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第４節　指定地周辺の環境

第１項　多田銀銅山の自然的環境
１．地質と鉱床

（１）西南日本の花崗岩の活動と鉱床の生成
　兵庫県は日本列島の西部で中央構造
線の北側にあって、地質構造区として
は西南日本内帯に属している。西南日
本内帯は、日本列島が生まれる前、ユー
ラシア大陸の東縁にあって、白亜紀か
ら古第三紀にかけて地殻深部で大量の
マグマが生成し、広域に激しい火山活
動がおこった地域である。兵庫県中央
部から南部にかけての地域では、大量
のマグマの噴出の結果、大規模な陥没

（カルデラの生成）が繰り返され、凹
地は後の火山岩で埋め尽くされてい
る。有馬層群、生野層群、相生層群は
この時期（およそ７千万年前）に噴出
した流紋岩質の火山岩で、白亜紀後期
火山岩類と呼ばれる。
　地上の火山の活動と並行して地下数
千メートルの位置に大きなマグマ溜りが形成された。マグマ溜りから割れ目を通って上昇するマグマ
が冷え固まって岩脈となり、マグマ溜りは冷却して花崗岩となった。その後の地殻変動により花崗岩
の一部は隆起して地表に現れている。兵庫県と京阪地域には、比叡山花崗岩、茨木花崗岩体（能勢岩
と妙見山岩体）、高代寺石英閃緑岩、六甲花崗岩などがある。これらの花崗岩類が固結した年代として、
白亜紀後期（7 千万年～ 8 千万年前）の値が得られている。
　地下深部でマグマが固結する過程で、マグマに含まれていた水は上方に発散される。また、岩盤中
の地下水はマグマの熱で温められ、マグマからの水と混ざって高温の水（熱水）となる。熱水は岩盤
の割れ目や断層を通路として、地表へ向かって移動する。この熱水には銅、スズ、銀、鉛などの金属
が溶け込んでいて、上昇する途中の温度や圧力の低下などで、割れ目の壁にタングステン鉱物→錫鉱
物・斑銅鉱・銀鉱物→黄銅鉱・閃亜鉛・方鉛鉱などの沈殿がおこり熱水鉱脈鉱床が生成する。
　兵庫県とその周辺には多田、生野、明延などの銀銅錫鉱床と大谷（京都府亀岡市）、鐘打（京都府
船井郡）などタングステン錫鉱床がある。多田鉱床の北東 20 km にある大谷鉱床は、花崗閃緑岩中
のタングステン・錫と銅の鉱脈である。古期の砂岩・頁岩層に花崗閃緑岩が貫入して、周囲の堆積岩
はホルンフェルス化している。多田、生野、明延の鉱床は火山岩類（有馬層群、生野層群）と古期の
堆積岩を母岩とする銀・銅・鉛・亜鉛・錫など多金属の鉱脈である。
　これらの鉱床に含まれる金属元素の違いは、花崗岩との位置関係にあると考えられる。花崗岩マグ
マは今から７千万～９千万年前に、当時の地表から数千メートルの深所に貫入した。上部の岩石は、
その後の隆起（上昇）と浸食作用によって失われるが、上昇の早さは地区毎に異なる。図 61 に描か
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図 61　近畿地方西部の銀銅錫鉱床（多田、生野、明延）
　　　  とタングステン錫鉱床（大谷）の相互の関係　
　　　  今井（1970）の図を元に構成し、地層の説明を一部
               改変。
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れている鉱脈の上限が、現在の地表に相当する。大谷鉱床では花崗岩体の頂部まで浸食が進み、多田
銀銅山地域では浅部の鉱脈が残っている状態が表現されている。それぞれの鉱脈の上部は失われ、深
部は情報がなく図には表現されていない。花崗岩体の上部に形成される熱水活動の範囲を熱水系とい
う。単位の熱水系の広がりや活動の継続時間は、マグマ溜りの大きさやマグマの冷却速度によって異
なるが、多くの場合 5 － 15 km の平面的な広がりを示し、継続時間は百万年程度である。

