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水銀

の詰

岸本文男

強)を最高とし南アフリカの場合は南アフリカ共和国

の1944年の35t当時の割合でO｡脇強(日本の当時は

247t4,脆弱)を最篤実績としてい窯すので五大州

の中でほ今までのところもっとも水銀に乏しい大陸

といえましょう.

チュニジアの水銀代表的な水銀鉱床としては

オウトマｰデン(O鵬3Made貝)鉱床があります.こ

第1図アフリカの地質区分と水銀鉱康螢成区�
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ラスｰエルｰマ(Ras-e正一Ma)鉱山と呼ばれ1875年

に開坑されたこれまた古い鉱山です.近況は詳らか

でなく出鉱していないことだけは間違いありませんが

1955年頃にはタキｰ鉱山よりもなお鉱量が大書いとされ

ていました.その品位はO.逐一〇､8晦と報告されてい

ますからよい鉱床のように思われます､ソ連カミ検討

したデｰタによるとラスｰ器ルｰマ鉱床とその周辺の

同様な鉱床灘を併昔た鉱量は決して少ないものではな

さそうです(1929年フランスはその鉱量を金属量として

5,000芝と評価してい婁す),具体的な数字はあげ得ま

せんか今後の再検討が期待されます｡

雫臓ツヨの水銀セウタ(ジブラルダノレ海峡に面

した町)の近くに大きなアンチそン鉱床(セウタ･テツ

ァン鉱山Ce晩丁舳虹独i蝸)がありますがこの鉱床

の周辺に小規模な細脈一鉱染状の辰砂鉱床か散在してい

ます.しかしその調査はセウタｰテツァン鉱山の

蔭にかくれてしまうのか1まとんどなされていないよう

です.一南アフリカ水銀鉱床生成区のうち南アフリカ

共和国の水銀鉱床はトランスバｰノレ地方北東部のマｰ

チソン山脈中に分布しています.

南アフリカ薬和国の水銀マｰチソン山脈は

地質的には先カンブリア紀の片状化した噴出岩1砂岩

1泥岩からなるいわゆる基盤岩累層で構成された狭長

な東北ないし東北方卿に走る向斜で北と南に広く拡が

る先ウィットウォｰタｰスラント迷入岩系の古期花陶岩

をザもみ込んで｣います｡この山脈内には壌種の鉱化

帯がありそのうちの北側のものが水銀鉱床を胚胎する

鉱化帯で総延長は50㎞ユ以上に及んでいます(南側のも

のは金とアンチモンの鉱化帯),その稼行水銀鉱床とし

て注目されているのは今のところモナｰチ･コｰプ

走向延長1傾斜延長はともに100～王50臓厚さは遂～δ

狐に達し粗鉱品位は晦O,3δ%前後その鉱宥鉱物は

黄鉄鉱はリナイト1四面銅鉱(砒四面銅鉱)1輝安鉱･

辰砂･金･グァダルガザライト･エグレストナイト1自

然水銀一沈殿順一一脈石鉱物は石英と複炭酸塩鉱物

からなっています｡これらの鉱床の生成作用を古期の

榴向変形過程と結びつけたウイノレソンの見解に従えば

これらの鉱床は世界でもっとも古い時代(カンブリア紀)

の水銀鉱床ということになります.1963年以降の生産

統計では全く生産されていないようです.

スフ夢警ン洋の水銀スワジランドの北カｰ

ルラグ(Ka疵ug)とシンガｰトン(Singe村｡n)にチャｰト

珪岩一緑泥石一絹雲母片岩中の節理や割れ目を充填した

辰砂細脈群からなる水銀鉱床カ蜘られていますしまた

スワジランドづ北酉に当るピッグスピｰク地方のハベ

属ヅク(Havelock)石綿鉱山から3k㎜の地点にNNE走

向の圧砕されたチャｰトと珪岩および結晶片岩があって

その中に石英脈が発達しその石英脈を胚胎する圧砕帯

中に270皿ないし250㎜あるいはそれ以上にわたって

辰砂が鉱染しています.後者の場合試料中の品位は

0.01～1.63タ6Hgとのことでした.最近5力年の間の

生産統計によれば生産されていません.

ロｰデキアの水銀1955年頃に発見された鉱床が

ブラワヨ(B由wayo)北北東方約90㎞叱位置しています.

いわゆるブラフ§金鉱床帯の北寄りにあって(第2図)

モテｰチコｰプ鉱床(南アフリカ共和国)と同様な鉱

床といわれています.近況は詳らかではありませんカミ

生産はしていないようです.水銀について比較的展

望がもてる国といわれていながらあまりはっきりして

いません.なお南アフリカ水銀鉱床生成区の延長は

るか2,500koユ彼方ケニヤのモンバサ'(Monbasa)の北

ビテンゲニ(Vite㎎en王)の南東にも辰砂の紬脈一鉱染状

鉱床カ三あって方鉛鉱一重晶石脈と共存していますが

全く未開発のま凄となっています.

かつてエチオピアにおいてイタリア占領時代に辰砂

の大きな露頭の発見が報告されたことがありました岨

しかしこれは今日では鉄に富んだ粗面岩の風化物を

辰砂であると誤認したことが明らかになっています.

現状でアフリカ大陸に水銀が乏しいことは水銀鉱

床が先カンブリア紀にもっとも乏しく古生代中生代

と若くなるにつれて多くなり新生代に入って急増する

という現象を実際に示しているといえますがしかし

アフリカ大陸かまだまだ地質学｡鉱床学上のきわめて多

くの謎を残していることに起因する面は大きいと思いま

す､近代鉱床探査学と技術あ粋を集中すれば水銀に

関する現状はこのま漢に決してとどまるものでないこ

としかもそれが他国の政治的･経済的侵略を許さない

状態の下でアフリカ人自身の手によって研究甜開発カミ行

なわれるようになれば水銀鉱業の発展の可能性は真に

保証凄れることになるでしょう.

では次にオｰストラリアに移ります｡�
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第2図繭ロｰデシアの水銀鉱床位置図

オｰストラリアの水銀(第3図)午一ストラリ

アの水銀鉱床は東部諸州に分布し豊當とはいえないま

でも決して乏しすぎるとは思免ないのに1966年は例

をとってみればスペインから1,09笈フラスコイタリ

アから206フラスコ輸入し国内から全く産出していま

せん(第王表)｡まずニュｰサウスウェｰルズ州で

すがここには比較的まと雲った鉱床として花騎岩1

花嵩閃緑岩1変質堆積岩中に豚脂奏れた薄いレンズ状の

鉱体からなるバノレガシバラ(Pulganbara)鉱床と花嵐

岩とそれを切る閃緑岩々脈との接触部に沿って辰砂カミ紬

脈群をなして分布するジ鰍ルギルバラ(Julg11ba臓クラ

ｰレンス川沿岸)鉱床カ主あります.前者牲辰砂淋黄鉄

鉱および銅鉱物と共生し後者の場合には辰砂が変質し

た側岩中にも鉱染しその鉱染部分に辰砂が真赤に鉱染

したきわめて品位の高い鉱看ポ認められ淀ようですが

平均すれば2%前後と報告されてシ･ます由この品位は

現在わか国で稼行妻れている水銀鉱床からみればかな

り高いものといえます.同州にはなお幾つかの小鉱

床があり関心は寄晋られていませんが一応報皆し裏

すとそのヱはライオンズビレ近くのコｰス赤ウバン

ド(GorshoeBand)鉱床で辰砂は花陶岩を切る蛇紋岩

化した超童基性岩脈中に鉱染してい襲す白もグつは

ピンガラ近くのスプリングクリｰク(S脾㎞露C鵡鼓)

鉱床で辰砂が変質した泥岩を切る上記と同様な岩脈中

に鉱染してい濠す珪そのほか抵界的に有名な岡州

のブロｰクンヒル(B醐keR醐呈)鉛1璽鉛鉱床申に

も辰砂が認められます.ζれは少量なので問題ぽ書れ

ていませんがしかしわが国での経験からい免ば北秋

田の黒鉱や対州鉱山の亜鉛精鉱からの水銀の回収のよう

に検討すべきものと思われます｡クイｰンズランド

州には少なくとも魯鉱床があってオｰストラリアの水

銀としては注目すべきものでしょう｡その中でまず注

目し得るのは1嚇年は発屍され比較的最近まで稼行

されてい花キルギバン(醐脇鋤)鉱床です.この鉱床

付近の鋤質は凝灰岩の薄層を撚在する古生代の頁岩･

礫岩とそれらを切る厚養?独前後の安山岩々脈で構成さ

れていて水銀鉱床は角礫化された安山岩々脈に胚胎さ

れてい蜜す宙この安{岩質の禽礫は方解石･菱鉄鉱･

石英に膠緒され辰砂は主として方解石の綱脈とポケッ

ト状濃集部分に賦存する傾胸添ありますが変質した安

山岩角礫申に鉱染したりその小割れ目を充填している

場合も少なくありません岳面白いことには辰砂のほ

かにシュバルツ鉱も賦存していてその量は下部に向か

って明らかに増してゆく傾向か認められています率そ

の採掘鉱品位は戦前でO由4～O.75%Hg戦後でO.3～

O｡脇Hgと次篤に下っていっ花ようです.稼行中の

水銀蒸溜量は5tから10tの範囲にありました.

£一ユｰ夢一事ンドの水銀(第4図)この国でもっと

も重要な水銀鉱床域といえばオｰクランド北方170ヒ㎜

付近のブピｰプヒ地域がそうです.総じて鉱床の母岩

は玄武岩におおわれたグレイワッケ砂岩と石墨片岩で

鉱体はその被覆玄武岩層までは切っていないと思われる'

大型断層に規制されこの騎層に沿ってまず玉髄質石英

が沈殿しそれか負礫化されその割れ目に水銀が沈殿

し鉱化されたものです(代表的なプビｰプヒ鉱山Puhi-

Puh責m三鵬の場合)､その鉱体の厚さは工如から叉0m

含水銀品位カ茎5%に達する鉱体も認あられてい凄す,

同地域の幾つかの鉱山では辰砂か石英と同時に沈殿
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策夏讃徴暴の国別水銀生産鐙(嫌級:アラスコ〔3雀｡駄g〕)

国名

ボリビア

カナダ

テリｰ

中国(大陸)

コ凹シビア

チュコスロバキア

イタリア

目本

メキシ当

ペルｰ

フィリピニ/

ルｰマニア

スペイン

チ瓜鶉シア

トルヨ

アメリカ

ン連

ユｰゴスラビア

19鶴

王05

��

㈶�〰

㌀

��

弧書鳩

遥弔鰯

聾肌婁0隻

3,09婁

婁,総王

至9凄

鰍雛遺

3,o概

狐夏17

㌵�〰

15,醐

計

鵬亀鑓婁

1鰍

㌲

�

㈶�

26里000

㌀

��

57韮⑪01

���

τi2,鑓1

㌮㈷�

㈮��

1軸

��㈲

τ87

㈬��

王4.142

㌵�〰

����

2脚､973

主965

拠

鮒

遂鎚

酪⑪00

総

員蓼漉

57曲320

4皇鴉6

重工§,馳3

3筥夏17

2軍38基

三雛

����

王?4

2,術5

蝋闘2

拠言⑪⑪o

i琶､銚§

婁研,7豆曇

��

�

工96

㈶�〰

■84

爸�

駒,艶9

4,脳6

τ兇,O犯

r3,星66

τ2量螂

奮至90

河0.054

㈵�

聾3,壌鋤

酪⑪08

��〰

���

e:概箆皿:予類

2欲,船9

r:輯隷

��倀

�　

1跳

㈰�〰
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蜘

���
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路魯帷

2,㈱

2,61妻

19⑰

鑓5G､⑪oo

藍250

琶3,500

鯛,784

��〰

���

2格042

しておりしかも面積の比較的広い鉱体(最大270m×

13.5㎜)を形作っています.小鉱体の場合には通常

辰砂が方解石を共生する傾向をもっています.大体に

おいて生産規模淋Hg趾/隼を越えたことは窯れで

す.最近δ年間の統計では稼行鉱山があり塞世ん･

しかしどのような事情があるにせよ眠ら世でおくに

はもったいない気がします.水銀産地のスケッチの最

後として再ぴアジアに帰ってみ凄すと比較的大物で

あるフィリピン戦火の中のベトナムとラオスサラワ

クとカリマンタン需スマトラなどのインドネシアがあり

ます.このうちフィリピンは第王表で明らかなよ

うにウァンカベリカ水銀鉱床田をようしたペルｰに次

ぐ世界第11位(工鮒年)の生産量を有する国であります

(日本な当時第8位).

フィリピンの水銀フィリピンの水銀生産を支え

ているのはパラワン島のタグブ濠ス(丁鵡M鰯)鉱床

とスゴヅト(Sugot)鉱床です､茅ダブ管ス鉱床はペル

ト1プリンセサ市北方14㎞ユのタグブロス部藩に近い

120～至50㎜程度の丘陵に賦

生産された)からで(第6

一

･

■.

℀

■

�

■“.

�

�

�

図)現在では本鉱床の酋

北西約3脇に位置する第コ

ット鉱床と合わせ稼行され

㌔螂玉㈱脚ています｡1968年には遥

第4図ぶ楓一ジｰ多ンドの水

艦鉱床倣鷺鰯

基のロｰタリｰファｰネスを稼動させて推定3,300ブ

ラス1コを生産した模様です.

タグブ導ス鉱床はこの地区を構成する緑色片岩1珪

化凝灰質粘板岩などの古期岩類およびこれらを貫ぬく異

剥石かんらん岩のうちの異剥石かんらん岩を母岩とし

スコット鉱床は古期緑色片岩を母岩としています.

タグブ簿ス鉱床は空として異剥石かんらん岩中のN1O

～簑0竈猛方向の逆断層性(?)割れ實を充填した主鉱脈(傾

斜SE60～70｡上部の鑓幅2～5m下部30㎜で王～

壌狐のま護さらに下部に延長する)どこ棚こ斜交する

蝸O～6び鶯の少なくあも騒本以上の平行性鉱脈(δO～

150則間隔でそれぞれ傾斜20～40“W上部と下部で

鍾幅はあ護り変わらない)からなり鉱脈の多く秘合体

する部分(地表に近い)では鑓幅が10泌にもなっていま

す｡筆者はこれを呈種のサイモイドりレｰブ構造の

繁慧鰯

蕪繭アジアの

地髄機遺お泳

銀鉱廉咽藤

地�
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ように思います.そうであればいわ峰る｢平行｣脈

はもっと多いのではなレ､かと考えられ凄す｡母岩は

著しく粘土化されて柔らかく鉱体から離れるにつれて

珪化作用が強いようです.それで鉱有自体は主とし

て蛋白石質の縞状構造を呈し炭酸塩鉱物が金く認めら

れないという面白い鉱石ですがその申ぽしばしぱかん

らん石の大小の角礫があって蛋白石などは膠結されて

います｡この負礫中では辰砂が多く認められ漢せん.

辰砂は鮮紅色･微粒状で鉱石中に鉱染し他の水銀鉱物

は報告妻れていません､品位は平均してC血王δ～O.26%

Hg程度とのことですが濃集部では10%晦を越え大

量の白鉄鉱が随伴されています.

スコット鉱床はN15明性傾斜45“W性の割れ目を

充填した鉱脈といわれ平行脈を少なくとも3条件い

鍾幅は大きい鉱脈の場合に約3㎜走向延長は五50血を

越えてい蜜す.鉱石は辰砂を主要鉱石鉱物とした炭

酸塩鉱物に富むもので石英は少量というのですから

タグブロス鉱床の場合とは大きく異なっています.こ

の点心はからいえばスコット鉱床の方が深部におよぶ

のではないかと思われ裏す.硫化鉄鉱は全体&して多

いとはい克豪せんカ麦それでも部分的は多量の硫化鉄鉱

を含有した粘土躯母岩中に認められ母岩は主として珪

化･炭酸塩鉱物化されてい襲す由

以上の婁鉱床の鉱量は矢鳴澄策教授の報告によると

!957年10月現在で確定Hg含有量616｡嚢童推定72.6乏

予想108｡§tです.パラワン島以外のフィリピンの単

成型永銀鉱床は護だ知られていません､しかし着

手の他の鉱種の鉱床申に水銀品位が比較的高い揚含が知

られてい蜜す辞すなわちバギオ北冷東約6敏狐に位

置するルパント銅山(L⑧P駄nt皿量鵬)の鉱石はイト

ムカ鉱山の分析によると◎｡◎脇の敗を含有してい濠す

蓮帖嚢珪一曲壁一曲宝

がこれはわカ掴菜鉱山の稼行限界(ただし粗鉱の場合

である測値の0.O曼劣H塁を思い出生せます.また

バギオ南東約10妊狐にあるイトグン(王togm)鉱山の合金

石英脈は台湾の金瓜石鉱床に類似し氷長石と辰砂を

伴っています.さらにサマｰル島で1956年7月から

出鉱を開始したバガ勿イ(臨酔螂)鉱山の主鉱床であ

るダイラｰダイラ(GωトG舳a)鉱床の場合これが産

状および鉱物組成からみて黒鉱式の鉱床ではないかとい

われていますのでわ秘團の小坂鉱山内の岱鉱床のように

水銀回収の可能性をもっているかも知れません.内の

岱鉱床産鉱石の製錬ダストから回収されている水銀の源

が明らかでない現状ではまだ何ともい乏ませんが黒

鉱よりも黄鉱の部分に源があるということにでもなれぱ

さらに期待できそうです.

サラワクの水銀この国の西部には金･銀･アン

チモンを主とするバウ(Bau)鉱床地域があって19世紀

後半にすでに水銀を伴っていることが明らかになってい

ました｡その申で水銀鉱床として開発されてきたのカミ

テゴラ(丁唱｡ra)鉱山とガディング(G叡伽憂)鉱山です古

いずれも1868年頃から開発され1880年頃(ユ875～1880

年オミ最盛期)にはかなり盛大に稼行(1868～脳9年間の

総生産量745tHgのうち18η年の王牢聞に94重Hg)さ

れたといわれてい凄す｡第2次大戦申には日本軍の管

理の下に大規模に探掘(3年間に蝸フラスコとも約

150をともいわれている)畜れ裏したが現在は生産して

いません.目下目本の産水銀企業の技術陣による調

査が進行中です.テゴラ鉱床はバウの南方約!5長皿ガ

ディング鉱床はそのテゴラ鉱床の南頂約孤鰍に位置して

います.付遊の地質は主として白亜系(?)の黒色頁

岩と碩捗砦からなりそれを細粒花鰯閃緑岩と看英安山

岩カミ貫ぬいています｡水銀鉱床はいずれも自重紀

層中の断層破砕帯を充填した角礫状鉱脈でN15～40㌦

の層理と斜交する部分の方が平行する部分よりも優勢で

鰯幅は夏｡5～2｡晦ですがさらに側君側30～60c㎜程度

テゴラ鉱床には自然水銀か比較的多くガディング鉱床

離搬一1こは蜜れであり裏た一般に鉱有申の小空洞をおおって

第6図

鱗縫徽

王9§?締6月生産醗始

策教授提供)

婁隼後のこるのパラワン氷鑑鉱泌鶴錬廠(集島澄

とくに鉱染部の場合よりも鉱脈部の方�
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で著しいようです･水銀鉱物以外の鉱石を構成する鉱

物は石英1黄鉄鉱1白鉄鉱1鶏冠石･雄黄1輝安鉱･

重晶石･方解石｡カオリナイト1ディッカイトなどで

矢嶋教授によると辰砂の生成は黄鉄鉱と輝安鉱の晶出

後であり鶏冠石の晶出前および最出時となっていま

す一このほか東部サラワクのバラム河上流に分布す

るアンチモン･鶏冠石鉱脈中に辰砂が随伴されています

が資源としては問題になっていません.

イン洋ネシァの水銀(第8図)インドネシアで

は第王表に照して明らかなように水銀は生産慈れて

いませんかしかしこの国の金属鞍源としては今後期待

できるものの1つといえます帯インドネシアの水銀鉱

床はカリマンタン･スマトラ･ジャワの3島にそれぞ

れ分布してい凄す｡まずカリマンタンではペンカ

ジャン区のバワン山周辺に分布していますがその中で

(1)スンゲイセキレｰ(SmgeiSekireh)鉱床はルマ

ノレ(Lu㎜ar)北酉2.5k皿に位置する辰砂の河成漂砂

鉱床で基盤は珪化石英斑岩と粘板岩で構成され

その中には今までのところ辰砂は発見されていま

せんカミこの漂砂鉱床の源と推定されています｡

これと同様なものとして同じくルマル近くにハ

ンサン(頁a脳n)鉱床とボンシコング(BonSi

K㎝g)鉱床があり芋辰砂が産出します､とく

にスンゲイセキレｰ鉱床は有望とされています｡

(2)なおバワン山の1峰であるセランタク山の麓ル

第8図インドネシアの水銀産地

マｰの西方4k皿にハナムケオ(Hanan1Keo)鉱

山がありますが詳細は不明です.

(3)ファンシュレ(VanSchelle1883)の記載による

とルマルの金鉱床の中には辰砂をかなり多く含

有するものがあって採掘された&いうことです.

これはサラワクのバウ地方にも見られることで

は校いかと思います.これに類似する鉱床と

してさらにルマル北方約9㎞にほスンゲイサ

ンサク(Smge三S㎜saた)鉱床があり金とともに

辰砂カ茎賦存していますしナンジャタリト近郊

ガジャ(Kaja)の金鉱山でも少量な林ら辰砂が賦

存しています.

なお多くの漂砂鉱床が島内に散見されます.たとえ

ばスンゲイセラカウ周辺にスンゲイシアム(Sun-

ge至Sia醐)鉱床･スンゲイウスク(SmgeiUduk)鉱床

がそしてサンバス川上流にサクル(Sakψ鉱床カミシ

ジング川川口近くにシルァス(Si1uas)鉱床がありまた

スンゲイボジャン近くにスンゲイベッング(S㎜9ei

遭et孤㎎)鉱床があってこれはスンゲイセキレｰ鉱床

を除く上記の諾漂砂鉱床に比べると有望がと思われます.

たとえば18人が6日間で187.5kgの辰砂を採取した記

録やエm3当り980駅の辰砂が含有されているという記

録もあるからです､

小産地はまだ幾つかあるようですが経済価値に乏しい

ものばかりなのでスマトラに眼を移します曲

スマトラ島で比較的詳しく調査された水銀鉱床として�
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はパダン高地ダナｰグタル地域にセバラブ(Sebalab口)

の鉱床があります.鉱石は漂砂鉱で辰砂はソムボン

山の有灰岩の山稜に平行に走る沖積層(頁岩や石英の飼

礫や半円礫を伴った粘土層)中に賦存し磁鉄鉱を随伴

しています.その頁岩中に鉱染する辰砂も随所で認め

られていますが今までのところエ曲5nユ豊の糊土中に含ま

れる辰砂は370粒(0,012%Hg)といわれてい蜜す.

このほかスマトラ島にはたとえばバツアンシュ

ン(BatαAndjung)やタピル(Tapir)川1ガデタラン

(GadeTa1ang)川などにも漂砂水銀鉱床が知られてい豪

すがほとんど問題にされてきませんでした.

初成辰砂鉱床(?)として知られているものにジャム

ビのスンゲイグルグル(SmgeiG豆ugur)の鉱床があり

ます.これは破砕書れ部分的に珪化窓れた石英斑

岩質の岩石をおおう礫岩層中に礫状に辰砂が分布する

鉱床で礫岩の礫は変成岩と珪質岩からなりそれが粘

土と珪質物で膠結されていますが辰砂はそのマトリッ

クス中にも鉱染しています.トフラｰ(Tob1er1922)

はこれを温泉性(低温熱水性)起源のものとしています.

なおアトジェｰ(Atjeh)の西岸には1941年に400kg

の水銀を選鉱･採取したことのある漂砂鉱床があって

王946年にほ試錐1コアから自然水銀と微粒質の辰砂(黒

色の砂の中)を確認してい凄すが詳細は不明です.

ジャワ高に移りますとプルワカルタ西方のグヌン

バラン(G担nmgParang)に比較的広域にわたる漂砂鉱

床があります吉1929年と1930年に採鉱され放棄され

ていたのが戦争ということで1941年にオランダの地質

調査所によって詳しく調査養れ始め日本の侵攻で中止

になった歴史をもっています｡西北部には小惑な鉱脈

として辰砂が認められています｡またカランガムペ

半(

一λ

一

一

�

■

〆＼

ル地域のジュンチ(Djmti)村の海浜には金を含有した

砂に辰砂が認められチラチヤップ(Tji1a亡jap)の海岸に

もソロゲヅグ(s破泌駿如9)平野紀も同様な合金･含辰砂

砂層が分布してい婁す｡インドネシアの場合は初成

鉱床があ襲ゆ発兇されていないという特徴をもっていま

すから今後に期待の可否が託凄れるように思われます.

篠｣二娯細､
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第9図朝鮮の水銀駿祥地

ベトチムの水銀この園の水銀鉱床は少ないなが

らも中国雲南省との国境に近いムントウンとノ㌔ジセノ

の北方地域に分布しライチャオからラオスのフォンサ

リにかけて散在してい凄す.その中で現在採掘されて

いるのはハジセノ北方約25妊磁にある辰砂鉱床だけと

思われます.この鉱床はノ･ノイから中国雲南省にかけ

て発達するNW-S箆系の大構造断層帯の東北側にあっ

て付近は空としてデボン系抽石炭系･三畳系で構成され

鉱体は三畳系の石灰岩1砂岩中に発達した綱脈出鉱染状

の辰砂を主とし自然水銀と硫化鉄鉱を随伴する鉱のう

およびレンズ状のものです.そのほかのものは露頭

程度としか知ら参れてい凄せん.戦争下にあるとはい

え地質技師をソ連や中国チェコス漂パキアなどの援

助を得なから大量に養成してきたわけですからおそら

くかなりのことは検討ずみのことでしょう一筆宥の推

定では上記のhW二SE系断層帯の範囲内すなわち

幅約夏30k獅延長約350k㎜の中に限定されるよ引こ思

われます(ラオスの五部も含めて)｡

そのほかにも幾つかの地域に新旧さ叢ざまな水銀鉱床

および水銀鉱物を比較的多く一随伴した他鉱種の鉱床が知

られてい嚢す百たと免ば中国台湾省金瓜石鉱山の硫

枇銅鉱脈部分あるいは同省基隆郡双渓庄平林鉱床(第三

系と玄武岩序脈の接触部に胚胎された辰砂石英脈および

玄武岩寿脈と篤三系砂岩申に辰

第10図徳上鉱山(19艶年ごろの記録から)

砂が鎮染した鉱床)があり朝鮮

平安南道･黄海道あるいは戒鏡

北道1忠清南道1全羅南道にも

知られています.そこで朝鮮

の場合を素描して産地紹介の項

を終えましょう.

朝鮮の水銀朝鮮の水銀

鉱床は平安南道の孟山郡･徳

川郡と中和郡1黄海道遂安郡の

2地域および黄海道金川郡に比

較的集中していて歓在する幾

つかの鉱床はいずれも関心を呼

んでいません(第9図).その

うちで歴史も古く産額も朝�
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策11図中和鉱山および付近の鉱床と胞質(歴史的な地質図

解としては大きい徳上鉱山は平安南道孟山郡甜仁繭徳

上里にあり婁す(蜘0図).

五9世紀串頃に中国人が開発した鉱床といわれ1917年

8月以降1946年8月まで資本人によってそれ以後は朝

鮮人の手によって断続稼行されてきました｡錫在では

粘土鍋は60c皿から黛泌におよび深さ20独ないし5晦

程度の規模を示して五0数条が確認されてい凄す､品位

の一般に低いこと(⑪.〇五～o.o脇)が欠点で比較的品

位が高い石灰岩空洞中の辰砂粘土鉱ほほとんど掘りつく

されたものと思われ凄す,ζの粘土鰯の鉱肴紀対する

水洗選鉱試験の結果は元鉱品位O.00晩の場合に精鉱

品位を｡.2脇晦まで簡単に上げ得るをされてい凄すか

ら鉱量されあれば皿一タｰリｰ炉で十分紀処理できる

ことになります｡囲みにレトルトを使用した日本人経

色･黒色石灰岩で構成され鉱床は主として辰砂一炭酸塩

鉱物納脈と含辰砂粘土脈それ紀石灰岩の空洞を充填し

た含辰砂粘土鉱から籔り徳上鉱山の場合よりもはるか

に品位がよく平均して0.3～O.5%Hg上鉱と呼ばれ

戦前の箔録から)

質(第11図)は東部がおもに朝鮮系の雲母片岩(走向N

30山δ0籟豆傾斜NW18-3の衝部がおもに同系の石灰岩

で構成慈れ鉱床1ま石灰岩(灰色縞状大理石で走向N

1ポ20竈W傾斜SW1δ～30日)判こ胚胎された辰砂一炭

酸塩鉱物細脈灘および含辰砂褐鉄鉱網状豚群です.地

表では直径3臓狐前後の辰砂や辰砂を含む褐鉄鉱が表

土ぽ混入していてその表土の平均品位は0.O01～0,002

%Hgといわれ水洗選鉱すれば0.25%晦程度まで鱒

単に上げ得るとのことです.戦前の記録では互螂隼

の生産水銀量13§白02㎏が最高でした.竜泉洞鉱床は中

和鉱山の鉱床の北酉と北東側にこれとほぼ接ナるように

分布する中和鉱山の場合&全く同じ性質の水銀鉱床で

す｡栗界面の鉱床はこれらと産状を異にし朝鮮系

の雲母片岩と石灰岩申に胚胎きれた褐鉄鉱を伴わない

N50-6ぴWSW2ト虻の母岩の層理に平行し花辰砂

石英脈とそれを切る辰砂一方解石脈でこれに由来する

第四紀漂砂鉱床を伴っています､鉱脈はいずれも単成

型辰砂脈で品位が比較的高く2～3%Hgと冒され鑓

幅は60cm前後と報告されています.漂砂鉱床中の｢芋｣

辰砂は大きいもので至20駅くらいですカ呈漂砂鉱の平均

船位はO市04%程度です.高麗カ茎清に貢した辰砂ほこ

の漂砂鉱床産と伝えられ朝鮮では今なお有望な水銀鉱床

とみうけます自しかし朝鮮の水銀鉱床の特徴はその

初成鉱床カミ地質上古い時代の岩石中は魎胎されているこ

とにあり従ってアフリカ大陸の項で触れたように大

を期するのは榊･かと思います.むしろ削鋼作用カミ著

しく進んでいることからいえば漂砂鉱床紀より力点が

ゆくということになるのでしょう.

(筆者は鉱床部)

るものは蔓～夏王%聴申鉱で

至～脇晦です凸錫在徳

上鉱{と同様ぽ探鉱中と思

われ讃す串独並以前の産

額はわずかで(おそらく定

数経度)今儀似肚いえ

讃しふう昔

以上の簑鉱床と同じよう

な鉱床淋孟凶郡玉療繭の水

盤&水猫洞抽よび北禽里

(徳州郡紀跨秘る)紀あり

蜜す也

平安南遺中和郡1黄海遣

遂安郡の水銀鉱床地域には

中和鉱山と竜巣洞鉱床およ

び栗界面鉱床秘分布してい

蜜す畠中和鉱山付近の地�


