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水銀の

ばなし

日本列島を構成する地質構造上の大きな単元として

西南目本本州区があります｡この本州区は中央構造

線虹よりてさらに内帯潟よび外帯の凄つに区分され

ます･中央構造線そのものは幅員五～2㎞で領家

帯の岩石から変成した斑状ないしヘレフリンタｰ様の

圧砕岩類か'ぽぽ連続的終分宿しています(以前こは

鹿塩片麻岩類なεと呼ばれてい婁す)宙

中央構造線の北側一画繭資本内帯一には領家変成帯

三郡変成帯1白亜紀の花筒砦類迷入帯などがありかな

り複雑な地質構造をしめしてい漢す,蜜た内帯には

含鋼硫化鉄鉱鉱床や層状マンガン鉱床拶)他にスカルン

を伴う鉱床さらには新第三紀の火成岩活動に関係し

た鉱床が分布していて複雑化してい婁す.

中央構造線の南側一西南員本外帯一では岩層の帯状分

布が特徴的で中央構造線に近い地域には結晶片岩類カミ

あります.またこの外帯には地向斜初期の海底火

山活動に関係する含銅硫化鉄鉱鉱床やマンガン鉱床カ婁岩

層の帯状配列と平行して分布しています.さらには

新篤三紀の火山活動に関係する種々の鉱床か多数知られ

ています｡

内帯と外帯を境いする中央構造線は中生代から第三

紀以降にまで活動を続けたと袴克られていますがこれ

に沿う地域にはかなり顕著な水銀の鉱化作用が行匁

われています,現在ではわずか紀大獅水銀鉱山カ童

操業されているに過ぎませんがすで紅水銀のは校し

(1)でのべたようにこの地域は簿本の水銀鉱業の

始まったところで非常に長い歴史のある地裁です苗

西南扇本内帯の水銀鉱床

ふつうは中央構造線に近接し花地域のみをいりてい

るようです､大和水銀鉱山の鉱隊を代表例とじ蜜す秘

鉱化作用のおよんでいる範囲は東は愛知県津具鉱山に

はじまって三重県の丹生地方奈良の大和地方を径て大

分県丹生地方虹至る延長60◎㎞弱の地域です.

それぞれの鉱床を艇胎する岩石の性質鉱化作用の程

度桂どにはもちろん違いかあリ雲すが鉱床形成の

時期は中央構造線に沿う新第三紀の火山活動に関係す

るものと考えられています苗

浮具鉱山:この鉱床はいわゆる設楽鉱床区と

幽欝敬舳

呼ばれている地域にあります,含水銀一金一アンチモ

ン鉱脈で粗粒玄城砦中に魅胎する省ノサｰ亨ル型鉱床

あいわれてい裏す唾

三蟹爆将生飽宵:伊勢水銀なる名称の潟こった

地域で昔時の盛況ぶりは今に語りつがれておりこれ

ぽ関係の深い史騰も数多く知られています､現在でも

この地方だけで神官誇をはじめ7つもの寺添ありかっ

ては20を超克る脅かあったことなどその証拠の1つ

ら佐奈鉱山と丹生水銀鉱山とか探鉱1開発書れてい蜜す

葦催奈鉱雌の鉱床は中央構造線は沿うヘレフリンタｰ

様岩看の片状構造液沿う平行細脈灘で亙一W榔～郷籔

は豚胎する友一W糸お変びN一驚系の2方陶の鉱脈から

構成窒れています､旧筑にみられる多くの鉱脈は鶏

冠宥を多鐙に伴う石英一辰砂脈でN20～蛎砲W50～

6C輯Wの走向1傾斜のものです｡灯籠旧坑と呼ばれて

いるものでは鉱脈の規模は延長4◎～6海上下に遂0孤)

十脈幅60～醐鰯で五つの富鉱体は上下1びO～工δ㎜�
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程度といわれています.鼠一W系脈は粘土脈を主体と

するもので規模もN-S系のものに比してやや大書

いようです.辰砂はふつう黒色～紫紅色を呈するこ

とが多く俗に准辰砂と呼ばれています.鉱看の品位

はO.4～0.6%前後富鉱部で数%程度のようですがこ

の當鉱部に当る部分はすでに大部分は探掘済である

擦至讃

といわれています.

