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筏津鉱床 

別子鉱山概要 

○元禄4年（1691）～昭和48年（1973） 
  ；283年間 
 
○本山は新居浜市中心から15ｋｍ 
  海抜約1,300～-1000ｍ 
 
○三波川変性帯における 
  層状含銅硫化鉄鉱床（キースラガー） 
 
○鉱床規模 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○主要鉱石鉱物 
  黄鉄鉱、黄銅鉱、斑銅鉱、閃亜鉛鉱、 
   磁鉄鉱、赤鉄鉱 

 
  Ｐｂ、Ａｓ、Ｃｄをほとんど含有してしない 
 
 

可採部短径 可採部長径 平均脈幅
ｍ ｍ ｍ

本山 1100 3,000+ 2.5（0.5～8）

余慶 70 1,300+ 0.8

筏津 250 4,000+ 1.2

鉱量 Ｃｕ品位
千ｔ ％

本山 29,940 2.36

余慶 266 1.62

筏津 3,149 1.49

本山鉱床 

余慶鉱床 

第４通洞 
全長4,600ｍ 

探鉱通洞 
全長5,050ｍ 

大斜坑 
全長4,455ｍ 
海面下920ｍ 

筏津鉱床 



別子鉱山の採掘 

鉱量 Ｃｕ品位 銅量 鉱量 Ｃｕ品位 銅量

千ｔ ％ ｔ 千ｔ ％ ｔ

明治25年以前 ― ― ― 1,208 10.63 128,500

明治26～45年 ― ― ― 1,591 5.28 84,000

大正年間 109 2.72 2,970 5,298 3.08 163,000

昭和 2～20年 651 2.00 13,000 9,445 2.01 190,000

昭和21～38年 896 1.33 11,900 6,932 1.17 81,100

昭和39～48年 993 1.57 15,600 2,591 1.06 27,500

合計 2,649 1.64 43,470 27,065 2.49 674,100

採掘年度
筏津鉱床 本山鉱床

第１通洞 明治19年 

第３通洞 明治35年 

日浦通洞 
 明治44年 

第４通洞 大正4年 

探鉱通洞 
昭和18年 

大斜坑貫通 
昭和44年 



別子鉱山における鉱害/「煙害（主にＳＯｘ）」の歴史 

①別子山中 ：“遠町深鋪” 
②高橋洋式製錬所（1879～1899、m12-m32） 

 
③山根製錬所（1888～1895、m21-m28）；局地的な煙害の発生 
④惣開製錬所（1888～1905、m21-m38）；局地的な煙害の発生 
 

⑤四阪島製錬所（1905～1976、m38-s51） 

  ・煙害の拡大、“煙害日和” 
  ・1929、s4：ペテルゼン式硫酸工場 
  ・1939、s14：アンモニア中和工場→“煙害問題の解決” 
 
⑥東予工場（1971、s46～現在）：“世界一クリーンな銅スメルター” 
                      産銅量45万ｔ/年 ｖｓ 64万ｔ/283年 

②① 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

③ 

① 
② 

④ 
⑤ 

⑥ 

   明治期の別子山中        山根製錬所               惣開製錬所                      四阪島製錬所 



別子鉱山における鉱害/江戸期「鉱毒水」の歴史 

別子鉱山は、吉野川水系と国領川水系の分水嶺 
坑内湧水 → 鉱脈から溶出 
鉱石のカットオフは、7～8％Ｃｕ → 坑道埋戻しや渓谷放棄 → 溶出 
 
鉱毒水、銅毒水、銅汁、赤銅水、・・・； ｐＨ2～3の硫酸酸性水。 
                     Ｐｂ、Ａｓ、Ｃｄはほとんど含有されない 
 
①1787（天明7）； 農民による「口上之覚」（抗議文書） 
②1790年代（寛政年間）； 「有方録」“角の川（国領川）は何時も、赤褐色 
        に濁っていて、下流では魚や虫は水中で棲むことが出来な 
        い。渡ろうと思っても、濁っているので、何処を渡ってよいか 
        見当が、・・・“ 
③1804（文化元）； 阿波藩から幕府へ被害の訴え 
 
  稲の根腐れ病や秋落ちの被害は数千ヘクタールの規模と推定 
 

①②③ 

徳
島 銅山川 



別子銅山における鉱害/明治期以降の「鉱毒水対策」 

 
①1884（m17)； 小足谷収銅所（吉野川水系） 
             鉄スクラップによる置換反応 
②1898（m31)； 同上にて石灰中和実施 
 
③1905（m38）； 第３通洞～瀬戸内海 16ｋｍの木製/煉瓦製坑水路、 
          途中３箇所（東平、黒石、山根）に収銅所 
④1923（t12）； 全坑水を第４通洞から排水 
            第４通洞～山根収銅所～瀬戸内海（10ｋｍ） 
 
⑤1957～1690、1964～1971； 新居浜土地改良事業 
                    “天地返し”により、収穫量回復 
           

① ③ 

   小足谷収銅所                   煉瓦製坑水路と会所           高架坑水路（木製樋）        山根収銅所（現山根処理場） 

② ④ ⑤ 



別子鉱山の坑（鉱）廃水処理 



坑内集水ルート 

北 南 

第３通洞 

第１通洞 

第４通洞 

大斜坑 

第４通洞入口 

坑水出口 

1905（m38）以降； 第３通洞～瀬戸内海 16ｋｍの木製/煉瓦製坑水路 
1923（t12）以降；  全坑水を第４通洞へ集水 
1973（s48)；      閉山、大斜坑水没開始 

1977（s52）            大斜坑から溢流が開始するとともに、坑水ｐＨが上昇（3→7） 



現行の坑廃水処理施設配置 

第４通洞 



坑廃水処理施設 

坑水路 

第四通洞 

坑水路 

放流瀬戸内海 

坑水路 澱物搬出 ( 自社埋立場 ) 

澱物系内繰返し 

澱物搬出(自社埋立) 

緊急処理設備 

水路切替え 

国領川 

凝集剤 

第四通洞 

瀬戸内海 

星越処理場  
上澄水 

緊急処理設備 

沈降槽 
2,100㎥  

緊急時水路切替え 

3.5km

6.5km

坑水路

山根処理場  

沈降槽 

中和・凝集剤添加槽          シックナー φ 20ｍ×3 

澱物搬出(自社埋立) 



坑水処理施設の日常管理とリスク対策 



坑水路の日常管理  

管 理 項 目 管 理 内 容 

坑水路巡回 全長に亘る目視点検（１回/週） 

坑水路整備 坑水路沿いの水路整備及び目地補修 

坑水路垢（スケール）掃除 坑水路の垢掃除(約100～約800m) 

坑水路補修 煉瓦坑水路を鉄筋コンクリ－トに更新(約100m/年） 

坑水路周辺草刈り 坑水路周辺の除草(4月から10月) 

緊急設備点検及び試運転 緊急設備の点検(配管の点検) 

緊急設備の試運転(１回／２カ月) 



坑水路破損による住宅地・農地への 
溢流リスク低減対策 

※異物・スケール・煉瓦倒壊等によるプラギング 
※豪雨、地震等による落石遮断、土砂崩れ決壊 
※一般道横断部（地下33、高架6箇所）での車輛による事故 

Ⅰ．坑水流量異常監視システムの開発・導入 

Ⅱ．地震感知による坑水流路自動切換設備の設置 



Ⅰ．坑水流量異常監視システム 

Ⅱ．地震感知による坑水流路自動切換設備 

地震センサ 切換設備 

第四通洞内 
坑水路へ 

緊急処理設備へ 

設定以上の地震動検知で切替弁が作
動。緊急処理設備へ流路変更 

複数地点で、坑水水位を測定。Ｗｅｂサーバ上で流量換算後、流量比較（流下時間考慮）し、
流量差が検出されると、担当者携帯電話に警報通知メール発信 

レーザー水位計 Ｗｅｂサーバー伝達器 偏差報告画面 



｢未来に残そう良い環境、 

模範を示そう我が別子｣ 

まとめ 
 元禄４年に開坑、昭和４８年に閉山した別子鉱山は、その２８３年の
間に、６４万トン余の銅を産出し、次々に住友の諸事業を生みながら、
社会に大きく貢献した。一方で、煙害や鉱毒水による鉱害は、地域社
会に多大な迷惑を及ぼした。しかし、先人たちの弛まぬ努力でこれら
鉱害問題は大きく改善され、一時裸山となった別子山中もその後の植
林事業で、今は元の深山幽谷に回帰している。 

 現在の別子坑廃水は、神の手によるものか、坑内で自然中和されて
いるが、微少とは言え有害な元素を含有する別子坑水で地域、地球
を再び汚染しては絶対にならない。 

 これからも確実な運転管理、設備の保全と改善、リスクの低減化に
努めていきたい。 