（２）多田銀銅山地域の地質と鉱床
　多田銀銅山の主な鉱脈が分布する東西 12 km、南北およそ 10 km の範囲には大きく２つの地質か
ら構成されている（図 62）。地域の中央部から東部には、古期（ジュラ紀以前）の地層が広く露出し
ていて、地域西部には白亜紀後期火山岩類の有馬層群が古期の堆積岩を覆って分布している。
　古期の地層は海洋プレートが大陸の下に沈み込むとき、大陸に付加された地質体（付加体）と大陸
棚の堆積物などを起源とする地層（整然層）である。地域中央部から北側には超丹波帯（長尾山層と
山下層）の砂岩と泥岩が、南側には丹波帯の箕面コンプレックスが分布する。箕面コンプレックスは、
ジュラ紀に海洋プレートが沈み込んだ際に、大陸に付加された地質体（付加体）で、緑色岩・チャー
トなどの海洋起原の岩石と陸から供給された砕屑物が混合した堆積岩コンプレックスである。
　本地域の山下層は一庫ダム南を模式地とし、灰色の頁岩が優勢である。砂岩は細粒で、頁岩中に挟
まれている。長尾山層は山下層の南側と北側に分布している。その分布範囲は、猪名川町、川西市か
ら豊能町に至るまで東西方向に広い。この地域に分布するのは長尾山層下部層で、一庫ダムから北の
知明沿いのルートが模式地とされ、頁岩と砂岩頁岩互層からなる。この地域南部に分布する丹波帯は、
頁岩を主体とし、砂岩・チャート・緑色岩を含んでいる。海成の堆積岩類は、白亜紀前期以前に隆起・
陸化して、東西方向の軸をもつ褶曲が形成されている。
　有馬層群は流紋岩質溶結凝灰岩、凝灰角礫岩、湖成の堆積岩から構成されており、その厚さは 2,000
ｍに達すると推定される。地区西部中央から北部では、有馬層群と古期の堆積岩類は断層で接してい
る。この断層は火砕流の噴出後に生成したカルデラの壁面と想定されている。カルデラの一つ「佐曽
利カルデラ」は東西 20 km、南北 12 km と推定される。
　多田銀銅山の鉱脈は地域西部では有馬層群中にあり、中央部から東部にかけては古期の堆積岩中に
分布している。鉱脈の走向は南北または北東－南西で、東方あるいは西方へ 70 ～ 85°の角度で傾斜
している。銀山付近では有馬層群と基盤の堆積岩の境界に岩脈（花崗斑岩）が貫入している。この岩
脈に沿った北東－南西方向の割れ目を充填した鉱脈が大金𨫤である。この脈は代官所跡の北側を北東
－南西方面に走っており、銀山地区の鉱脈群分布の南限となる。銀山地区の鉱脈は石英を主とし、斑
銅鉱・黄銅鉱に銀鉱物を伴う銀銅鉱石として採掘された。一方東部の堆積岩中の鉱脈は、黄銅鉱、閃
亜鉛鉱、方鉛鉱、黄鉄鉱からなり、銅鉱として採掘された。また、鉛に富む鉱脈は鉛鉱として採掘さ
れた。これらの銅鉱、鉛鉱にも少量の銀が含まれているのがこの地域の鉱石の特徴である。
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図 62　銀山地区周辺の地質と鉱床
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２．銀山地区の植生
（１）現況と特徴
　銀山地区における現
況植生は、図 63（第 6
回・第 7 回自然環境保
全基礎調査植生調査［環
境省生物多様性センター
HP：＜ http://gis.biodic.
go.jp/webgis/index.html
＞ 2017 年 6 月 14 日更
新、2017 年 12 月 14 日
閲覧］）に示した。この植
生図をみると、基本の植
生は、アベマキ ‐ コナラ
群集とモチツヅジ ‐ アカ
マツ群集がほぼ占めてい
るのが特徴であり、次い
で、スギ・ヒノキ・サワ
ラ植林と一部、竹林がある。そして、
村上新田を中心に水田雑草群落や
畑雑草群落が確認できる。銀山地
区の基本植生はアベマキ ‐ コナラ
群集やモチツツジ‐アカマツ群集、
水田雑草群落と関西地域で普遍的
に存在している里地・里山の植生
空間であることがみて取れる。
　現状の植生については、平成 29
年（2017）8 月に調査（写真 68）した結果を合わせてみても同様の里地・里山での植生と一致し、
その調査票の一部を表 10 に示した。この調査票は、代官所の向かいの堀家製錬所跡上層部の地区
における調査シートである。提示した調査票以外に銀山地区内 7 か所の計 8 か所の地点において、
10m 四方のコドラート区画を設置し、調査をすすめた結果、図 63 とほぼ同様に高木層では、アカマ
ツやコナラなど、亜高木層では、ネジキ、リョウブ、クヌギなど、低木層では、モチツツジ、コバノ
ミツバツツジ、ヤブツバキなど、草本層ではヘビノネゴザ（Athyrium yokoscense  (Fr. et Sav.) Christ）（写
真 69）、ウラジロ、ネザサなどが優占していた。このことから、現況は里山の植生を呈した状況であ
るといえるが、草本層のヘビノネゴザが特徴的に挙げられる。
　銀山地区の特徴的な植生としてのヘビノネゴザは多く確認ができた。このシダ植物は、銅などの
金属を植物体内に蓄積する金属耐性植物（佐野栄・河野里代子・木津友実・榊原正幸［2008］ヘビ
ノネゴザによる河川環境の自然浄化作用、日本地質学会学術大会講演要旨、513-513、Nishizono.,H, 
S.Suzuki, and F.Ishii, ［1987］ Accumulation of heavy metals in the metal-tolerant fern,Athyrium       
yokoscense, growing on various environments, Plant and Soil 102, 65-70、Kamachi,.H, I.Komori, 

図 63　銀山地区周辺植生図

写真 68　調査風景 写真 69　ヘビノネゴザ
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H.Tamura, and Y.Sawa, ［2005］ Lead tolerance 
and accumulation in the gametophytes of the fern 
Athyrium yokoscense, Journal of plant 118:137–145、
小杉亜希・原田英美子［2015］ハクサンハタザオ

［Arabidopsis halleri ssp. gemmifera］およびその近縁植物
の重金属集積性に関する研究、作物研究　60、1-12）
であることから、金属鉱床地の指標植物といわれる。
このヘビノネゴザは、銀山川周辺と間歩や水貫口、そ
して鉱脈沿と思われる場所に集中的に確認でき、鉱山
を有する銀山地区の特徴的な植物の一つであるといえ
る。また、ハクサンハタザオ（Arabis gemmifera (Matsum.) 
Makino）も同様に金属を植物体内に蓄積する植物であ
ることから、鉱山に特有の植物であることが分かる。
本調査の区画内では確認できなかったが、3 月から 4
月に花を咲かしていると云われている。これら二種の
植物は、好金属植物であり、銀山地区の特徴的な植物
種といえよう。

（２）植生と景観
　銀山地区の植生は現況や写真 70 に示したように、基
本は里地・里山の景観を構成しているが、現在では表
10 の際に調査した状況からも荒れかけている里山であ
ることが否めない。里山は、人の手によって維持される
二次的自然（福井亘（2010）龍子三ツ塚古墳群におけ
る自然環境調査とその活用、龍子三ツ塚古墳の研究、大
手前大学史学研究所オープン・リサーチ・センター研究
報告　9、461-472）であり、現在の状況では、人の手
の介入が減少しており、徐々に銀山地区にあったかつて
の里山そのものの景観が遷移の進む点なども考慮する
と大きく変化している状況といえる。銀山地区における鉱山史跡群とその周辺の植生環境について詳
細にみると、現在でも高木層でみられるアカマツやコナラなどといった高木での樹木が幾つか確認で
き、かつての薪炭林として利用されていたものが垣間見える。しかしながら、人為的介入が減少する
に伴って、高木層や亜高木層での密生化と低木層の繁茂化の目立つ状況が顕著になってきている。こ
のことが、銀山地区の里山の風景を変化させているといえよう。ただ、重金属が多いと思われる個所
では、ヘビノネゴザが繁茂していることから、高木から低木にかけての樹木が藪化、繁茂化している
状態と草本の下層部ではヘビノネゴザが存在するといった特異的な里山の景観であるといえる。この
植生と景観については、昭和中期あたりの植生に戻すことが必要かどうかを考える必要があるが、仮
にその当時の景観に戻すと判断した場合、すなわち以前の里山景観を維持するためには、これら里山
部への人為的介入の導入が重要な点である。銀山地区での植生の今後は、遷移が徐々に進むのは否め
ない。今の景観を維持する必要がある場合では、ある程度の人為介入を進めることが必要である。

表 10　植生調査票の一部

写真 70　村上新田と里山
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写真 71　台風による被害状況
（代官所前の銀山川、平成 26 年［2014］8 月 10 日）

写真 72　台風による被害状況
（代官所跡、平成 26 年［2014］8 月 10 日）

写真 73　集中豪雨による被害状況
（多田銅銀山悠久の館、平成 26 年［2014］8 月 16 日）

写真 74　集中豪雨による被害状況
（町道広根万善線、平成 26 年［2014］8 月 16 日）

第２項　社会的環境
１．史跡地と周辺の現況

（１）銀山地区の人口推移
　銀山地区は銀山、広根、南田原、村上からなる。そのうち、銀山地区内に集落を有するのは銀山で、
平成 29 年（2017）７月末現在 13 世帯、31 人が居住している。昭和 48 年（1973）の日本鉱業（株）
閉山後、人口が減少しており、15 世帯、54 人が居住していた平成 12 年（2000）４月に比べると、
２世帯減、23 名減となっており、約 4 割減少していることになる。　
　銀山は町内でも最少の地域人口であり、また約 60％が 65 歳以上で地域の高齢化がすすんでおり、
将来的に集落を維持することが課題となっている。

（２）自然災害等
　史跡多田銀銅山遺跡の史跡地とその周辺は、山林が大半を占め、谷に沿って集落が形成されている。
集落の背後には山が迫っているため、谷水等が降雨時に増水した際には、史跡への被害も懸念される。
猪名川町の防災マップ（図 64）では、山腹崩壊や土災害などの被害が想定されている。
　平成 26 年（2014）8 月 10 日の台風 11 号、16 日の集中豪雨により銀山地区で土砂崩れ等の被害
が発生し、史跡地においても代官所跡沿い河川護岸が崩落した（写真 71 ～ 74）。

（３）開発等
　平成 30 年（2018）3 月に新名神高速道路が供用開始される。供用開始に伴い、猪名川町ではま
ちづくりに活かすため、差組・肝川地域の町有地とその周辺を産業拠点地域と位置づけ、大規模物流
施設集積拠点が開発され、運営される予定である。
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図 64　銀山地区周辺の防災マップ（猪名川町防災マップ南部版の一部）

　銀山地区の北側の白金地区では昭和 50 年代以降に住宅地開発が行われ、現在は住宅地や白金小学
校、猪名川中学校、文化施設（文化体育館、生涯学習センター）や大規模商業施設がある。

（４）アクセス
　史跡範囲への交通手段は、大きく公共交通機関利用と自動車利用の２通りが想定される。
　公共交通機関での利用は①バス、②電車＋バスまたは徒歩が想定される。①の場合は川西能勢口よ
り阪急バスを利用し、白金２丁目または銀山口バス停から徒歩で現地まで行く方法である。
　②の場合は、能勢電鉄の川西能勢口駅から約 21 分、終点日生中央駅で下車する。日生線の日中の
運行本数は平成 29 年（2017）４月現在で１時間に６本程度である。
　阪急バスの川西バスターミナル行きバスで白金２丁目または銀山口バス停で下車し、徒歩で現地ま
で行く方法である。
　最近は日生中央駅から徒歩で現地に行く方法を選択するハイキング客も多い。その場合は、日生中
央駅から西南西へ約４km、徒歩で約１時間程度かかる。
　自動車を利用する場合は、新名神高速道路の川西インターチェンジから北へ約３km、町道上野 6
号線等を経て 10 分以内で銀山にアクセスできる。
　なお、史跡がある銀山地区は県道 12 号線広根大水口の交差点西側から町道万善広根線を利用する
ことでアクセスできる。

第４節　指定地周辺の環境
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図 65　都市計画図（銀山地区周辺）

図 66　銀山地区へのアクセス

川西
   IC

至高槻JCT
至神戸JCT

新名神高速道路
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 （３）法的規制
　多田銀銅山遺跡銀山地区は、指定地を含めた銀山地区全体が市街化調整区域に指定されている。ま
た、文化財保護法に基づき、周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれており、そのうちの一部が国史跡に指
定されている。
　文化財関係以外の法的規制については、森林法、自然公園法に基づく区域指定に銀山地区全体が指
定されている。その他、史跡地を含む周辺地域において表 11 にあげた法的規制がある。

表 11　史跡指定地と周辺にかかる主な法的規制状況

区域等 法令等
指定区域

主な規制内容 許可権限者

史

跡

指

定

地

史跡　多田銀銅山遺跡 文化財保護法 銀山、広根の一部 現状変更等の行為 文化庁長官

市街化調整区域 都市計画法
建築基準法

史跡指定地を含む
銀山地区一帯

原則として全ての開発
行為

知事・県民局
長

地域森林計画対象民有
林

森林法
史跡指定地を含む
銀山地区一帯

立木の伐採および伐採
後の造林 町長

土砂災害警戒区域 土砂災害防止
法

史跡指定地を含む
銀山地区一帯

情報伝達、警戒避難体
制等の整備

－

近郊緑地保全区域
近畿圏の保全
区域の整備に
関する法律

史跡指定地を含む
銀山地区一帯

各種開発行為 知事

周知の埋蔵文化財包蔵
地（多田銀銅山遺跡銀
山地区） 

文化財保護法 史跡指定地を含む
銀山地区

土木工事等の発掘届
出・通知

文化庁長官
（届出・通知）

史

跡

指

定

地

周

辺

市街化調整区域 都市計画法
建築基準法

史跡指定地を含む
銀山地区一帯

原則として全ての開発
行為

知事・県民局
長

鉱業権 鉱業法 史跡指定地を含む
銀山地区一帯

鉱業権（採掘権・試掘
権）の設定、鉱業計画
の策定

近畿経済産業
局

農地法 農地法 史跡指定地を含む
銀山地区一帯

農地の使用および収益
権の設定・移転

知事・
町農業委員会

県立自然公園普通地域 自然公園法 史跡指定地を含む
銀山地区一帯

開発行為に対する届出 知事
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宝
塚
市

凡例
・トーン部分は周知の埋蔵文化財包蔵地
　（多田銀銅山遺跡銀山地区）
・地区分け記号、およびトーン内の番号は平成
　22年度刊行『多田銀銅山遺跡詳細分布調査
　報告書』を参照。

図 67　埋蔵文化財包蔵地の範囲（多田銀銅山遺跡銀山地区）