奈良県大和地方の水銀鉱床(第一図)

新第三紀の鉱化作用を考える上で重要な鉱床区を構成

する地域で大和水銀鉱山をはじめ20に近い数の水銀鉱

床が知られています(第一表)

鉱廉名1

母籍

機戚鉱物1

走陶1傾斜

鉱脈の規摸等

東郷�黒雲澱看糞鱗緑幾�辰砂�E-W総“�傾斜延長約郷m

�鰹白質花鰯堵��N6ポ鼠鋤廟N�〃30㎜幅2脚今

商都�病閃看黒紫爆花鱒岩�辰砂(?)叢鉄鉱石薬�N60.W双鰯卦�

�優賞質稽鰯籍���

大和�轟霧母希糞悶緑砦�辰砂1漠然水銀1看燕�鉱化帯鶯一触嚢びS�脈幅数㎜n～数㎜

��禽雛鉱1欝鉄鉱�3鉱脈脳e～㈹曲W30～郷頸S�地護下?5耐キ

小松�聞上�辰砂哨然水鱗1擁辰砂�N40.ESC竈洲W�鵬簸大3舳走向延長?0鮒傾斜延媛

����醐狐馳エ～2%

轍羅裁�周上�辰砂1砂永銀鉱�E-W～独途S～SE�辰砂翻煽5欄走向砥翻5㎜?

���傾斜�上下硲㎜言

麟瀞�岡上�辰砂�N20慨～N1びW50噴W�幅数10揃Hg平均O.脇全

拷瀦氷1�同上�腐英一総土一辰砂(曾)1派�N40～9Q偉鶯N�

岡藪�聞上�鰭状練土鰍�N70～80竈逐奮�

魯脇�国土�菊糞一凝働燃��鉱不約種浴

大東�籍雲母施闘墨�凝餓一粘土脈��

��孫灘一属秒脈��

大蔵�胴上�凝敬一鱒安鉱鉱脈��

本綴�黒雲母肩薬閃緑岩���

黒水�闘上��N50.W総帥NW�

�濁土�渇英脈と粘土脈��

音羽�黒雲母扇閃看閃緑岩�紬土辰砂賑�E-W竈0朝§�

夢斌峰�黒雲母石英閑緑岩�簾抄出自鉄鉱･賛鉄欽�N80.E�

���N星0～30籟笈鋤膏双�上下30m多

鮒遣�黒霧母覆糞1閑隷砦�炭か炭酸塩鉱物�N1㌍W80曹N�

大峠�濁土(亨)�凝砂1繁鉄鉱�E-W(予)�

顛盛凝�問上�凝紗哨鉄鉱曲戴鉄鍍��煽最大腋醐

鰯泌ん1山城区外劉/灼岬花嚇日黒熟1峨㈱

第王図大和水銀鉱山地域の地質鰯(軍凶鰹鋒奉文男至鰯)
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��第2表��大和水銀鉱出鉱鮫一驚表������

鉱�≡��1�������

床�鍾�名1幾�胸�僚�■織1�麓陶灘媛�傾斜延長�鍾�幅�等

�1山"……�…｣咀…一一…帖'�■1…�一…………}…������

東�東部上鍵�独30～鋤鋏脚�鑓～鋤箒SW�胴1�220唖�����

����,��数条の平行細脈釣礫鉱1こ富む����

部����������

鉱�大靴鐘�狼蜘～蜘籔卿�鱗～幼靱SW�晦i�20皿�����

床�東部下鍾�･･ト㈹､い･一･㈹･��腕1�20面�����

�串�鍾��i������

瞬��N～S�3⑪～35軸W�玉⑪⑪鰍�婁｡⑪醐�破砕箒の規模大強襲化作用����

翻�下�鍾�N～S�30～郷軸概�,�3⑰醐�鮒撒�下部で急傾斜幅員劣化��

鉱�亙勢�鍾�N60～80曲W�20～30.S�鋤鰍�鋤触�■���

������

廉������(嬢二姦染織螂)����

�2号�鍾�N60～8⑪唖鰍�20～300S�如醐�≡�40㎜���

…����…��須礫鉱にとむ����

������

(凝頭文男珀馳婁

姦広{地擦=ユ0巻3蔓号P婁至婁6⑪)

この地方の鉱床は大和鉱山を代表とする大和鉱床群

と多武峰鉱山を代表例とする多武峰鉱床緯とぽ分けられ

ています.大和地方の水銀鉱業の歴史が古いにかかわ

らず上の表にあげた鉱床の大部分は第二次世界大戦

の頃に探鉱1開発が試みられたものばかりです岨

大和水銀鉱山は日本では最も古い歴史をもつ鉱山の

1つといわれ明治の末に現鉱床が発見されてから再び

大規模に開発されています.昭芽吹入ってからの生産

量は約450トン(1965年まで精鉱中の含有量)で北

海道のイトムカ鉱山に次いで第1二位を占めてい凄す｡

新に開発に入ってからは多くの旧坑が発見されこれら

旧坑内では松の根の焼け残りが見つかっています｡聰

穐8年にはやはり旧坑の中から仏像か発見されて当

時の人達をびっくりさせています.この地方には聖

徳太子が朱塗りの仏像をっくったとのいい伝走も残され

ているためそれとの関係秘色冷と議論されたものです｡

鉱床は領家帯に属する花崩岩類の串でとくに黒雲

母石英閃緑岩申の看英一辰砂脈です,鉱床地域はは3

つの鉱化帯があって個膚の脈はこの申でN遵O～60曲

Wの走向をしめし30～60自Sの傾斜さらに脈幅は数

㎜狐から3⑪狐でいくつかの脈が接近する付近では見掛上

3狐位に達しています.多くの鉱脈は走筒方向にδ～

10皿傾斜方向に10～帥狐程度を一つの単位としている

ようです,辰砂准辰砂自然水銀が知られてい凄すか

局部的な産状を除いては自然水銀の量は多くありません,

鉱脈の一覧表を鶏黛表にあげておき談す苗現在おも

に開発されているのは頂部鉱床で最近では年間25～30

トン粗鉱品位｡.3%の生産を挙げています(第遂表).

隼頃から同20牢までと昭和33年から同37年に生産を挙

げでい差すとくに後の期間にはイトムカ大和

に次ぐ約80トン強もの水銀を産出しています｡鉱床は

変質の著し二い優白質斑状花開岩中に膝蛤する宥英一辰砂

網状脈です.鉱化幣としセはN-S系N猛一SW

系為よびE-W系の3つがあり前者では露頭も含めて

走向延長90一至50m傾斜延長10⑪跳十厚さ02～80

孤の規模カミあります.また富鉱部は走向方向に

70m位傾鋼方向に100m以上原慈最大3㎜程度の規

模で角礫状構造にとむといわれます.この鉱山はこの

地方では大和鉱山と並んで灘を抜いた大き溶鉱床とい

えますカミ昭和37年以降休山した蛮まです｡多武峰鉱

山を含む地域も水銀鉱化作用のやや密集している地域

で時代不明の旧坑が多数知られています鉱床は

領家帯の花嵩岩類や片麻岩類中のN一§糸あるいほR

以上の他に中央構造線紀沿う鉱床としては大阪府の千

早鉱山があり凄す,この鉱床は角閃看黒雲母花鰯砦

と黒雲母花庸岩との鏡界付近の断層申に胚胎する鉱脈と�
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竃狐溢一文紬O1il一型水銀鱗

