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1．はじめに

　西南北海道の積
しゃこたん

丹半島から洞
と う や こ

爺湖にいたる地域には，黒
鉱，層状マンガン，銅鉛亜鉛鉱脈，マンガン鉱脈，金銀鉱
脈，硫化鉄鉱脈，重晶石鉱脈，塊状重晶石など，多種多様
な熱水鉱床が数多く分布している．従来，これらの熱水鉱
床はすべて中新世に形成され，酸性貫入岩を中心に外側へ
マンガン鉱脈→銅鉛亜鉛鉱脈→金銀鉱脈→黒鉱という鉱床
の累帯分布が考えられていた（成田ほか，1965；Yajima，
1979）．しかし，積丹−洞爺地域のいくつかの鉱床の年代
学的研究がなされると，鉱脈鉱床の形成時期は黒鉱鉱床よ
りも新しいことが指摘された（丸茂・沢井，1986 など）．そ
れ以後，多くの鉱床について年代学的研究が進むにつれ，
積丹−洞爺地域の熱水鉱床は中期中新世，後期中新世，鮮
新世以降の 3 回の鉱化作用により形成されたことが明らか
になってきた（沢井・板谷，1993）．
　これまでに，筆者らは豊

と よ は

羽鉱床の K-Ar 年代測定（Sawai 
et al.，1989）を手始めに，積丹−洞爺地域に分布する 45
の鉱床，計 78 試料について K-Ar 年代測定を行った．沢
井ほか（1992）と沢井・板谷（1993，1996a，1996b）で主
要な測定結果については報告しているが，洞爺湖周辺地域
の鉱床やその他いくつかの鉱床の年代値については未報告
である．未報告の鉱床について記述した後に，すべての年

代測定結果を合わせて，積丹−洞爺地域の熱水鉱床の形成
時期についてまとめる．

2．各鉱床の概要と測定試料

　本研究で新たに報告される K-Ar 年代について，測定が
行われた熱水鉱床の位置を図１に示す．これらの鉱床は規
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図１　洞爺湖周辺地域の熱水鉱床と光竜，南白老鉱床の位置．
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模が小さく，現在ではすべて閉山になっている．以下に，
これらの鉱床の概要と測定試料について，洞爺湖周辺地域
とその他の地域の鉱床に分けて簡単に説明する．鉱床名は
長谷川ほか（1983）にしたがった．各試料の採取位置を図
2 に，鉱物組合せなどを表 1 に示す．

2. 1．洞爺湖周辺地域
　洞爺湖周辺には，金銀，銅鉛亜鉛などの熱水鉱床が分布

している（図 1）．

2. 1. 1．金銀鉱床
　洞爺湖西方に静

しずかり

狩，小
お ふ け し

鉾岸，礼
れ ぶ ん

文鉱床が，洞爺湖東方に
ホロト東，白

はくりゅう

竜，北
き た ゆ ざ わ

湯沢鉱床が，洞爺湖北東方に貫
ぬ っ き べ つ や ま

気別山
東方鉱床が分布している（図 1）．
　（1） 静狩：鉱床は中新世静狩火山岩類中の安山岩および
デイサイトを母岩とする浅熱水性の含金石英脈である（久

図２　洞爺湖周辺地域の K-Ar 年代測定試料の採取位置．国土地理院の 1：50,000 地形図の“豊浦
（A）”，“長万部（B）”，“洞爺湖温泉（C,F,H）”，“徳舜瞥山（D）”，“留寿都（E）”，“双葉（G）”の
一部を使用している．
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保ほか，1983）．主要鉱脈は 20 前後であり，７地区に分か
れて分布するが，大規模に開発されたものは本山地区であ
る．本山地区の鉱脈は東西系で，走向延長 1,000m 以上，
脈幅 3 〜 1.2m，傾斜延長 200m 以上にも及ぶ（久保ほか，
1983）．Watanabe（1991）は，本山地区の金

きんさく

作脈に接した
熱水変質岩から分離したセリサイトにより 2.44±0.12Ma
の K-Ar 年代を報告した．
580206：本山地区の金作脈のずり堆積場（図 2B）から採取
した安山岩である．金作脈は走向延長が 1,200m と静狩鉱
床でも最大規模の鉱脈であるが，金品位は1〜3g/tと低い

（久保ほか，1983）．試料中に石英細脈が幾つか認められ，
最大脈幅は約 2cm である．緑色を呈する熱水変質岩であ
り，変質鉱物は石英，カリ長石，緑泥石である．
　（2） 小鉾岸：鉱床は鮮新統豊

とようら

浦層（八幡・西戸，1989）の
安山岩および火山砕屑岩中に胚胎する含金銀石英脈で，主
脈 2 条（本脈と新脈）がある（斉藤ほか，1967）．脈の走向
は東西系で，60〜85°Sの傾斜を示し，脈幅最大6mに達す
る（斉藤ほか，1967）．Watanabe（1991）は，石英氷長石
脈から分離した氷長石により 2.53±0.13Ma の K-Ar 年代を
報告した．
581504：ずり堆積場（図 2A）から採取した石英カリ長石
脈である．石英脈中に，幅約 2cm のカリ長石に富む脈が
見られる． 
580214：走向ほぼ東西，脈幅約 2m の鉱脈露頭（図 2A）か
ら採取した石英カリ長石脈である．石英脈中にカリ長石が
散点しており，581504 とはカリ長石の産状が異なる．
　（3） 礼文：小鉾岸鉱床の西方約 2km に位置しており（図

2A），鉱床の産状も類似している（斉藤ほか，1967）．
580207：ずり堆積場（図 2A）から採取した石英カリ長石
脈である．石英脈中に，石英と平行に幅数mmのカリ長石
細脈が何本か見られる．石英，カリ長石のほか，少量の方
解石が認められる．
　（4） 白竜：鉱床は中新統長

お さ る が わ

流川層のデイサイト質火山礫
凝灰岩中に胚胎する幅 20 〜 150cm の含金銀銅鉛亜鉛石英
脈からなる．長流川支流のケナノシオマナイ川流域に露出
する長流川層下部層には，含モリブデン石英脈を伴った石
英斑岩が貫入しており，脈周辺のセリサイトの K-Ar 年代
は 6.5±0.3Ma である（丸茂，1985）．
581708：ケナノシオマナイ川の西側の沢（図 2C）で採取した
デイサイト質火山礫凝灰岩である．白色を呈する熱水変質
岩であり，石英，セリサイトと微量の黄鉄鉱が認められる．
581713：581708 の北方約 700m で採取した（図 2C）．肉眼
での特徴は 581708 に類似するが，石英，セリサイト，黄
鉄鉱以外にパイロフィライトが認められる．
　（5） ホロト東：白竜鉱床の西方約 1km に位置している

（図 2C）．中新統長流川層の安山岩中に胚胎する含金銀石
英脈であるが，その詳細は不明である（丸茂，1985）．
572908：白竜鉱床の 581708 の北西方約 1.2km（図 2C）で
採取したデイサイト質凝灰岩である．灰白色を呈する熱水
変質岩であり，石英，セリサイトと微量の黄鉄鉱が認めら
れる．
　（6） 北湯沢：北湯沢温泉が湧出する長流川層の流紋岩溶
岩付近は中性熱水変質帯からなる．その外側にはカオリン
鉱物を含む珪化岩が分布し，このカオリン鉱物を含む珪化

表１　洞爺湖周辺地域の熱水鉱床と光竜，南白老鉱床の K-Ar 年代．
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岩は Au を 115 〜 786ppb，Ag を 1.1 〜 2.7ppm 含む（八
幡，1992）．
581904：長流川左岸（図 2D）で採取した流紋岩質凝灰角礫
岩である．灰白色を呈する熱水変質岩であり，石英，セリ
サイト，黄鉄鉱が認められる．八幡（1992）の珪化帯と接
するが，カオリン鉱物を含む珪化岩ではない．八幡（1992）
の変質分帯図では，石英＋緑泥石帯の位置に相当するが，
緑泥石は含まれず，セリサイトと黄鉄鉱が認められること
から，珪化岩を形成した熱水変質の影響を受けていると考
えられる．
581902：長流川の川底（図 2D）で採取した流紋岩である．
淡緑色を呈する熱水変質岩であり，石英，緑泥石，セリサ
イト，黄鉄鉱が認められ，八幡（1992）の石英＋絹雲母±
緑泥石帯に相当する．
　（7） 貫気別山東方：鉱床は，中新世の安山岩や同質火山
砕屑岩中に胚胎する含金銀石英脈である．鉱徴が数カ所に
認められ，一部では探鉱もされているが，探査開発の価値
はないと判断されている（酒匂，1965）．
581202：登

のぼりえんころ

延頃川上流の支流にあるずり堆積場（図 2E）で
採取した安山岩質凝灰角礫岩である．灰白色を呈する熱水
変質岩であり，石英，カリ長石，曹長石，セリサイト，黄
鉄鉱が認められる．

2. 1. 2．銅鉛亜鉛鉱床
　洞爺湖西方に大

おおきし

岸鉱床，洞爺湖南東方に伊
だ て

達鉱床，洞爺
湖北東方に御

み そ の

園，洞
と う や た か ら だ

爺財田鉱床が分布している（図 1）．
　（1） 大岸：鉱床は，小鉾岸鉱床と同じく鮮新統豊浦層

（八幡・西戸，1989）の安山岩および火山砕屑岩中に胚胎す
る熱水性銅鉛亜鉛鉱脈鉱床である（金山・早川，1962）．
581604：小鉾岸川上流（図 2A）にある大岸坑前のずり堆
積場で採取した安山岩である．茶褐色を呈する熱水変質岩
であり，石英，セリサイトと微量の黄鉄鉱が認められる．
581610：小鉾岸川上流の南に流れる支流（図 2A）にある
大
だいこく

黒坑前のずり堆積場で採取した安山岩質凝灰角礫岩であ
る．灰色を呈する熱水変質岩であり，石英，セリサイトの
ほか，多量の黄鉄鉱が認められる．
　（2） 伊達：鉱床は中新統長流川層下部層の安山岩・同質
火山砕屑岩，中部層のデイサイト質火山砕屑岩およびそれ
に貫入した石英斑岩中に胚胎する塊状・鉱脈型鉱床である．
鉱床は東西に帯状に点在する多数の鉱体から構成される．
黄銅鉱鉱染を伴う石英斑岩中のセリサイトから 5.2±0.4Ma
の K-Ar 年代が報告されている（丸茂，1985）．
582305：気

き も ん べ つ

門別川上流の黄金沢（図 2F）で採取したデイ
サイト質凝灰角礫岩である．白色を呈する熱水変質岩であ
り，変質鉱物は石英，セリサイトと微量の黄鉄鉱である．
　（3） 御園：中新世の安山岩やデイサイト類中に胚胎する
含金銀・黄銅鉱・方鉛鉱・閃亜鉛鉱・石英脈である．発見
されている露頭は 30 以上にもなるが，採掘実績をもつも
のは八

や そ は ち

十八坑と大
おおぎり

切坑のみである（酒匂ほか，1959）．
292811：オロウェンシリベツ川上流の支流（図 2G）にある
八十八坑前のずり堆積場で採取した安山岩質凝灰角礫岩で
ある．灰色を呈する熱水変質岩であり，石英，緑泥石，セ
リサイトのほか，少量のスメクタイトと黄鉄鉱も認められ

る．
　（4） 洞爺財田：鉱床は中新統長流川層の流紋岩質凝灰岩
と泥岩との層面に沿って発達する直径数 10m の石膏鉱体
と，その上部および周囲に分布する黒鉱鉱体よりなる（斉
藤ほか，1967）．鉱床採掘跡の北東 500m に位置する鉱化
変質帯から得た粘土から 14.0±0.7Ma の K-Ar 年代が報告
されている（丸茂・沢井，1986）．
582208：ずり堆積場（図 2H）から採取した石膏を伴う粘土
である．セリサイトと石膏が認められる．

2. 2．その他の地域
　金銀鉱床の光

こうりゅう

竜と重晶石鉱床の南
みなみしらおい

白老の 2 鉱床の K-Ar
年代測定を実施した．光竜と南白老鉱床は，それぞれ
支
し こ つ こ

笏湖の北方と南方に位置している（図 1）．
　（1） 光竜：鉱床は中新統漁

いざりがわ

川層の泥岩中に胚胎する金
銀石英脈からなる．8 条以上の鉱脈よりなるが，1 から 3
号脈で採掘が行われた．ほぼ東西から東北東−西南西の
走向を示し，脈幅は一般に 2m 以下である（Shimizu and 
Matsueda，1993）．1.2Ma 〜 0.8Ma の K-Ar 年 代 が 報 告
されている（苣木・磯辺，1985；Shimizu and Matsueda，
1993；藤川ほか，1995）．
873003：操業中であった光竜鉱山の坑内から採取した．
0mL（海抜 450m）の 1 号脈の石英カリ長石脈を採取した．
粗粒な犬歯状の石英中に細粒のカリ長石が散点状に認めら
れる．
　（2） 南白老：鉱床は中新統美

び ふ え が わ

笛川層の安山岩質火山砕屑
岩および安山岩中に発達する重晶石鉱床で，上位より砂
状重晶石鉱床，含重晶石珪化岩および下盤粘土化帯より
なる．56-2 号試錐の深度 66m および 57-6 号試錐の深度
54.5m の岩芯から採取した鉱床下盤粘土（丸茂ほか，1985）
の K-Ar 年代はそれぞれ 12.5±0.6Ma，11.6±0.6Ma であっ
た（丸茂・沢井，1986）．
55-1-96：近藤鉱業㈱が実施した55-1号試錐の深度96mの
岩芯から採取した弱粘土化珪化熱水変質岩である．石英，
セリサイト，黄鉄鉱が認められる．

3．測定方法

3. 1．鉱物の分離
　年代測定は含金石英カリ長石脈から分離したカリ長石，
熱水変質岩から分離したカリ長石とセリサイト，あるいは
粘土から分離したセリサイトを用いて実施した．
　セリサイトは粉砕した試料を純水中にて撹拌した後，水
簸により 2μm 以下の粒径の粘土鉱物を分離した．緑泥石
が存在した御園鉱床の 292811 と北湯沢鉱床の 581902 は，
塩酸処理で緑泥石を分解した．
　セリサイトの性質を知る目的で，理学電機製 MiniFlex 
600 を用いて粉末 X 線回折を行った．X 線回折はスライド
グラスに塗り付けた半定方位試料を用いて実施した．セリ
サイトの d（001）は，大部分は 10.0 〜 10.4Åの範囲であり（図
3），エチレングリコール処理でも膨潤しない．しかし，
582208（洞爺財田）と 55-1-96（南白老）の d（001）はそれぞ
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れ 10.9Åと 10.7Åであり，さらにこれらのピークはエチレ
ングリコール処理により二つに分離することから，膨潤層
をわずかに含んでいると判断される．両鉱床のセリサイト
に膨潤層が含まれていることは，丸茂・沢井（1986）でも
指摘されている．また，55-1-96 は石英が多く混在してい
る（図 3）ため，他の試料よりもカリウム含有量が 4.42wt.%
と低い（表 1）．石英が明らかに混在している 581610（大
岸）や 581904（北湯沢）はカリウム含有量が低く，石英が
混在していない 582908（ホロト東）や 582305（伊達）は高
い（図 3，表 1）．
　カリ長石は沢井ほか（1992）と同じ手法で，重液を用い
て分離した．分離したカリ長石の X 線回折結果は，正長
石であることを示している（図 4）．200 メッシュ以下を利
用してカリ長石を分離しても，580214（小鉾岸）や 580207

（礼文）は明らかに石英が混在しており（図 4），他の試料
と比べるとカリウム含有量が低い（表１）．

3. 2．測定方法
　K-Ar 年代測定は，長尾ほか（1984），長尾・板谷（1988）
および板谷・長尾（1988）にしたがって実施した．

　カリウムの定量は炎光光度法で行われ，共存成分の抑制
剤として 2,000ppm の Cs 水溶液が使用された．約 50mg の
セリサイト，あるいはカリ長石を HF と HNO3 の混酸を用
いて分解した．各試料を 2 回以上分析し，その平均値を年
代計算に使用した．
　アルゴンは岡山理科大学自然科学研究所設置の Ar 専用
質量分析計を使用し，38Ar をスパイクに用いた同位体希
釈法で定量された．試料約 300 〜 600mg をアルミ箔に包
み，真空排気しながら 180 〜 200℃で 48 時間予備加熱し，
その後，1,500℃で試料ガスを抽出した．活性ガスは Ti-Zr
ゲッターを用いて除去した．
　年代計算に用いた壊変定数等は，40Kλβ=4.962×10-10/y，
40Kλe=0.581×10-10/y，40K/K=0.01167atm%である（Steiger 
and Jäger，1977）．

3. 3．測定結果
　K-Ar 年代測定結果は表１に示してある．洞爺湖周辺地
域の鉱床の年代は 12.6 〜 2.35Ma であり，中期中新世から
後期鮮新世までの広い幅を有するが，後期中新世以降の年
代値が多い．一方，光竜金銀鉱床は 1.26Ma であり，最も

図３　K-Ar 年代測定に用いたセリサイト試料の XRD パターン．Qz：石英．



6 沢井 長雄・板谷 徹丸／地質技術　第 5 号（2015）1-10

若い年代値を示した．また，南白老重晶石鉱床は 11.9Ma
であった．
　洞爺湖西方に分布する金銀鉱脈鉱床である静狩鉱床の熱
水変質岩のカリ長石から 2.80±0.07Ma，小鉾岸鉱床の石英
カリ長石脈のカリ長石から 2.35±0.06Ma と 2.41±0.06Ma，
礼文鉱床の石英カリ長石脈のカリ長石から 2.41±0.08Ma
の年代値が得られた．また，銅鉛亜鉛鉱脈鉱床の大岸鉱床
大黒坑の熱水変質岩（581610）のセリサイトの K-Ar 年代
は，金銀鉱脈鉱床と近似する 2.55±0.14Ma であった．一
方，大岸鉱床大岸坑の熱水変質岩（581604）の K-Ar 年代
は 6.49±0.21Ma であり，他の鉱床の年代値よりも古い．
　洞爺湖東方に分布する金銀鉱脈鉱床である白竜鉱床とホ
ロト東鉱床の熱水変質岩のセリサイトの K-Ar 年代は，そ
れぞれ 6.58±0.20，6.30±0.23Ma と 6.39±0.15Ma であっ
た．北湯沢鉱床の熱水変質岩（581904）は，八幡（1992）
の珪化帯と接するが，カオリン鉱物を含む珪化岩ではない
石英セリサイト変質岩であるものの，珪化岩を形成した熱
水変質の影響を受けていると考えられる．しかし，581904
のセリサイトから得られた 3.87±0.18Ma の年代値が鉱床
形成時期を示しているかどうかは明確ではない．また，北
湯沢温泉湧出地点近傍の石英−セリサイト−緑泥石変質岩

（581902）のセリサイトの K-Ar 年代は 10.97±0.31Ma で
あり，鉱床形成に関係したものかは不明であるものの，中
新世中期にも熱水活動が存在したことも示された．一方，
銅鉛亜鉛鉱脈鉱床の伊達鉱床の熱水変質岩のセリサイトの
K-Ar 年代は，4.63±0.12Ma であった．
　洞爺湖の北東方に位置する黒鉱型鉱床である洞爺財田鉱
床の石膏鉱石に伴う粘土中のセリサイトの K-Ar 年代は
11.08±0.26Ma であった．また，銅鉛亜鉛鉱脈鉱床の御園
鉱床八十八坑の熱水変質岩のセリサイトは 12.58±0.37Ma，
金銀鉱脈鉱床の貫気別山東方鉱床の熱水変質岩のカリ長
石は 11.14±0.25Ma であった．したがって，洞爺湖北東方
の熱水鉱床の形成時期は，他地域の鉱床よりも明らかに古
い．

　洞爺湖周辺に分布する熱水鉱床の形成時期は，地域によ
り異なることが明らかになった．西方地域の鉱床は，大岸
鉱床大岸坑以外はすべて鮮新世に形成され，豊浦層の安山
岩の活動時期（3.4 〜 2.6Ma；八幡・西戸，1989）と近似し
ている．東方地域の鉱床は，鮮新世と後期中新世の 2 時期
に形成されている．鮮新世の鉱床形成時期は，荘

そうしゅないがわ

珠内川層
の安山岩（3.7Ma；八幡・西戸，1989）や倶

く っ ち ゃ ん べ つ

知安別安山岩
（4.0 〜 3.1Ma；一井ほか，1995）の活動時期と近い．後期
中新世の鉱床の形成は，荘珠内川層に貫入した花崗閃緑岩

（7.3，7.2Ma；八幡ほか，2014）や荘珠内川層のデイサイト
（6.2Ma；一井ほか，1995）と年代値が近い．これは安山岩
やデイサイトを形成した火成活動が鉱床形成に関係してい
ることを示唆している．また，洞爺湖北東方地域に分布す
る洞爺財田，御園，貫気別山東方鉱床は，洞爺湖南東方地
域に分布する幌

ほろべつ

別，陰
か げ の さ わ

ノ沢鉱床とともに，いわゆる“黒鉱
ベルト（井上，1969）”に位置しており，形成時期も他地域
の黒鉱鉱床と同じであり，これらの鉱床は黒鉱鉱床形成に
関係して形成されたと考えられる．

4．西南北海道積丹−洞爺地域の熱水鉱床の形成時期

　これまでに，積丹−洞爺地域に分布する熱水鉱床のう
ち，黒鉱鉱床を含む銅鉛亜鉛鉱床が 22 鉱床，44 試料，マ
ンガン鉱床が 5 鉱床，5 試料，金銀鉱床が 14 鉱床，25 試
料，硫化鉄鉱床が 1 鉱床，1 試料，重晶石鉱床が 3 鉱床，3
試料，計 45 鉱床，78 試料の K-Ar 年代を測定した（表 2）．
図 5 に測定結果をヒストグラムにして示した．複数の年代
値がある鉱床については，それらの平均値を使用している
が，大岸鉱床は 6.49Ma と 2.55Ma と大きく異なるので，両
方の年代値を使用して図 5 を作成した．
　銅鉛亜鉛鉱床は，幌別鉱床の 15.4Ma から豊羽鉱床の
0.5Ma までの幅広い年代値を有するとともに，値がばらつ
いている．しかし，大局的に見ると，中期中新世，後期中

図４　K-Ar 年代測定に用いたカリ長石試料の XRD パターン．Qz：石英．
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新世，鮮新世以降に弱いながらも集中が認められる（表 2，
図 5）．中期中新世に形成された幌別，国

くにとみ

富，御園，明治，
余
よ い ち ゆ な い

市湯内，余
よ い ち も と や ま

市元山，洞爺財田鉱床は，その形態は層状，
塊状，脈状など様々であるが，いわゆる黒鉱ベルト（井
上，1969）に位置しており，黒鉱鉱床に相当すると考えら
れる．後期中新世に形成されたものはすべて鉱脈鉱床であ
り，積丹半島から定山渓にいたる地域に非常に多くの鉱床
が分布している．鮮新世以降の鉱床は豊羽，重田美

び く に

国，土
谷美国，大岸，伊達の 5 鉱床のみであり，年代値もそれぞ
れ異なる．
　マンガン鉱床は，同じ鉱脈鉱床でありながら，古

ふるびら

平・
大
たいしゅう

周は後期中新世，稲
いなくらいし

倉石・大江は鮮新世と形成時期が異 図５　積丹−洞爺地域における熱水鉱床のK-Ar年代のヒストグラム．

表２　積丹−洞爺地域の熱水鉱床の K-Ar 年代．
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なる（表 2，図 5）．層状マンガン鉱床である国
こっこう

興の 6.5Ma
は，古平・大周と近似している．
　金銀鉱床は，千歳，手

て い ね

稲，轟，静狩をはじめ，大部分は
鮮新世以降に形成されている（表 2，図 5）．例外は貫気別
山東方，白竜，ホロト東である．貫気別山東方の 11.1Ma
は近接する洞爺財田鉱床と一致しており，黒鉱鉱床と関係
して形成されたと考えられる．
　硫化鉄鉱床の珊

さんない

内は，隣接する銅鉛亜鉛鉱床の重田美国
の年代値と近い（表 2）．
　重晶石鉱床の南白老，小樽松倉，西

さ い の か わ ら

ノ河原鉱床の形成時
期は異なる．南白老は黒鉱鉱床とほぼ同時期である．小樽
松倉は赤岩や東倶知安と，西ノ河原は土谷美国と，それぞ
れの鉱床に近接する銅鉛亜鉛鉱床の年代値と近い（表 2）．

5．熱水鉱床のステージ区分と形成環境

　八幡（2002）は，北海道全域における鉱化作用・熱水活
動を M-Ⅰ（19-15.5Ma），M-Ⅱ（15.5-10Ma），M-Ⅲ（10-
5Ma），M- Ⅳ（5-0Ma）の 4 ステージに区分している．積
丹−洞爺地域には，M-Ⅱステージから M-Ⅳステージの
熱水鉱床が分布している（図 6）．それぞれのステージにお
ける熱水鉱床の形成環境や成因などについて以下に記す．
　M-Ⅱステージでは，銅鉛亜鉛鉱床（余市，国富，明治，
幌別，洞爺財田，御園），金銀鉱床（貫気別山東方），重晶
石鉱床（南白老）が形成されている（図 6，表 3）．余市，
国富，明治，洞爺財田鉱床は，その形態が層状である典型
的な黒鉱鉱床，幌別鉱床は黒鉱型の鉱染状鉱床，南白老鉱
床は海底に堆積した黒鉱型重晶石鉱床として取り扱われて

図６　積丹−洞爺地域における M-Ⅱ，M-Ⅲ，M-Ⅳステージの熱水鉱床の分布．酸性貫入岩類と安山
岩溶岩の分布は，渡辺（1989），通商産業省（1985），Yajima（1979），Watanabe（1990），長谷川
ほか（1983），八幡・西戸（1989）による．
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いる（八幡，2002）．また，御園鉱床は銅鉛亜鉛鉱脈鉱床，
貫気別山東方鉱床は金銀鉱脈鉱床である．M-Ⅱステージ
の鉱床は，鉱床タイプや濃集元素などが異なるものの，い
わゆる黒鉱ベルト（井上，1969）に位置しており，すべて
黒鉱鉱床形成に関係して形成されたと考えられる．このス
テージは北海道の広い範囲で海域が拡がり，積丹−洞爺地
域では黒鉱鉱床や黒鉱型鉱床が海底で形成された（八幡，
2002）．
　M-Ⅲステージでは，主に銅鉛亜鉛鉱脈鉱床が形成され
たほか，金銀鉱脈鉱床（ホロト東，白竜），マンガン鉱脈鉱
床（古平，大周），層状マンガン鉱床（国興），重晶石鉱床

（小樽松倉）なども形成された（図 6，表 3）．このステージ
は広域的な沈降運動から隆起運動への変換が行われ，広域
的な隆起運動が継続した時期である（八幡，2002）．この
時期の鉱床の多くは，ほぼ同時期の酸性貫入岩類の分布域

（図 6，表 3）を取り囲んで分布していることから，酸性貫
入岩類の活動が鉱床形成と密接に関係していると推察され
ている（沢井・板谷，1996a）．
　M-Ⅳステージでは，広範囲に鉱脈鉱床（銅鉛亜鉛，金
銀，マンガン，硫化鉄，重晶石）が形成された（図 6）．M-
Ⅲステージに比して，銅鉛亜鉛鉱床が少なくなり，金銀鉱
床が多くなっているのが特徴である．このステージは北
海道全域で隆起運動が顕著になり，陸域が拡大し，鉱床の
形成も陸域での火山活動に伴うものが主体である（八幡，
2002）．鉱床の多くは，鮮新世以降の安山岩溶岩の近傍に
のみ分布している（図 6）．安山岩溶岩を噴出したマグマ
活動が鉱床形成に関係したと推察されている（Watanabe，
1990；沢井・板谷，1996a）．
　15.4Ma から 0.5Ma までの約 1,500 万年間にわたって，
様々な熱水鉱床が数多く形成されたが，それらの大部分は
産出量も少なく規模の小さいものである．矢島ほか（1991）
は，北海道の金属・非金属鉱山の 1906 年から 1986 年まで
の生産統計を基礎データとして，鉱床の規模区分を行って
いる．K-Ar 年代測定が行われた 45 鉱床のうち，31 鉱床
は矢島ほか（1991）の区分における「小規模」よりも生産
量が少ない「その他」に区分される（表 3）．とくに，M-
Ⅲステージの銅鉛亜鉛鉱脈鉱床は，数は多いものの，すべ
て「その他」に区分される．M-Ⅱステージの黒鉱鉱床は

「中，小規模」（表 3）に区分され，金属資源としては重要
な供給源になっていたと言える．一方，M-Ⅳステージの
鉱脈鉱床には，規模の大きいものがある．銅鉛亜鉛鉱脈鉱
床の豊羽とマンガン鉱脈鉱床の大江，稲倉石は「大規模」，
金銀鉱脈鉱床の千歳は「中規模」，手稲，轟，静狩は「小規
模」に区分される（表 3）．さらに，金銀鉱脈鉱床の大部分
は，M-Ⅳステージに形成されている．したがって，M-Ⅳ
ステージの鉱脈鉱床は，M-Ⅱステージの黒鉱鉱床以上に
重要な金属資源の供給源になっていたことが分かる．
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