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水銀

語

⑤

水銀鉱床は生成環境の地質条件が多様であり鉱体

の構造様式の種類が多く鉱体が一定の形を示さず鉱

石の品位変化もいちじるしい花め金属鉱床の蚤ぢでは

もっとも複雑なものの王つです曲た想ζの複雑書⑳た

めに水銀鉱床の開発研究吏の中ではその実周循億の

評楓と将来の見通しを宜でる上でしぱしば大慧な誤算

をして慧花と肴って次いでし変う曲しかレ自然界で

永銀添濃集する原因を崖宥する飽質学的柾要素あ地球

化学的恋要素を研究すれば水銀鉱床の生成腿関する金

般的な問題を解くζとがで蓄るでしょ鳶串

水銀の蛾蟻化撃A.A.サウ慧フ(籍亙図)の名

薯ギ水銀の地球化学的研究J(晦弧醐鰯脾y概撃醐6)

のおかげで水銀の地球化学的瓶問題はかなり詳しく

研究養れある穣接朗嚇兆され花といりてよいでしょ

簑｡慧れが宇宙物体申の水銀の命布終関するデｰタと

なるとまだ塞想慧わめて限られ花ものです､花とえ

ぱ太陽の気圏串紀アンチぞンが存在するζあはすで虹

確認されているの陵水銀秘存在するかどうかは漢鴬

証明慈れてい護せん｡

ノダ潔タ(五鰯)の研究樽ぷると鰻看刺ζは水銀

が膜鉄のト滋イヲイト質包有物串熔主とレて存在しそ

の含有量の1例として凄×亙O阯望%とい資数宇があげら

れています.地殻の平均水銀含有晶位虹ついては篤

王表は示すよう匁いろいろな算定緕果秘発表されてい

ます｡

津本文勇

含蜜れているのではあり凄せんA苗A｡サウコフは

各穣の岩石申の水銀含有量を次のように示し蔑した帝

酸縫蔑入砦一一6.35x夏O…脇

宥荻砦一一3由轟xヱo血§劣

頁砦一一工.菖x工o曲桃

窺基性濃流岩一榊曼X王0吻劣

砂砦一一3.2x工⑪曲慨

た形をとりわずか⑬.o泌想け秘鉱床あして濃集してい

るにすぎ匁いと指摘してい蜜す､

しかし分散水銀はあらゆる岩看申忽岡じ含有晶位で

忠Y舷フ訟ルス亨ン1はるを斑舷砦串の水銀含有量

は服粗⑪一婁%です｡このよう熔買砦と塩塞性貫

入岩⑳揚含紀水銀のクヲｰク数淋いく婆か大きくなる

よ資です硅水銀湯聯行できる縁ど濃鎌しでいるのぱ

韮螢じて低温熱水惟鉱床申のことで潟も紀硫化水銀

一辰砂一の形で存在しています抽しかしその揚合だ

けで溶くもっと高温の熱水性鉱床中隠もしばしばか

校りの鐘の水銀が認めも杓るこ芭か彰ります.そζで

参考までにいろいろ柾金属鉱物中の水銀含有量につい

てのヂｰタを篤黛表熔訓用しておき凄し次う.

第婁讃錘属繊髄嘩の水鑑窟喬鑑

A･A･サウコフは水銀がバリウムおよぴカノレシウム

と緕晶化学醐ζ繕合する可能性を論じてい裏す.彼の

研究によると水銀鉱床地域から操集し花いくつかの箆

騒看中の水鍛含有盤は2

氾⑪㎞婁～王｡以昨嚢%ぽ達

㌧鐙看の揚含熔は似眈養

欝夏鰯

ダ沙夢サン汽いア汐索壱一ヴイジ

賛串繁費鐵フ至鋤婁～至鱗金ソ科

繋ダ湾ダミｰ義黛

謙ヤ夢パイ虜夢ムジヤイ楓勢ト

ヌ劾蜜獄じめ燃一勲妙ス地方をト

繋ンスパイ漁松飽芳汐誉ル地方⑳

氷綴鉱廉を研鏡し不褐の名藷

㌘聰鰯搬鰯駆災灘ζ鱗Φ出讐獺…聾･

籔零級漉餓鯉y刀(麟§)登蕎v･稔.

彩狗艦稀抄金属金俸綬りいて鉱床

講畿鰐鑑鑑鶴繋綴

希恐峰でギ脇醤鮫童繊亘竃鮒砥鋤至蜜一

離Jをいう新分野登闘拓し爽｡ソ

遠⑳鱈れた国際酌簸地球化学着

桟讃的著例こr即継雌げ蝸翻繍琵

㌘鰯醐叩北｢｢鋤鰯鯛｣があ

義､�
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%という値を示しています由

地表部分において水銀鉱床が酸化作用と潮壌作用を受

けると辰砂の場合には酸化作用に対していちじるし

く安定であって崩壊作用によって明瞭狂機械的分散ハ

ロｰを形作ります.この種のハロｰは辰砂の機械的

脆弱性と大きな比重のため鉱体から数k狐以上も広淋

ることはほとんどありま苦ん古とはい免辰砂は蜜

ったく酸化慈れ扱いわけではなくをく紀オゾンの表簑

な活性酸素によって酸化されて硫酸々性溶液に溶解し

硫酸水銀塩の形で移動することがあり襲す再地表遊迦

で辰砂が溶脱されている事実は多くの水銀鉱陳の揚含

にかなり認められてい婁す｡このよう校溶液から硫

酸水銀塩と他の硫化鉱物が相互反応を潟こすこと1はっ

て簑次性の辰砂を生じることが可能です串辰砂が還

元されて自然水銀に匁つ恕場合にはその魯然水銀は気

圏中1ζほとんど揮散してし護い襲す曲そして気騒串

の水銀は爾紀洗われて土壌やその他の簑孫イド状沈殿

物中絶吸着され蜜す.このように水銀の地球化学的

な歴史は全体をして岩麗上部一圭をして粘土質鴛浜

イド沈殿物1気圏1水圏1生物圏に婁花がってい巌す串

〔

㌦鈴

蹄1一

難㌍

1蹄F

黄1!'
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鶴愛鰯

紛轍ハ樽一紛櫨武

鰍嚢蔭灘爾)

水銀の地球化学に関する簡蟻匁展望のむすびとして

複成水銀鉱看を作る第五の籏頭ともいうべきアンチモン

と比較した両者の地球化学的な挙動の問題をごく簡

潔に述べておき蔑しょう.

水銀は地殻の有する条件の中ではアンチモンの場

合よりもずっと広く分散する傾向をもっています.し

たがって一般熔アンチ帝ンの方淋鉱床として濃集す

る規模あ含有品位の点で水銀の場合よりも大きいζ&紀

十分淫意しなくてはな員蜜せん用漢た一般に水銀鉱床

の鉱量は数工事⑪0⑪室とき階数万重例外的絡数10万雷

(金属蟹)ですがアンチ繁ン鉱床め場合肥はふつう

で数万嚢触化数10万童襲れにはエ霊籔00万を(金属量)

をご免る大鉱床も存在してい蜜す(中国錫横山鉱山)宙

水銀鉱床とアンチそン鉱床中のそれぞれの平均品位の関

係も鉱量⑳場合お金く荻く似てい嘆す籟すなわち

水銀鉱床申の水銀平均品位は⑰､五～⑪.脇か普通ですが

アンチモン鉱床申のアンチモン平均品位は通常1.δ～5

%でとき縫は10%をこえるものもあり嚢す宮

水銀鉱床周辺の織岩中終は一般熔数工⑪0鰍以上にも

およぶ初成分散ハ勲一か形作密れてい漢す(第慧閲)喧

そのハ鶯一の範源内では相当量(祭～弧慧)の母岩を

粉砕し花試料を比重淘汰するご&1はりて辰砂の存在

を容易に確認できる場合が少狂くありません苗しかし

アンチモン鉱床の場合紀はアンチそンの明瞭な初成分

散ぐロｰをほとんど作りてい漢せん帖

以上の事実は水銀とアンチそンの蛸球化学的な挙動淋

異狂るζとを意味しその挙動範囲の程度を比較すると

ざっとエ⑪:工ぐらいの割合とい克襲す.