〔コ鱗除鰯鵬&1奪11袈燃雛

㈱^.㈱閑緑岩および制良燃蟻

窮髪鰯鰯鰯地方の水銀鉱床

鯛～30鰯走向はE-W系およびN-S～N30鶯鶯系の

貸方陶淋あり塞す｡これらの水銀鉱床は現状ではいず

れも稼行の対象と赦るものではないようです抽

出峻鉱山の鉱床は外帯鉱床灘の代表曲匁もので最大

の規模を有しています.昭和飢年紀閉山するまでの闘

触｡トン以上の水銀を生産したを推定され凄す｡この

鉱山の発篇は割合に宙く徳川時代ぽ自然水銀添さら

に明治20年頃看灰看を擦掘中ぽ辰砂の大鑓を発見し開発

力婁遼められて曹漢した｡明治の末頃ぽはわが園で唯

一つ稼行されてい花水銀鉱凶でした､鉱床は三宝山層

(二畳紀～三畳紀)と呼ばれる地層の看灰岩や輝縁凝灰

岩申のもので像海木1丹波の簑鉱隊灘が知られてい凄

す､鉱床の走向頓斜はN王O～30軸W工⑪～30島N濠施

はSで単位鉱体の規模は態畏10～数工O狐厚さS～

30㎝で全体としては延長3C～δ◎鮫土傾斜方向に30～50

皿厚さ｡.3～工Q醐程度であるうと推定されてい襲す,

鉱看の大部分は辰砂からなり少量の自然水銀を伴って�
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第3図

日本の水銀埋蔵量

↓第4図

日本の水銀輸入量

ユ9515253545555755960ω脳836465卒

はじめられてい蛮す.鉱床は四万十川

ち脇

統の頁岩の層理に沿いときに砂岩中は

も鉱潜していて辰砂カ注体で自然水銀

を少量伴うものです串脈幅平均013～

0.5m一般走向N逼～違Wでこれら

いくつかの脈の落合部に當鉱体があって

その規模は上下に10m程度のもののよう

です.

四国地方の外帯にはこれらの他に

土佐久保罪生野湖肱どの水銀鉱床

がありますしまた永銀を伴うマンガ

ン鉱床として穴内祖ど10数労所の鉱床が

知られています(第2図)

九州地方では佐伯鉱山の鉱床が生産実

績をもっています.この鉱床は大友宗麟の発屍といるといわれてます苗

われてますが開発のはじめられたのは大正以後のことその他の鉱床

になります.この地域にも旧坑が多く露頭から下部これまで述べてきた地域的に特徴ある分布をしめす

へ25狐以上も掘り下っているものカミあるといわれ嚢す山鉱床鮮の他に地域的に孤立した鉱床がいくつかあり毒

鉱床は砂岩や粘板岩中の断層破砕帯に沿うものでと木徳山和気相ノ浦などの鉱床がこの例です､

くに層理に平行な断層中のものが大規模といわれます,徳山鉱山時代の判らない旧坑があり1つは弘法大

鉱脈の走向にはNE-SW孫のものN-S系およびNW

-SE系があり前者のものでは旧坑等で推定される総

延長8㎞に達しています.辰砂は脈の上盤よりの部分{､ユ｡日f]萬岨k〕

に濃集している便向カミあるようです.全体で約11トン

位の水銀を生産したと考えられます｡

若山鉱山の鉱床は中央構造線に沿う大分県丹生の鉱

床と同様蚊紋岩の割れ目は胚胎するニッケル鉱床に水銀

が伴われるものです.蛋白石化作用カミ顕著でその変

質部に辰砂が鉱染してい藍す育上にのべた鉱床の他に

金銀鉱床に伴われる例として別府鉱山1大口鉱山1山

ケ野鉱山友とが齢ゆ漢す,大P鉱山では露頭付近に辰

砂が多く下部で輝安鉱にとむ帯を経て金銀帯へ移り変

������世界の生産量����

則醐1冊k�����舳一……日本の占める比�����

3⑪⑪����������

婁⑪0����������

�3撃着���������

����#甘一冊胡�㌦帖㌔�����

��}曲}o�一''一���冊曲'帖曲����

三⑪⑪�脇一������､���

�������■�■�'``1�蜆冊曲■･

�三雲差���������

��工956§?§8���§�⑪�6���36雀65我

簸嚢鰯徽羅の水銀生産鐙と簿卒の生産量の占める割合�
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策3表日本の水銀埋蔵繋鉱量

�1956�エ95?�1958�重959�1§60�1961�1962�1963�1964�1965

埋蔵量�516.000�516,000�753,OO⑰�箱3.o⑪o�ユ.o⑰婁,ooo�1,O05,OOO�976,00C�鮒6,OOO�885,OOO�885,000

〃品位�O,34�0.3型�0宮34�O.34�O.30�O.30�⑰,21�0.21�0.25�O.25

可採鉱量�489,000�489,000�706,000�706,0⑪O�925,OOO�925,OOO�834,000�834.000�770,OOO�770,000

〃品位�0.29�O.29�C.30�c,30�0.28�O.跳�0.裏2�O,22�O.23�O.23

調査対象鉱山数�9�9�9�9�8�墨�8�8�4�4

�����(埋蔵鑑1珂擦骸鐙:箪位記晶粒:Hg%)〔本邦鉱業の趨勢各年凌脚はる〕�����

第4表

日本の主要水銀鉱山の生産実績表
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師が開坑したという伝説があ1つ弘法穴といわれています.

鉱床付近は吉生層の砂岩質岩から構成慈れ鉱床はこ

れらの申の脈状～レンズ状鉱体あるいはチ箏一ト印の割

れ貝に胚胎する鉱脈です｡この鉱床は金山として探

鉱カ§続けられてきたものです｡水銀鉱物は石英脈帝

`で空隙にとむス粛ンジ状のところに多いといわれます｡

和気鉱山昭和の初期から蟻看を冒的に稼行されて

いた鉱山で同/7年から水銀を鷺的終探鉱をはじめ昭和

21年1ロトン余の水銀の産出をみてい蜜す､鉱床は

流紋岩の熱水変質による葉礎石鉱床で少量の辰砂苗自然

水銀が伴われています.

長崎県福ノ浦の水銀鉱床天保年間に採掘され

たことがあると伝えられています.瑠和1峰に土木工

事のとき紀自然水銀の産出が発見されサイダｰ瓶3本も

繰取したといわれてい凄す.鉱床は新第三系の砂岩中

のN20卵および亙Wの割れ目を辰砂自然水銀カミ充填

したものでときには砂岩中はも鉱染していますヰこ

の砂岩層は厚さ5皿前後のものでその下位に厚さ10㎝

程度の灰色頁岩がありこれら両者の境界付近紀辰砂

准辰砂あるいは自然水銀の濃集が認められています.

鷺本の水銀鉱業の現況

これ漢で鉱床の成因放との問題には触れずに1ヨ本

の水銀鉱床ぽついての概略を説明してき凄した､

支OOO年以､ヒの歴史を有する資本の水銀鉱業も現在で

はイトムカ大和水銀竜舞殿の三鉤五1が操業されてい

る記すぎ塞せん.前簑鉱山も生産量が下向きはじめ

今後の発展が必ずしも期待できません｡

最近の埋蔵量統計は第3表および第3図のとおりで昭

和40年現在で約90万トン品位がO.25%含有金属量が

婁皇20⑪トン&いわれ蜜す目

塞た過去紀生産実積のあるおも底鉱山は第4表記し

めすと抽りでその総生産量は約4皇260トンです世こ

の程度の生産盤では国内需要を満すことが出来ないため

毎年か扱りの量を外国から輸入しています(第遂図)｡

膚本の水銀産量はζζしばらく世界の錦8位をしめそ

の総生産に占める割合ほ2%を前後する程度です主お

もな国の生産鐙は第餐表紙賢本の占める割合いを錦δ

図にしめしてお蜜蛮す曲世界のおも匁水銀鉱床や水銀

化作用に関する問題､崇については次に改めて説明した

いと思います｡

(築煮1哀鉱床部)
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