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ABSTRACT 

 In Aug.25 and 26 2014, I observed to ore deposits and minerals in old mines in Kamikawa 

Town, Hyogo Prefecture. In this area, central Hyogo pref, there are many mines which 

mined many kind of metal ore, for example, gold, silver, copper, zinc, lead except iron. These 

deposits was produced by magma’s activity in Cretaceous period that is called hydrothermal 

deposit. This time I visited to Takumi mine which digged Arsenopyrite (FeAsS) and some 

kind of copper ore and to Fukuhata mine which digged some kind of copper, zinc, lead ore. 

Observation to these old mines is to be useful to know about our history of industry, social, 

and origin of our natural environment. 
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１.はじめに 

 筆者は平成２６年８月２５日から２６日にかけて、兵庫県神河町の古い鉱山跡を訪れ、現在も見られる

鉱脈や鉱物について観察した。同町が位置する兵庫県中部地域には、非鉄多金属鉱山として著名な

生野鉱山（三菱金属、昭和４８年閉山）や明延鉱山（同、６３年閉山）などのほか、金・アンチモニー（中

瀬鉱山）、銅・亜鉛（樺阪鉱山）など比較的大規模な鉱山跡が密集している。これらの多くはマグマの活
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動に直接的に起因する熱水鉱床で、岩盤の割れ目に沿って吹き上がった熱水に溶け込んでいた金属

が、圧力と温度の低下の過程で析出する作用によって生じたもの（裂孔充填型）である。神河町付近に

は、同様の成因による砒素鉱床や銅鉱床を採掘した鉱山が１０カ所も残存している。その中で今回は硫

砒鉄鉱(Arsenopyrite , FeAsS)を採掘した琢
たく

美
み

鉱山と銅を試掘した福畑（新田）鉱山での観察結果をここ

に報告する。 

 

２.琢美鉱山の概説 

 現地へはＪＲ播但線長谷駅西側から、秋のススキで有名な砥峰
とのみね

高原へ向かう県道をあがると約１３キロ

で高原に到着、ここから徒歩で高原を縦断して北西側の山道に入り約２キロの歩行で到達する。砥峰高

原(Ｆｉｇ.1)は現在、雪彦峰山自然公園の指定区域にある約９０ヘクタールの草原で、周
しゅう

氷河
ひょうが

地形という

地中の水分が凍結と融解を繰り返すことで形成される独特の地形をなす。 

この地形を構成しているのは白亜紀以降に形成されたマグマ起源の深成岩の一種である花崗閃緑

岩である。琢美鉱山の鉱床もデイサイト質の溶結凝灰石に起源を持つホルンフェルスの岩盤にこの花

崗閃緑岩が貫入した際に胚胎した鉱床であるとされる（橋元、松内 2011）。 

 

 鉱山は江戸時代の開削とされ、もともとは

銅鉱を主鉱としていたようであるが、大正か

ら昭和にかけて亜ヒ酸の原料とする砒鉱を

採掘し、休山を経た後に再稼働するも昭和

３８年に閉山した。亜ヒ酸の生産量は昭和１

１年度に１８６・７トンだった（橋元、松内

2011）。 

 現地は鉱害防止のための工事が施されて

いるが、これは近年の大雨によってズリや谷

筋が崩落したり削り取られたりしたためかな

り荒れた状況となっている。特に２００９年の

台風９号による出水での被害は大きかった

ようだ。筆者が訪れた際も降雨の後で、ズリ

の上部は不自然に深く抉られて比較的新し

い岩屑が堆積し、下方に位置する水路から

分岐する小さな谷には規模に見合わない

大量の水が流下していた。また現地へ向か

う林道も一部が出水で崩落していて、歩行

にはやや危険な状態にあった。 

 

 

Ｆｉｇ.1.遊歩道入り口付近から見た砥峰高原。 

右奥の向こう側に琢美鉱山がある。 
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３.琢美鉱山の観察結果 

 ズリ下部の岩石には、塊状の硫砒鉄鉱のほか鉱染状の黄銅鉱(Chalcopyrite,CuFeS2)が広く見られ、

また亜ヒ酸を回収するために焼いた硫砒鉄鉱や黄鉄鉱(Pyrite,FeS)などが混じった塊状の「団鉱」がたく

さん見られた。この団鉱の成分については京都大学理学研究科で分析がなされており、元素として含

有されているのは鉄、銅、亜鉛、硫黄、砒素、珪素、カリウムとされた。サンプルとして採取したものは直

径５センチどの紡錘

形で、表面は褐色を

呈しており、これは

採鉱後に焼かれた

ことによると思われる。

ズリをさかのぼり、水

路のある谷筋に達

すると向かって右側

の露頭に粘土脈が

見られた(Ｆｉｇ.2)。 

粘土は白～黄褐色

の絹雲母 (Sericite, 

KAl2AlSi3O10 (OH)2)

で、ホルンフェルス

中にレンズ状に発

達し、内部には銀灰色に光る硫砒鉄鉱の鉱脈が見て取れた。ホルンフェルスの裂孔に貫入した熱水と

その後の風化作用が観察でき、粘土脈とその周囲の岩石をえぐり取ると、母岩の粘土に面した部分に

は最大で径５ミリに達する菱形長柱状結晶が重っているのが観察された(Ｆｉｇ.3)。 

 この谷の上流にあがると大きな谷筋に比較的大

型のズリ石が積もっている状況が見られ、これらは

さらに上流から出水によって流下したものと、もとも

とあったものが混在していると推察された。こうした

ズリ石を破砕していたところ、桃色半透明の一見し

て針状結晶が放射状に集まった結晶鉱物が、塊

状になった硫砒鉄鉱の内部に多数見られた。共

生鉱物としては、黄銅鉱、黄鉄鉱、スコロド石

(Scorodite,Fe3+AsO42H2O)があり、当初は硫砒鉄

鉱に屡々含有されるコバルト起源の砒酸塩鉱物

であるコバルト華(Erythrite,Co3(AsO4)8H2O)と考

えたが、細い結晶は針状ではなくやや平板でルーズな葉片状であること、光沢も樹脂光沢であることや

 

 

Ｆｉｇ.2.ズリをさかのぼり、水路のある

谷筋に達すると向かって右側の露頭

に粘土脈が見られた。 

Ｆｉｇ.3.折り重なる硫砒鉄鉱の結晶。中央や

や右が５㍉。 

 

Ｆｉｇ.4.銀色の中に花開くピンクの鉱物。 
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当地での鉱物の産出状況などを鑑みて、特徴的なピンクの絹雲母（橋元、松内 2011）とも推定される(Ｆｉ

ｇ.4)。現在、本鉱物については公益財団法人・益富地学会館に同定を依頼しているところである。 

 

４.福畑鉱山の概況 

福畑鉱山は、砥峰高原とは市川が刻む巨大な谷筋を隔てた

反対側（東側）の山中に位置する神河町新田に、坑道と小規模

なズリが残されている。周辺は大規模なキャンプ場になっている。

オートキャンプ場の中を抜けて動物避け防護柵のドアを開けて

外へ出ると林道が続き、数百メートルで坑道に到達する (Ｆｉ

ｇ.5)。 

 坑道は金網製の柵で囲われているので外側から見ることし

かできない。坑道前には鉱山の由来を記した看板があり、それ

によるとこの鉱山は江戸時代に生野層群の鉱脈のひとつとして

試掘がなされたが、近辺の役人らが鉱害を恐れて開山に反対し

たため開発が中止された、とのことである。このためズリも規模が

小さいことが予想された。ちなみに郷土史探訪ツーリズム研究

所がネット上で公開している資料では、銅を産出した旨記載が

ある。また近傍の兵庫県朝来市白口にも大規模な銀鉱床があ

って、若林、蟹谷、樫
かた

木
ぎ

などの鉱脈が慶長８－９（１６０３－０４）

年ごろに見つかった（生野銀山史の概説 2001）ことから、福畑も銀が産出した可能性もあったと思料さ

れるところである。 

ズリは周辺の山中に点在していると見られ、坑道下の谷にもあるとの情報があったが当日は雨模様で

谷筋は極めて暗く、調査を断念した。坑道よりキャンプ場寄り、すなわちキャンプ場敷地を出てすぐの東

側斜面には、遠目にも青緑色に見える部分があり、これも金属の２次鉱物を含むズリであることが予想さ

れ、調査した。 

 

５.福畑鉱山の観察結果 

ズリは斜面に高さ４メートル、幅２０メートル程度の小規模なものが西面と北面の二手に分かれて残存

しており、北面のほうがやや規模が大きいものの鉱物はあまり見受けられず、鉱脈に達する前の岩石が

中心に遺棄されたものと思われる。西面は２次鉱物で緑色や青色に見え、実際にズリ表面から内部に

孔雀石(Malachite, Cu(CO3)(OH)2) (Ｆｉｇ.6)と青鉛鉱(Linarite, PbCu2+(SO4)(OH)2)が豊富に見られた。特

に孔雀石は大量で、鉱染状や腎臓状のほか塊状のものもあった。こうした２次鉱物の元となった初生鉱

物については、黄銅鉱が少量見られたが、通常に比べて極端に少なく、仮に採掘後の炭酸化作用が大

 

Ｆｉｇ.5. 福畑鉱山の坑道。内部には入

ることができない。 
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きかったとしても少ないのは今後の検討課題であろう。一方青鉛鉱の初生鉱物として一般的な方鉛鉱

(Galena, PbS)は今回、見いだすことができなかった。このことからこれらの２次鉱物は、地表で雨水など

によって生成したものだけでなく、地中に存在していた酸化帯を採掘した部分を精錬ができないことから

遺棄したズリ石もあるのではないか、と考えられる。 

 またズリの一部には、菱亜鉛鉱 (Smithsonite, 

ZnCO3)が皮膜状～腎臓状にて岩石の表面を覆って

いる部分があった。この強い偏在性は、亜鉛鉱を含

むズリ石がまとめて捨てられたことによる地表での酸

化作用をよく示すものと考えられる。いずれにしても、

本鉱山は江戸時代の試掘のみで終わっているため

か、鉱床や鉱脈、産出鉱物に関する研究などや報

告が著しく乏しく、鉱脈の性質を断定するにはさらに

広範囲な調査が必要ではないかと考えられる。 

 

５.おわりに 

 生野層群という、金銀を含む多金属鉱脈を無数に胚胎する流紋岩―デイサイト質の火山岩地帯に特

徴的な今回の２つの鉱山跡は、規模も中小規模でまだあまり調査研究が進んでおらず、見いだされる

鉱物種の同定もすぐには困難なものもあった。鉱山調査は、われわれ日本人が歩んできた歴史を産業

面から振り返ると同時に、自然科学的な国土探求に欠かせないものと考えている。今後もこれらの鉱山

跡を探訪してわずかながらでも調査を進め、こうした利に多少とも資することができれば本望である。 
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Ｆｉｇ.6.福畑鉱山のズリで見つかる塊状孔雀石 