撞羅のお歯な水銀鉱廃

水銀鉱物(確篤艀種未確定竃種計23種)について

は省略し棋界のおも粧水銀鉱床の概要を紹介してから

水銀鉱床の成因や展望は入ることにし棲す岳

正蔵なをζる世界各禺陵潟ける水銀鉱床の研究ほ

あ護り深ま棚でいるとはいえ窯せん苗をくに資本主

義譜園ではその研究が聖視されセい扱いよ多紀見受けま

す岳ソ違な望の社会室義諸国でほよく研究されている

を称春れてい蜜す秘その文献をく1び958年以前の文

献は溶かなか入寺で慧蜜せん.そのため棋界各国の

水銀鉱床についての情報は不十分でありと削ζは不

正確なことを免がれ秘花いわけです淋筆者の推定をさ

しひか克繊帖述べてみ雲しょう.

濁一簑ツバ(ソ連を除く)(第籔図)

嚢榊狽ツバではスペイン品ボルトがル1イタリア1

フランス曲ドイツ抽狐一ゴスヲゼア曲チ楓鴛スロバキア�
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オｰストリア･､ブルガリア

に水銀鉱床が知られていま

す.

ス破インは世界でも

っとも大規模なもっとも

高品位のアルマｰデン鉱山

をもっています,この鉱

山の水銀鉱床はも四とも

古くから開発書れてきたも

のおしても有名溶鉱床で

その開発はついての系統的

な記録は五49蝉のものか

ら保存慈れてい護す.こ

の1499年以降からこん忙ち

蜜で約2◎.餐万嚢以上の水

銀が生産され製した圭こ

のアルマｰデン鉱山はマ

ドリｰ河南西約凄0⑪肢醜

シ並ラｰそレナ閑脈の北翼

終位置してい蜜す出

鉱床周辺の地質騎面は

次の通りです.

1'簑

｡盲1

｢芦養=襲う汽嫌ン第____蚕余堵(厚さエ00月ユ以上)

土部シルル系一海百合宥灰砦層を爽在する黄鉄鉱化宥墨汁

案享(厚さ遂0～S⑪狐)

下部シ切峨一一籏質頁砦層で分手帖れた珪岩と砂岩の舎鉱

鰯(厚さ約50㎜)

三葉東化石灘を伴った灰緑色粘板岩層(厚

さ30～50㎜)

カンブリア系一蕊灰砦1買砦抽砂猪

先カンブリア系一厚い変成岩系

これらの堆積層はバシスカン造山期は強く擾乱慈れ

て急傾斜視橘曲を形作り多数の断層に切られ宥炭紀

層に切られています他この衝上断層は鉱床の走向と

斜交し40～6びの傾斜を示しこのよう匁街上断層の

傾斜のために含鉱珪岩層の延長は下側のものほど長く

なっています苗また衝上断層は断層粘土を伴ってい

第3鰯義一漠ヅパの水銀鉱床⑳鈴称図

磯

て鉱体の構造規制の重要征要素虹なりていま木だ

とえぱもりとも高品位の鉱体は衝上断層下盤側は集

中してい蛮す(篤遂図)昔

もっとも重要溶鉱床はサシｰぺ畑鉱床と呼ばれて

いる厚さ獅～王如の最南部の鉱床です白その平均水

銀品位は8～10%とζろ1はりては鳩～2脇紀達し

可採鉱須は衝上断層面から走陶方向1饒50滋も延びてい

ます岨残る愛つの鉱床は厚意7～王腕走向延長

180～20⑰狐でいくらかサンｰペド涙鉱床ぶり小春く

平均品位も簑～2｡餐%と低めです苗

おもな鉱看鉱物は辰砂でありおもな脈石鉱物は石英

ですが薫鉄鉱1方解看1ド漂球イド1沸石1渥青物が

少匁からず認あられ凄す､自然水銀はわずかなもので

す､辰砂は招もに石英粒聞の隙き間やいるいる匁孔

隙1割れ賢を充填しています白鉱体の下位部分では

看薬粒を辰砂が交代し淀と考克られる示徴カ裏認められて

いるようです｡鉱床は深窓遂⑪⑪狐蜜で連続し深く匁

るほど鉱床の原書も水銀品位も大慧く匁るこ肋ミ報告慈

れてい凄す｡この鉱床の研究にたずきわった人海の多

くは鉱床⑭生成期をバリス勲ン構造運動の時期をして

い蜜す培

鶏壌次世界大戦が終繊桓触5年にアルマｰデン鉱山

の開発鉱鐙は2δ万室(晦脇)でした出現在の鉱量も

なお世界一流のものといえ棄しよう(第弩図)･�
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第5図

ηレ呼榊ヂン鉱山

泌筑準準面図

欝嬉鰯

η坤一ヂン

泳鰹繊瞭彩錐

薇蹴繭鰯

このアルマｰデンの高晶位かつ巨大な鉱康を除くと芥

ペイン紀ある多数の水銀鉱床はとくに注貿紀値するほ

どのものではあり蛮せん由す溢わち蝸榊年から闘発

さ1れて慧花アスツリヤス地方の薫嚢ラ黒鉱山の水鍛鉱床

は礫砦と砂岩と互層する石炭紀炭質宥灰砦の瑳化慈れ

紀鏑礫部紀胚胎慈れています曲ζの鏑礫申紀窒をし

て辰職秘と書熔は確辰砂1アマルガゐ1雄讃1鶏冠宥

が不規則に鉱染しており水銀品位柱平均して繊,秘な

いしそれ以下です.1911年に約の鳩室の水銀を生産し

たのか最高で今は休{しています.

ヴァダ赤ス州の汐サグレビ灘ンペ黒一将鉱山の水銀

鉱床は施ンブリァ紀石灰岩を切る方解宥一看英脈で

辰砂が鍋の硫化物とともにその脈を構成してい裏すが

看灰砦串に分散1鉱染した辰砂も少抵く勘資蜜せん｡

鉱看串の平均氷銀縞位は五～蟻形で第夏次植界大戦直

前熔鍛高郷嚢件の水銀を生産し凄しだ硅

バ汐ンシァ飽方の水銀鉱床は石英一辰砂脈と炭酸塩鉱

物一辰砂脈で構成されています｡ζのほかシ黒受一

牟バダ{脈南麓熔位置するアルフパラ鉱床は施較的優れ

たものといわれ鉱石中の水銀晶位は⑪､7～慧吉脇です秘

最逝は採掘巻れてい蜜竜ん､

以上涙ペインの水銀鉱床の分布ほ北部鉱床塗成帯･

中部鉱床埜成帯1南部鉱床生成帯⑳姦帯に讃とめ密れる

よ雪です(第6図)､

圃蚊北]伐

口｣≡1鮎;

観1'副:一/1'吾三1､ヨ松';

一^グｰぺ11n一サj'=!^汁

鉋一⑰o,皇1義

山

蓑ヅｰ､1フ:'シス箏醤サ:･^コフス

嚇泌終漕船の水銀鉱沫は異ペインの北部水銀鉱

床生成瀞と串部水銀鉱床生成帯の各簸畏帯熔分布じてい

漢すが現在操掘きれているものはあり蜜せん曲

フ讐沙淡の水銀鉱床はグルノｰブル逓郊のもの

とマンシェ地方のものが釦られている穫度です､前者

はライァスの～亨イト質看恢砦串績鉱染し施辰砂の

鉱床からなり後者は酋生代の緕晶片砦串熔豚胎きれ

た辰砂1石英脈です秘いずれも休山申です苗

騨イ籔は工6世紀と17世紀紀おける嚢一潔ツパの水

銀生産量では傑出し花国でした｡当時はライン川

とザｰル州にはさ凄れたプファルッ鉱廉生成原の水銀鉱

床劾嶋も溶ものでし花秘19世紀の初頭把は開発膨つく

され花形紀なって生産は低下してし靴噌し彪.し

かは93碑になって探鉱か行なわれ翌193蹄熔水銀の

禦錬秘再麗きれてその年忙批翌醐6年多登は6⑰嚢の生

産量紀濠し凄し淀｡このプファルッ水銀鉱床生成原は

南酉一北東方胸に50脇延長し幅亙⑪～遁k直を示す

帯状の地域で轟鉱床閏から恋ってい蜜す｡ζの地域

はプファルツ隆趨帯ギ空J背斜あ呼ばれる隆起部分虹

相当し一遠のドｰムや堆積砦の一般走肉方陶終乎行し

た笈次櫓曲把よって複雑な構造と抵っでいます(第曾関)曲

地質柱状断面関でみると基盤砦は地載南東部のいくつ

かのドｰム部分に露出している石炭系でζれをお為り

てペルム紀の大小砕層堆積物から恋る赤魯層系添分布し

てい謹す珀プファルツ畦J背斜の北東部分ではマ

インツ盆地の第三系湯辻れを不整合陪被覆し北酉部で

は上調の藷岩系雅曹脈長看翰砦の大書租貫入岩体に切

られてい凄すがζの貫入激虻の地の銅鉱床と成因的

に結ぴついたものです.

そのほかに曹灰長看錫岩1珪長砦質斑岩1看英斑岩

などの多数の岩株や岩脈か畦J背斜の基盤をなす看炭

系に貫入してい漢す由主として2方向一摺曲軸に平

行溶労陶をそれを横騎する方淘一一の断層系が生じてい

第6図スペイン･ポルトガルの水銀鉱床帯�
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ますがそのうちの正断層はすべてマグ

マ活動の影響終攻るものでパリ災勿ン造

山輪廻のザｰル相熔相当するものといわれ

ています祀合わせて50以上の鉱床か数え

られますがそのうちの代表的なラムベル

グ鉱山1ランズペルク鉱山1シ風タ帥ルベ

ノンク鉱山について少し詳しく紹介するこ&

にし裏す岳

ラムベノレク鉱山の水銀鉱床は石炭系申

に賛入し花大規模溶翰砦禽株申紀賦存し

長さ約工虹血幅数100独の鉱化瀞を形作鷲

ていま衣深さ五6⑪腿漢㌘繰掘奮れてい

る鉱化帯の煩斜はほをん濠墾直です刊

篤7図プフア沙ツ(アム誉イン)錐労の泳鑑嚢1糞瞭分稀灘(s豊鮎讐滅鰍ムる脇鵡…ζ次る)

1.須薬斑幾器鐘疑砦斑幾の砦襟蒙｡欝豚畏石翰幾の砦機･砦瞭

3.断製遂｡鴛斜翰嚢.氷鑑鉱瞭餐.鍋鉱廉

この鉱化帯は翰砦串⑳翻れ賢発達帯そのものでその範

囲では翰岩は強く熱水変質作用を受けて鵜亀し一鯛雲母

化レ赤鎌鉱化してい蜜す血蛇較的大藷匁割れ貿は粘

土質の物質に売鎮されて當鉱体の塗成位置を規翻する

重要な役割を果してい護幸曲鉱化帯を作萄花割れ買は

しかし翰岩の貫入を規制した構造断層と方向秘一致し

いない特色を示てしています､辰砂が唯一の鉱石鉱物

で熱水変質作用を受はかつ割れ員紀當んだ翰岩申に

含んでい漢す昔

い漢す曲

ランズベルクの水銀鉱廉付近の地質は砂岩層を來在

したペルム紀粘板岩から匁る汽一狐とそれ紀貫入した

多数の黒翰砦海脈およぴ砦株で構成されています.断

裂構造は巷わめて多様でありいちじるしいもので鉱

床を規制したおもな断層は摺曲軸方向と交簑する方向の

断層です1おもな鉱体は砂砦と頁岩の接触部すな

わち塑性の異なる砦有の接触部に生じ花破砕帯虹腫胎き

れとくに當鉱体は砂岩層と割れ員との交差部に生成

しています｡頁岩帯惣は鉱体は認められてい蜜せん｡

含鉱性割れ員が籍翰岩を切ることはまれです.これは

黒翰岩カ童きわめて硬い淀め紀割れ帥婁その砦体と他の

岩層との擦触部に沿って敢り騒敬ような形で生成し花

からだとされてい蜜す｡複雑溶含鉱割れ貿系&含鉱

破砕帯が深部では工本に漢と襲り瑳質の禽礫に充壊

され以上いずれの割れ冒も看英1菱鉄鉱1蔑鉄鉱1鵬

面銅鉱は水銀を含育せず(シ黒バルツ鉱で溶い)辰砂

よりも早期終沈澱し花ものです(いずれも熱水相)｡鉱

石ほそのほかに少量の銀微量の金1喰レン1沃度を

シュタｰルベルク鉱山は橘曲軸と交窪しだ延長5虹d

の鉱化帯を形作る水銀鉱体群で構成奮れてい護す苗

母砦はランズベノけ鉱山の場合よりも上位のペルム

紹層序熔相当する強く角礫化1瑳化書れた急傾斜の翰

岩膚脈でその代表的な鉱化部分の規模は幅30狐1走

向題長360剛ζ驚してい裏す讐鉱看を構成する鉱物は

石英のほか紀璽晶看1方解石1黄鉄鉱1貞鍛繊1四蔵

銅鉱･輝安鉱それ終辰砂ですがを削ζは瀦脅質物も

入りているζとがあり凄す.側砦の砂砦刺ζは辰砂

だけが鉱染してい蜜す由當鉱体1ま鉱の簑お皮ぴ不規則

な紬粒辰砂の鉱染鉱体です.

イ参リァは世界策墾の水銀生産国でもっとも

重要な水銀鉱床地域カ婁リ呼市北方約夏箆O㎞ほどのトス

勿ナ鋤方です､その開発は8世紀に始婁簑現在は及ん

でい護す淋獺～13世紀以降久しく生産は中止奏れた

ままであっ危のが19世紀中葉になって再開されました｡

おもな鉱床は等ンテｰアミアタ山東麓からその繭紀かげ

て分布し録書32k鰍以上幅8k㎜ぱかりの鉱床賦

存欝を形作沿てい漢す串この鉱床賦存帯外にもいく

っかの愛襲鉱床秘点在してい凄す(杉ラト鉱山など)｡

ζの鉱床賦存帯⑳地質は串生代一新生代⑳堆積岩から

なり次のぷうな層序を示しています.

第鵬系一一肺穣魔モンテｰアミアタ火出由警ンチｰチ黒煎

火山1的汐ア火山の温面碧質凝灰岩

鮮新繊一一砂鎧

上部自藪薬(始新世以葡)一一頁砦泥灰質須灰砦1砂岩曲砂

質頁砦貨幣看蕎灰岩

竜ノ鴛ヤン続一擢脈質肴灰岩1雑色粘板砦1珪質頁岩�
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上部白璽系はモンテｰアミァタ火山の大書落{魂を

形作り花紫蘇輝石一欝阪長着粗繭瀞こお潟われその下

部の岩石とともに櫓飾し各種⑳騎層系に切られてい蜜

す由水銀鉱床は白亜系および上部ヲイァス続の石灰

岩とその上位と下位は分布する粘板岩類の擦触部に沿

って発達した断層帯にも粗面岩直下の部分紀も分布し

てい蜜す(篤蟹図)革

モンテｰア嚢ア身地方では現在アパジァｰサンｰ

サルヴァトｰレ鉱{ソルブァラトｰデルｰシ皿渋鉱山

アルグ黒鉱山壱ラトｰビァノ鉱山の遂鉱蝸婁稼行幸で

す｡芯のうちアパジァｰサンｰサルヴアトｰ瞭鉱出

の鉱床がもりとも大規模なもので粗面岩直下の糖土

質物紀修繕されたいちむるしい破砕帯申紀賦存し鉱

石の平均水銀品位は約エ｡5～五､脇です､その鉱看は

アンチモンを随伴し襲せんがもっと商の鉱疎の場合紀

はしばしば少量の輝安鉱淡認められ裏す｡蜜たア

パジアｰサンｰサルヴァトｰレ鉱山⑫鉱看串熔は鶏冠石

･雄黄田自然硫黄が存在し螢石が認められることもあ

り裏す甜粗面砦直下から深さ醐㎜のところ漢で富鉱

体力拡がりそれよりも深くなると鉱体の規模は小さ

くなΦていき蜜す苗匁お帝ンテｰア交アタ地方の可

採鉱量は金属水銀換算2⑰､00眺以上と算定されてい凄

す.

ソルブァラトｰデルｰシエレ鉱山のシュレ鉱床の場合

にはかつて粘板砦に接する石灰岩層中の加㍑ト性

空洞を充填し花きわめて高繊位の水銀鉱看を操掘してい

まし花が現在では石灰岩中の水銀品位約婁%の鉱染

鉱を掘っています｡シマ州の北部州鏡紀近いコルナチ

ァ鉱山の水銀鉱床では平均品位0｡遂%の石灰岩申の鉱

石を擦掘しました｡

そのほかサシｰ列けノ鉄鉱山の場合輝安鉱を随伴

する辰砂が鉄鉱層中鉱染していますが直接稼行熔淀え

るものではあり漢せん.黄鉄鉱を伴いライアス銃の

黒色炭質看灰岩刺ζ賦存する複成水銀一アンチそン鉱石

がマレンマグロセットｰ地労のセルベナ鉱山で採掘

中です.この地方には同じような水銀一アンチモン

鉱床がチレユヤ海沿岸にいたる南西方向の鉱床分布帯

整形作っています｡

忽一ゴスラビァはヨｰ淫ツバ第3位(アノ押

一デンとモンテｰアミア身地方のものに次ぐ)の大型水

銀鉱床一イドリァ鉱山の鉱床一をもっていますし

そのほかにも小規模･低品位なカミら多数の水銀鉱床を

開発しています苗

イ多リア国境に近いイドリア鉱凶はすでに螂年以

上も絶えるこをなく探掘され続けてい護す.そして

その聞に窪万重以上の水銀を生産む花と思われますが

1918年以前はオｰストリア領獅穫～蝋δ年の間はイ茅

リア頓で当時の生産浅一夢淋発表慈れていませんので

総監鐙を正確熔割り出すζとは困難です,それ悠イ

削ア鉱山の鉱床は=構造の､熱で世界のもりおも複雑放

水銀鉱床の夏つに入り漠す曲付近の地質は肩炭系1ペ

ルふ系1三畳系哨璽系1始新統で構成されその層序

は次の通費です剖

始薪統一一列ツジ蕊砂岩角礫岩看灰質一泥灰質頁岩

貞璽系一件砦化慈父ヅリ労災砺荻砦

三鐙系一一泥灰岩質問層を伴う顕色ド樽叩イド

褐炭薄層を爽在する暗色据賢一秒砦層

層状のとき紀角礫他じ少蟄の辰砂赫鐵潔む淀有

灰岩とド浜坪イド

凝灰岩炭質砂岩(ウエンゲン層･上部層)と炭

質粘板岩(ウエンゲン層･下部層)後者はしば

しば鉱体を豚脂1ド隠マイトｰ般に角礫化と

きに成層(洛ツジ猟ル切け)

し1要しは鉱体を伴誉

灰色1帯脅亀1黒色頁岩下鉱では褐赤亀翼婚に

変奏)る.水銀鉱化作用なし

ペルム系一一アル灘一ス砂岩を欝に贋砂の低品位鉱染部を

伴う

有炭系一一秒岩層姦爽在し花驚會総板着古粘板砦は自然水

銀踏砦は辰砂と薦然水銀を伴うごとあり

本鉱床賦存部分は反転橘曲層である白亜紀石灰岩と

その上に衝上し施看炭系と三畳系で構成され花3種の

反転禰曲ほとんぢ横臥した背斜橘曲系を形作っていま

す｡し楡㌧て始新世のフリッジ孤岩は白亜紀看灰

岩の下に紛布しでいるわはです｡そのうもの石炭系

第王背斜と篤2背斜間の向斜として圧縮された形のウ黒

ンゲン層下部層を角礫化ド浜マイト(ムッシェルカルク)

が鉱化されてい蜜す(鶏§図).本鉱床賦存部分の地質

構造の複雑さぽついては何葉がの図紀その説明をまか

せるこあにします(第9図いblc一).�
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鉱体の賦存位置を規制したもっとも重要な構造要素は

石炭紀頁岩から落る第2背斜摺鹿の各軸部下面です､

その部分の直下には病礫化ド濠亨イドを母岩とするもっ

とも高品位(晦10%以上)の鉱体淡生じてい婁す｡

鉱床の鉱物組成はかなり単純なものです古脈石鉱

物はおもに方解宥とドワマイト稀には石英であり鉱

石鉱物はおもに辰砂と潅辰砂それ紀黄鉄鉱&虜然水銀

で自然水銀が稼行対象と租る鉱看も少放く鉦り蛮せん亜

現在採掘蜜れている鉱看は晦6～脇の高品位鉱&鞠

02～郷%の低昂位鉱量呼ばれでいるものでその操掘

量の比は1:30程度です.

イドリア鉱山のほか修多くの小規模な水銀鉱床が開

発されていますがそのうちでも締や規模の大慧いも

のをい走るのはベルグラｰド蘭方箆敏醐のアバダ水

銀鉱床でしょう比リ夢イ鉱山の揚含は辰砂が鉛鉱石

といっしょに採掘されている変りだ鉱床として知られ

ています.

なお訟一コｰスラビアの水銀鉱床はすべてアルプ

ス造山輪廻の時代に生成したものばかりです皿

亭膿8夙獺バ串ア紀もメルニク鉱山なε幾つ

かの水銀鉱床秘賦存してい婁す｡しかし水銀生産量

ほあまり多いぷはいえ護せん(1938年に約工OO宜螂瞬

湖5.2重)｡

蜜ず棋界でも珍しいタイプの水銀鉱床として貫テ

ルバｰハあチ漁ルニツィの爾鉱山ポあ資護す.いずれ

もグ減一ベハング鉄鉱床生成帯の地域ぽ位置しそ

もそもは石英･重品看1戴鉄鉱1黄銅鉱1方鉛鉱岨磁硫

鉄鉱1赤鉄鉱を随伴した菱鉄鉱鉱脈恋のです粧その上

部に辰砂下部把シ風ハルツ鉱を比較的多く伴っていま

す,この鉱床上部悠認められる辰砂はシ猟バルッ鉱

が酸化作用を受けて分解し花生成物とみな害れているよ

うです.ロジ胤ノブ山西方紀位置する真ジュナスラ

ナ鉱山も同じタイプの鉱床です,水銀生産量はどの

揚含も微冷花る怒のです､以並はバシ双勲ン造山輸

鰯の時期熔塗成仏花鉱床あいねれ榊確す曲

西加レパチダ地労にはもっあ著いア形フス期の水

銀鉱床(警鉱山)添賦存しチ孤簑渓漠バ等ア熔糊カる

水銀生産蟹の大部紛を受持繊科噌衣.

潔夢歳栄鉱出:鉱床紺近の地質は始新統(秒砦)絶不

整合紀潟潟勅勅施串生代い潔イド躍層懇構成養舵始

新統も安泌砦1問質疑豚瀞熔覆薇養灼瀞湛沸｡鉱偉

は寮蜘岩墨砂岩串⑳鉱脈縞漢猷陣環イ牌の芥規則

鉱のう状交代鉱床湾蟹鉱化欄(翌一一着薬1方解看1

∠

第9図イドリァ鉱山の水銀鉱床

譲:砂岩も:頁籍

硫枇鉄鉱1自鉄鉱相互一一石英1辰砂1玉髄相)に分

けられてい讃す白水銀鉱体の近辺紀は鶏冠石と雑費

の独立濃集体があります.

ズラタバｰニヤ鉱山の鉱床はノｰバｰバｰニヤ

金銀鉱床紀近いプ浜ピライト帯刺ζ鉱染状に発瀧し淀辰

砂と輝安鉱からなる鉱床です､

メルユク鉱山の水銀鉱隊は頁岩をの接触部近迦の後

酋錦三紀礫砦靭忍発達し施翻れ賢壷苑艦してい葛数茶の

鉱脈湾看英1方解宥噂蛮髄1ド潔努イド1黄鉄鉱1禽

鉄鉱慾勅縫辰砂あ確辰砂鷲構成慈勅怒い蜜す串

以血3鉱醐⑳水銀鉱廉は品位1鵜模おも蛇類似陰

い労れ愁梁掬水銀筋繊翻.黛効吉沸芯箏曲

懇酬鋤賜園海施些蒐はルｰ箏蕊茨(鷲鍋錦晦

竃｡微泌球一浅彩沙ア締潔液減リアあるいはギジシア

熔愁氷綴鉱床添分布膨秒湛衣淋大意扱も⑳は蜜花

鋤婆れ恋㌘漕港ん筍ゆ誠嚢

く艦讃縁鉱厳翻)�


