

行対象に租るものが少なくこれにつv･ての研究は少な算がある,まず第一に正確校地質図と鉱床内部の品位

いがどの地質時代のものも二畳系の場合のようにa)分布図を完成することはいうまでもない苗これを基礎

とb)の2つのタイプカミあることがわかっている.一にして鉱量を計算するぬあたりわれわれはJISの計算

般的にいって中生層や第三紀層のものは二畳系のも法に従うことにしている.JIS法の根本的な考えは

のよりも粘土分が多くしたがって石灰石の純度は落石灰石の採掘は露天掘りであるから露天採榔ζよって

磐城セメ:■ト八戸鉱山八河工場ぷ1)総繍川こ沿吋､て叙㌔約狐榊松舘部落南

方にこの鉱山がある八戸畑附川1!二榊･北湯篶獅拝醐舳鰹緒山漱;』の息つの丁場

が6k猟の㈱こ点簑1レζい義娩孤畿カとかコ仙哨剛ま1饗靱峨三1汀携と機叙止1丁場であ

る帥雌鰍似切則1鳩榊礫雛納;1:〕;はけ孤柳腐蹴川口狛撒霊簸嚢

鱗{轟

灘蓋=昔｡刮灘=※に限られているこのように川に沿った

丁場では切羽を前進させると表土が益々厚

謹榊く桂るので赤平地区では写真のように約1

蝋轟､灘蝦㎞におよぶ堰腿餓し松鏑川の流オ1を

鱗左偉に移動させ旧河床の採掘を開始した

将来は旧河床から約20m下のレベルまで掘り下げる計画で写真のように階段掘りによって採掘されている37年秋期は月産約4万ト:■�
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との位の量が得られるかということを対象にしているも

ので説明用の第4図を参照されたい.

第4図の①②③のいずれも一辺カミ100mである同

じ体積をもつ鉱床の場合で鉱床の賦存状況と可採対象

となる部分の体積との関係を示したものである.

①の場合は単独の石灰石鉱床で周囲には他の岩石がない場

合全部が採掘可能で体積100万mII

②の場合は片側に非石灰石の地層が接している場合で石灰

石のうちABCの部分だけが可採対象になりうる体積

は①の]んで50万m苛(AB面を仮に45｡とした)

③の場合には眉灰石の両側に非石灰石の地層がある場合で

AOCの部分の25万m一しか採掘できない

④さらに四方とも非石灰石層にとり囲まれているような場合

には12.5万m:Iとなることが推定できる

上の説明では保安上残さなければならない傾斜面A

BCD面の傾斜を45｡としたカミJISでは75｡と規定さ

れている.つまり石灰石の可採鉱量は地質状況によ

って一辺100mの鉱体でも100万m3(比重2.8として)280

万トンから極端な場合には0トンまでの範囲カ茎存在する

のである.そこで石灰石の埋蔵鉱量ということは地質

学的には意義カミあっても実際採掘できる鉱量とかたり

相違する場合カミ多くとかく誤解を招きやすいので鉱

量にはどのような計算法によったかを詳しく示すこと

になっている.実際の野外の例では⑪の場合は石灰

石鉱床が尾根にある場合で鉱量最大である､②の場

合は尾根から下の傾斜地に鉱床が賦存しているもので

③の場合は平坦な場所にある場合で石灰岩台地中央部

の平坦地は埋蔵鉱量が多くても採掘対象に柾らない場合

カミあるのはこの例である.このように石灰石鉱床につ

いては鉱床の規模とは別に鉱床の位置とか地形が可

採鉱量を決める重要な要素と狂っている.

4.眉灰宿の用途と鉱層

石灰石の用途はセメント鉄鋼カｰバイドソｰダ

灰石灰タンカル土建用など非常に多くの部門にわ

たっている.ここでは紙数のつごうで石灰石生産量

の8割をしめているセメントと鉄鋼用石灰石についての

べることにする.

1)セメント

昭和37年において石灰石全生産量の68.8%3,400

万トンを使用しているセメント工業は今後も石灰石鉱

業の母体の役割りをはたすだろう.すなわちセメント

製品は昭和45年度には5,000万トンの生産予想でその

石灰石所要量は5,800万トンと見込まれている.

セメントの化学成分はSi0220～26%Al.034～8

%Fe2032～6%Ca062～66%であるがCaOは

石灰石から他の3成分はいわゆる粘土として頁岩や粘

板岩からとっている.この他に粘土の成分によっては

補給成分としてSiO｡はチャｰト珪岩珪砂軟珪石

Fe･03は黄鉄鉱焼鉱鍋からみ枚とが使われている.

セメント原料の調合割合いは次のとおりである.

石灰肩1.25トン

粘土類O.25トン

合計1.50トン

セメント用石灰石の化学成分はCaOの純度が高いも

ので量産するつごうでできるだけ品位が一定している

ことである.とくに取り上げる有害成分はMgOで

これはコンクリｰトの膨張性亀裂の発性原因となるため

で原料石灰石中のMgOは普通ポルトランド･早強セ

日本セメント鱗銅鉱1山(北海道上鱗郡上磯附)

採纏瓢肩灰融距隻;窒浜去嫉撃綴艀運搬欝下鰯銚蟹辮責落さ繧鵬譲土畿工繊轟淫手場言燃は灘

扇状に峰がって見えるのは貯鉱された鉱肩である峨朗鉱山のおも曳機械設術は婁m聖バワｰシ菖ベル30.6㎜3111ドンダンプトラック413.8トン5

1フトンブルドｰザｰ2クロｰラｰドリル4ワ:ゴンドリル2コンプレッサｰ6アOkw42インチジャイレトリｰクラッシャｰ500トンノ時1ハンマｰクラッ

シャｰ150トン/時インパクトクラッシャｰ200トン/時2で従業員84であるこの鉱石は6.5kmはなれた同社上磯工場へ供給てしいる�
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メントでは3.0～3.5%以下のものが要求されている.

そのほかSi02A1103Feo03などの不純物については

添加副原料として調合するくらいであるので主原料の

石灰石中に含有されていても悪くはないように思われる

が実際には製造工程で問題が生じる場合カミ少なくな

いのでできるだけ不純物の少ないものがよくSi02+

A1203+Fe･03合計で5%以下が望ましく10%を越え

るものは不適当といわれている.

化学成分からいうとわカ幅の石灰石はドロマイト地

域の一部のドロマイト質石灰石以外は不適当なものは

少ない.つぎに石灰石の結晶め大きさであるが原料

はミノレで微粉砕してしまうので非晶質でも結晶質でも

適当している､結晶質石灰石は非晶質のものより粉

砕性がよい場合もあって結晶度合については問題カミない.

結論としてセメント用の石灰石はどの地区のもの

も使用可能であるから将来は現在未利用石灰石の活

用を再検討する必要があると思われる.

A)MgOやSi02+A1里O田十Re望Ol!が多く品位が不均一で

利用されていない石灰石鉱床;蔦生地区のネズ万灰石

B)部分的にSiO聖が多くCaOが安定しないもの;北陸地

方の飛騨変成岩の石灰石

｡)結晶質のため他の工業用原料にできず未開発の鉱床;二岩

手県九戸下閉研都下の大鉱床

これと同時に製鋼用カｰバイド用などの業界では

高品位の石灰石を要求しているので総合的に見て資源

の有効利用を考える必要がある.

一�����■�����

���35年度���40年度���一一一■■1�

���������45年度�■■

��一■�■■■�■一一一������

��製品�原単鮫����■一一���

����石灰石■一�製緑�原単位��一一��一

■'�一■■��一■���一�垣匹互�製品��

�����ユ'千トン����原単故�石灰石

��干トン�kg�千トン��kg�千トン�一千トン�■⊥,�

銚�高炉�11,840�180�2,130�����kg�干下シ

����〰〉�〉��

�電炉������3,400�33,500�160�

��㌉㈵〉�������

���住�㌵��

鉄�その他炉������188�1,300�225�

��150��������2罰2.5

��㌰�〉㈰〉�〉��

�.ノL計_������24�200�118�24

����2,281■一一������

�平炉��60���■■■60�3,612一■'���

��14,070��840����■一14.500��5.6765'一'

鋼�転炉����14,000��840��60�870

���〉�〉㌴���住����

�電炉������1,320�25.000�110�

���〉�������

塊����264�6,OOO�60����

�小計������360�8,50n�60�510

■�…���1.448���2,520���4,130

�フェロア向イ■■�490㌦皿…冊�300､山…一…�147�｣型1�300�228�1,130�300�339

�合計���387§���6360j�ヨ��1①1妬.5

2)鉄鋼

昭和37年には鉄鋼･製錬用で使用した石灰石は全生

産量の9･9%の480万トンであった.これは昭和45年

には約1,000万トンに倍増する予想である.鉄鋼用の

石灰石の原単位を炉別に見ると第9表のとおりである.

鉄鋼用石灰石は副原料(媒熔剤)として使用されるも

ので晶質上数々の制約を受けている.

A)組織は鰻密非結品質のものでなくてはならない;結晶質

のものは炉へ投入の際にショックで破砕しやすいことと

第9表炉別石灰石所要最(眉灰石鉱業協会資料)

石繭

千トノ

��

2罰25

㈴

���

�　

㈷�

�　

�㌰

�

l①幽

巾大阪驚繁食メント伊吹鉱山策海遭線逝汲凝闘馳妨約眺鰍事漁1如燃ζありlj1禿か婁瓜鶴畿で婁,榊㎜釘)齢煙隅ベルいンベアで鉱石を遼りてい

毛いたこの鑑灘綴鐵綴砦機繍総鱗鍬灯1てこ辮灘夢騰紘ガt欄上断灘姦蹄鑑鰯脇

はもめていて断層破砕帯となっているそのため石灰眉の基澱の部分も節独が発達し撃大～人頭大程度に圧砕されているため簡坦に人工崖錐ができて

写真に見られるように運搬道路のレペルで鉱石のショペル鰍ができ遜この写真の上部に･つの切ヲヨとそれぞれにスクレｰパｰがあって顯に見られ

るレベルまで鉱石を落しているお{)な設嚇はドラッグス多レｰバｰ4台バワｰショベル1､婁m=一1育0.6m=I3台グンプトラヅク11トン6台6トン

1台ブルドｰザｰD801台レシプロフィｰダｰ35ト;//時1台シングル回一ルクラッシャｰ350トン/時1台2員0トン1H芋ハンマｰクラヅシャｰ1台

37年の生産は134万トンであった�
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焙焼のとき崩壊して炉の通風を妨げる

B)SiO.1茄以下できれば0.5%以下が適当している;

鉱石の還元作用にはCaOとSiO空の割合いが一定でな

ければならない万灰石中にSi02が含まれている場

合にはその分だけ石灰石の使用最が多くなる

C)高炉スラッグは高炉セメントなどの漂料に使用される

ためセメント原料の立場からMgO1ラち以下のものか

適当している;MgOが多いとコンクリｰトが膨脹亀裂

を生ずる

D)フェロアロイ製造に使用する石灰万は低燐のものでなく

てはならずP空0.0,005%以下でなければならない

最後に鉄鋼用石灰石資源について考えて見たい.上

述のように①化学成分上Si02MgO分が少たくと

くに製鋼用の場合P･O･も低い含有量しか許されない

②非結晶質のものに限るという鉱石特性についての2大

制約とセメントにつぐ③多量の需要とさらに使用炉

別に④鉱石のサイズに規準のあることなどが重なって

将来の需要については安心はできない.つまり世にい

われている数字では採鉱された粗鉱のうち鉄鋼用にサ

イジングした精鉱となるものはその約4割程度である.

そこで鉄鋼業者側からいえば所要の2倍以上の石灰石

の生産鉱山を対象に考える必要がある.石灰石が鉄鋼

副原料として従来のように簡単に考えていられたくなっ

たのはこのような理由からで地質調査所において組

織的な鉱床調査を始めたのも一面そのためである･

5.むすび

わが国の石灰石の品質は世界一優秀なものであるが

鉱床分布図でもわかるように量的には世間でいわれて

いるほど莫大柾ものではない.そこでつぎに開発さ

れる地域については今から基礎資料を得るための鉱床

調査を急きかつ奥地の未利用鉱床の開発には鉄道

道路港湾など輸送面の整備を急ぐことが必要である.

とくに当面の緊急な問題としては低燐石灰石について

鉄鋼カｰバイド業者が不安なく入手できるようにする

ための鉱床調査が必要でこれにより各業界とも資源の

有効利用と適応価格の決定カ主なされるようにせねぱなら

泣い.

末筆ながら各種資料の提供をいただいた肩灰眉鉱業協会お

よび会員会社に対し深甚なる謝意を表すると共に同協会

技術部長江原栄太郎技師同部渡辺彦祐技師に対し感謝

する次第である(筆者は鉱床部非金属課)

炭酸カルンウ

石灰石を原料にして化学工繁的に鯉造した炭酸カルシウムの写真である

界の学術語と虹っているこの製法は石灰肩を焼成して生石灰を作り

イドである(白眉工業費料)

ムの電子顕微鏡写真

白石工業KKの発明による“白艶華"(はくえノ)か)という商品名は今では世

水を加えて消化･熟成しこれに族酸ガスを化合させて作るもので人工のカルサ�


