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ポ㎏フイり一カツバｰ鉱床

⑩

～地質探査法と最近の話題～

栄一フィリｰ動ツパｰ鉱床の紹介も籔回を終吏蕃ごと

がで書最後の蟻国では地化学探査を物理操蜜&をそ

れぞれ⑳専門家が執筆して下さった埴ごの第脚回簿で

地質探査法にふれこの花びの解説を終了し花いが第

1～7報の内容は多くの探査ぽ償いうる要素を含んでい

るし漢花筆者の鉱床探査の経験も十分でないから最

近の話題などをけ入れた雑文市今回を終了したい苗

繁?轍の脱稿後住鉱コンサルタントとく紀大津秀

夫技師畏により労テダ西部の角礫パイプ鉱床調査の機

会が与党られ含毅禺⑳最近の糠予紀接ず嵩ζとができ

た.過去の数年間紀発蒐慈れ花㌘徽鎗跳室鶴珪鎌賦舶,

K塾五綱繊鵬張搬鯛棚(脱⑯)溶どの諸鉱廉では,着冷と

開発計画が進められて潟聾学間的随はペンシルバ器ア
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第1図則レディ陰ラ造凶欝の議機質

④Le㎞轟&C1町憂欝⑱畿籔馳搬曾鐙婁瀞鰯夕寿サ

ス帯⑱中央ダァタ常費瀞⑳アラ蔦影一滅テダ鎚錐

②オレゴンｰ毛ン多ナ鋤蟻⑧漁嬰ソ漆ル風アｰ鰯較繋終飽銘

④メキシ=1地魏⑥中奥ダメ勇鳶飽塊灘鞭(夏…綴)澱鰯

名標舜蓋

州立大学やカリフォルニァ工科大学で栄一フィリｰカ

ッパｰ鉱床を材料にした多くの合成実験や酸素同位体

の鈴析がおごなわれてい花苗これらは亘｡⑰血⑰滋｡Ge･

曲鰍その他で公表される予麓である由

臓蛾的な擦麓無筆

栄一ダィリｰ湾ツパｰ鉱床は合衆国では造山帯の内

陸側紀分布する傾向を爺す唖北米大陵でコルディレラ

造山帯(第夏鰯)の中心をシ坂戸率ハダ底盤からぞ

一策いレンチ底盤を緕艦線を彼定する塗主要鉱床は

シ皿ラ曲率がダのはるか東側ζあたる曲一部はイ黒

リントン(第髪園)とイサ労叱㌧ク(欝警関)の攻う

にシ黒茅蜻専パタに近い串

同様匁僚肉は海テダ両部の栄一フィリｰ滝タパｰ鉱床

でも認められベス汐へふに代表される譜鉱床は滋一ス

いレンチ底盤のすぐ内陸側紀分布する珀狂お合衆

国でば栄一フイ抄一警ジブデン帯雅瀞一フイ蔓一句災

パｰ帯の警ら紀はるかに東方に位置する淡(磁放螂8)

カナダ西部では間者あわ一スいレンチ遼1盤の東方の

同浪幣担分布している(鷲鰯轍夏9磁)畠

合衆園の鉱山会社で圭寵の両棲の鉱床にもっとも深い

関心をよせているのはおそらくケネ滋汐ト社であるう.

伽餓

鶴意図イ燃婁ントン鉱床⑳地質図榊I薔碗(エ9鑓)原図�
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この会社は租界の10大鋤資本のうちアナコンダ社ほつ

ぎ第笈位にランク巻れる巨大な鉱山会社である｡ソ

ｰルトレイク1シティの同杜の研究所の地質図解析窒に

は憤界申の資料湯蝶められ探査ぽ入る前紀上調のよ

う柾葬常に広域的な条伴を含め淀地質の解析秘おこ抵わ

れている苗

ケ率吻ツト杜は自山や研究資料の公開は燕常に積極的

であって地球科学の研究分野に大巷く貢献している苗

含毅園では五にアナ灘ンダ凄紀クライマヅクス

藪ぽフイルプ黒1ボッヂあ称密れるくらい紀勢公開主

義を原則としている鉱凶会杜餅あって公並研究機関や

大学の研究者が困っている閥魑添あ蕃宙地下の瓢有権

は地上権よりも公共性の強い性播を持つものと思われる

が個人の所有権を刺激材として園を発展密せて曹淀こ

の園では私有財産の公開を遣義的に認めきせるごとは

非常紀むずかしいらしい百ケネ吻ヅト杜の開放的狂態

度は同杜の鉱床紀闘する論文の数を多くし漢淀そ

の内容を高めている由

サンタ･リタはその好

例で鉱床として串彊

度の規模を持つこの鉱艶中

床はその名前実質｢ヨ鉱

とも紀地学関係者紀白イサカ･ピｰク花陶岩

よく釦られている由

嫡からの研究は淋〔/㌶1㍗緑慨

吻ツト杜の地質象自身

の質を高め鉱山側紀

サ孤㌶“

本を一通り読凄れた読

者は同宅ヒとペア･ク

リｰク粒の人濠紀よる

論文沸一般によく書げ

ていることは気付か

れだと恩う珀これは

私の正直匁感想でもあ

ってその印錘をん

H･J狐es氏(ソｰト

レイク.シティケ率ヘ

カット本杜の菖榊餅＼

ViS三nggeOi⑪墨三銚)にも

らした時同氏はとて

もよろこばれた旦

ケネ淘ツト杜はア

ラ棚麟鱗の＼

ありたD己遼.K鋤瓜し_､

第3畷イサ戴韓陰硅一夢燭辺の織質鰯独滋鱗(亘艶1)原図�
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たとする解釈は各構造帯がより新しい砦看紀抽潟われ

また地下深部の鞍料が得にくい愛つの理南でその実証

に瞬瞭さか残る曲それポ基盤のプレ弟ンフジァ系の

弱線をより重要視するたと免ばbndewehr(1967)

のような別の解釈を生む原因と考えられる.

構造的要素を鉱床周辺の数10蛙軸の単位ぽ限れば鉱

床はすでに多くの実例をのべたごとく明らか記譜構

造ぽ規制されている.そしてそれらが錯綜した部分

が重要である･構造的弱線部には火成砦が貫入してい

てそれが“花筒岩"碑織を示す必要淋ある甜平面的

な広淡りは底盤よりも岩株(如刮嚢嚢以下)状でありそ

の頂部のわずかに露出したものは理櫨的である軸この

ような岩石は一般に浅成の花嵐岩と解釈慈れる斑状で

細粒の花鰯岩組織を示す､岩株の形ポ深部試錐など紀

より宛全ぽ知られた例はないか岩株の形は広域的には

探査基準とは狂らないであろう.一般に既知の岩株は

同心円酌恋単純な形や岩相変化を示さない､局部的に

はその分岐部なぎの形か璽繋なζを餅ある由

貫入岩の岩質は花筒閃緑岩～暦英華ンゾユ岩質蜜れ

にモンゾ員岩質である.執筆着によって岩石命名法の

混乱があるから公表化学分析億想けに花よるとノル

ム斜長石/正長石比で班前後⑳岩質か斌一フィリｰ

カッパｰ鉱床に重要なようである､このような磐石は

Si02過剰の岩看(肉眼的に石英添かなり認められるも

の)については黒雲母の憾かに少量の角閥膚をも含み

色指数(苦鉄鉱物総量)か葛～独程度に肉眼舳ζは屍え

るものと思われる｡貫入岩の時代は中生代後期～籍三

期中期といわれ一般にネバダ期変動紀関漣して鉱床は

形成春れてい狂い｡化看の産出しない地域の野外観察

による時代法窟では㌧従来堆積岩類の岩相の類似性添基

準に含められ花ごをが多い｡･鷲ルディレラ地向斜の東

縁で堆積盆は移動してい花こと梯推察されているから

この基準は真実性に乏しい｡野外資料のみから貫入岩

の形成時期を明らかにすることは困難である.

近年の同位榊はる年代決定では測定鉱物の年代は

ララ学イド期記入る｡ζの年代添貫入砦の貫入の海る

いは蟹00℃程度に冷翻し花時代を添すか否かの議論は

ともかくとして同一鉱物を岡一方法で測定されたもの

を跳較し文もこの年代に獄ララ呼イサ期の中でかな愛

のは島つきが認められポ(第警報)｡

チ風ツンを中心紀分稀するア砂ツナ州南東部とその周

迦の貫入砦の鉱物は63⑪⑪年前後を添す｡しかしバグ

ダｰ洋や嚢率ラル硅パｰクではやや酋くfネバダ州のイ

リｰではさらに首く夏､五億隼ワｰレンは夏自7億隼彊度

で皿タ州のビンカ泌では坤や着い償である帝漁テダ

域的探査の基準の五つとなるように思われる借�
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ダイアドリｰム(搬鵬鰍鷲)はラテン語の賞曲出τ鰍一一

曲の意味で一般には水蒸気爆発によりて形成慈れた

蕉機物質の通路の断面をみる場合紀用いられている苗

一般に賢げ入れられている例は'合衆園の鉱康ではイ男

一(醐y)のみである辞一,これは鉱化作用後の貫入体であ

る曲洩ル労費を伴う火出砦類地帯には多くの銅鉱化

作用を伴わないダイァト抄一ム瀞存在しているらしい由

破裂化帯の小割員が硫化物と有英に鑑められるを網状

(S細&榊出鉱床でありてこれは栄一フィジｰ海ジパ

ｰ鉱床自身である苗無数の小割属(鉱化作用の育無を

間わず)は栄一フィリｰ勿ツパｰ鉱床申をその周迦に分

布するから破裂化帯は探査にとりて非常ぽ箆襲である由

貫入砦の影響で被貫入砦は種康の化学的変化を生じ

これが探養の遺呉おして用いられる､しかしこの変

化は貫入砦の地質的水準が一定であるとしても被貫

入岩あ添加物質の経質絶大慧く左寄されるから雨要素

とも多様な天然場象ではζの変化を探査基準として一

般法則化しにくい珀一般暖原岩の組織と鉱物の変化ポ

著レ､ほε欝入砦体が近いことを示しているのであろ

う中

原岩終着灰質砦が勅る場合紀スカルン化あるいはタ

ク劣イド(腕触)化が存裡すればそれは鉱床自身を

示すζと秘多い､原岩の再結晶化はより広い艶麗に潟

よぶ由その船縁は大理看線(鵬捌篭正三蝸)としばしば

名付けられ探査基準として用いられている由た恋し

とくに鉛･亜鉛鉱床は大理有線をこえて分布するこをが

ある,

変質作用は鉱化作用の先走りをするから変質鉱物を

探査基準とした有名匁論文はL鮒出籔墜ほか(螂§)で

ある｡餐創鵜&滅戦鮒(エ顯8)は両者がほぼ同時のビ

鰍一トについて報告している幸変質鉱物の組み合わせ

は観複で獄広く探査の基準として期いられている､

栄一フィリｰ漁災パｰ鉱床では原潜秘弗看灰質岩の

場合に貞雲母(鯛嚢母)黒雲母盟長宥の組み食わせ

(c鰯慧野の吻ジ咳ふ質変質作用)秘も顯あも箆要であ

る｡看英一綱嚢母一蔑鉄鉱の組み合わせも濠花婁要で

ある由粘土化とプ憾ビヲイト化とは一般に鉱化帯の周

辺部を派していると思われる.しかしカナダのホｰ

フィリｰ勿ツパｰ鉱床では爾変質帯や変質作用か非常

は弱いものでも稼行品位忙蓬しているものがある圭

勿テダの鉱床は一般は鋼最位が低く硫化物総量は合

毅圏の鉱床よりはるか熔少ない､この特徴は合衆国の

開発初期の頃の鉱看と比較すると慈らに朗瞭である､

そして変質作用も粘土化やプ簿ピライト化匁ぜ一般

はより低次である由これらの性質はカナダの鉱床の特

性であるのかも知れない｡あるいはカリウふ質変質

作用に伴われる高品位部分が未発見であ馴ζすぎ狂いの

かも知れない畠昨年の裏'カナダ西部で話題となった1

ベスレヘム鉱山の新鉱床(L荻eZone)には(第4図)

変質作用の著しいものか知られている.

泰一フィリｰカッパｰ鉱床には鵠状交代鉱床や鉱脈

鉱床を含めて中心から外側にC叫泌吟C叶跳亀吋

跳S菱叫跳噂脆歯A慧叫M鰍の黒帯分布が鋼られているから

周迦の諸鉱床を調査することによ吻で幸心紀存在する

潜在争蝋嫌ラを予想することが可能であるう,一般に

は完全は嗣心円的累帯分布を示す実例の確率は穿常に

少なく不完全なもの添多い,しかし鉱体肉とその

ま垂嚢

第遂図ベスレヘム鉱出入簑(麓泌新繊瞭の鰐る脇㍑鮒養地域(膚)工鰯霧

'斌黒いへふ鉱山暑滅夕夢恐鍛棚ζ企繁槻嚢虹怒泰叩フィリ“劣ツバｰ鉱

床でその成酬鴻本人瀦箪隷(松闘徹竺蚤)の英断に負うと慧械汰帥唯い彩れ刊喝�
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汗愉講烹祭

…r鉱床の探査基準を明らかにするζ

→鉱床の構成鉱物を定性的紀しらべ

ベグ平タイi

口こ固帆鰯榊騒一口㍍固糺鰯榔騒一の潮､表わし鵬概､

濁閥余抄の期間躯この調査のため

に欝や譲れた.

一ペグマタイト疋凝宥緑瀦看

…磁鉄鉱の遂鉱物は岡一個所紀分布

1する1有英は一般に広く分布す

るかペグマ揖イド領域の近くと

部分的1ζは賛鉄鉱の領域で夢い巾

讃鉄鉱はペグマ次イド領域で少な

ロポ固少L騒洲鰯紬る自鰯母㈱鮪は一触黄

斑鰯昨拠一}ルネ灯鉱細構成鉱物の鋤醐曲(1螂)原図録鉱と関連している利しかし

宥糞は多い愈墳鉄鉱は変ない花

と克はビットの繭西端にも鰯雲母

化斜長看は多い､初生銅鉱化作

用は浅グ嘩タイト領域熔重複する､

輝水鉛鉱の産出は漢ばらでその

分布の規則性を知ること秘困難で

あ乱錬鉄鉱は銅鉱化作用と変

質作崩に無関係溶ようである由

し七コニi以上の観察からニュｰ･コル

鍬寮脹粁ネリア鉱床の中心はペグマタイト

〔い固片鰯蕎い蘭帆鰯桝j鰯蓬い

の多い所で落る軸それは微斜

長看正畏看磁鉄鉱看英鋼

磁化物⑳養いことぬよ唱ても爺密

勅叡戴鉄鉱獺銚鶏⑳商い部総

締鯛霧醐蹄燦宥⑳幾い研は鉱床

繊周迦塾鴬瞭する､蔑鉄鉱化締

絹雲母粘土化な婆の著しい部紛

秘鉱床の周辺部を系す僚剛ま合

衆禺恐は淡扱り一般的恋察実で

そのような部分のみ知られている

鉱床では立体的抵その近くによ

贋…仰傍羽糾簑駿麗拠り高銅品位部分が存在する可能性

第5灘働坦ユｰ曲鵬ル率蔓ア鉱酸の機戚鉱物の欝妙籔腕蓬貫(搬慈)源鰯�
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が秘められているかも知れ恋い国

以上のような鉱床周辺の探査に必要匁要素をJ蜘鵬

(1966)は上手に表現した(第6関)品この図には物探

や化探による特徴も表わきれているから一屍して諸特

徴を掴む熔この図は兼営に便利である｡

の亀異常の規模ゑ種類&は潜在する斌一ηジｰ吻ツ

パｰ鉱床の大慈善を録位と関係す繊婁他の多くの麹質

条件にも支配されている由J傷醐鵬(エ鱗)はその条件

おして分布砦看の種類接触交代憧ハ潔の有無変質

作用の験弱叢鉄鉱ぷ蔑銅鉱の総量と両者の比率二次

寓化作用と酸化催用の穣度浸食の進行の度合その他

をあげている､

アリゾナ州の鉱床の簑ちビスビｰサン1ダζ風叉

ルヒマｰミッジ薮ンなどは鉱床の近くぼ大きな著し

く赤褐色漆部分を伴う唖これは一般に不霜の鉱梁状や

脈状の黄鉄鉱の分解蜂起圏するもので銅鉱床を直接的

は指示レない盟薮地湿潤気候の地域で舛㎞般に色異

常があらわ棚蔓くい､亀異常は探査の糸則ζすぎず

引続く地質条件の検討がはるかぽ童婁である軸

飽表で酸化溶脱帯を観察する場合に合衆園では二次

窟化帯置土の溶脱轍ま二次的な銅の炭酸塩や珪酸塩鉱物

部分的1びま赤銅鉱自然銅匁屋を伴弘凄淀酸化帯

の発蓬カ茎悪い場合はは二次窟化帯の輝銅鉱帝初生の讃

銅鉱業鉄鉱輝水鉛鉱などが認められる苗以上の揚

含ばは露頭の観察から鉱床の位置を予測することは

その直下に鉱床か存在するか否かはともかくとして比

較的に容易である自

Blanchard(1939)は一般に探鉱家カ注張している褐

鉄鉱⑳亀と鉱体との関係を否定しな赫らもある種の色

と鉱床&の関係を次のよう紀あげ沈帝

王)シンガ稼亀(むr泳望拙)は少盤の鯛を含む煮鉄鉱帯の上に

み塗れ鳶

婁)擾宥類紀窟む鉱染状輝銅鉱帯から生篶花褐鉄鉱は克び茶

鷲ある

鮎油(工鯛｡)紀よると繋レンシィの讃銅鉱/賛鉄鉱

鵬至灼の鉱体に壷し花穐鉄鉱は淡燈亀(脾1嚢飯鋤騨)を

示木これは独囎玉豆か指摘し花(L◎改嚢蝦雛)薫

鉄鉱/鋼硫化物厳秘高い鉱床の酸化瀞で溝亀の鎌朗ば

ん看が多い紀原閣しているのかも知れ扱い彗扱潟多

くの勿茅一幕真と共紀激鋤｡h細の総捲赫昨卓出版さ

れ勉(見激繊細拙五五9鰯J鵡鞭戯銚1腿惣董1鍛由d

0嚇簑聡膵圭賦餐吹yS山0◎呈蝸鮒S,U拙暫N鮒姦由呈R搬Q珪

N嚢禰舶､濠蛎⑪7葦抑｡餐簑)ヨ

褐鉄鉱の亀は探査の等懸りぽすぎず熟練し危老探鉱

化探

�

･僚望田{(:dG岳G史正n

､績苔三…ヨ1跳細還1ア建

1森畠貫1co婁由?畦i胴)c軸

糊変三次蟻1と1塁膝紅

刈累謹繍震{葦笛爽葛{

仰柵簿素

地質鰍櫛

簸餐鰯添一フィリｰ漁労パｰ鉱瞭の一般的狂断面と物探および化探の特性

畑0me(三郷)原鰯�
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家に婁つわる名人葵は一般紀僧じられていないようであ

る.露頭の二次鉱物から深部の銅品位赫予擦で慧一ない

ことを証明した試みにたと免はL蟻｡如(エ鯛2)がある抽

露頭の観察以後は■広域的に正統的な探査がおこ扱われ

るべ巷ものと思われる,

露頭の周辺を組織的終調査寺る蟻禽紀危と東二人で

券く場合でも土壌のサンプリングを潟ごない地化深を

併用す争平キは近隼では一般常識化している｡サン

メリングは格子妖に実施す葎ζと添望蜜しくその分析

は目時をきそって鉱区を設定する場合を除き､渓とめ

て潟こなう力添能率的である,

瀞今ブベサ鮎勲ツパｰ鉱床に限らず鉱床探査獄地質

化学,物理のす戎て⑳等漆を用いて組織的熔短時閥に

おこなわれること秘望史じい.その探査は基本釣紀は

露顛がら出発するむをで潜る労が合衆園の西部では露

頭周迦は探査ずみの所秘多く近年終開発巷れた栄一フ

ィリｰ勿ジパｰ鉱床はすべて広い意味の潜頭鉱床である｡

サ戸ヴ㌫燃汲ル鉱床(第6報)ほ韮,として澄ラ(G刺

礫岩熔招おわれた鉱床でサブ泳山ボ鉱床(錦凄報)で

は第三紀火山岩類を鉱化作用の前後に分ける作熱は夢

厚=く溌瀧する鉱化作用後の申㍗新潮火出岩類の下位績潜.

存する鉱床か確認されていった.ピマｰミッジ頭ン鉱

床は厚い沖積層の下に発見拳れた.いずれの場合も地

窓的紀わずかの露頭は存在していた串溶おサブ攻一

ド鉱康は凄潜企薬化されていず(写真幼その騒位秘や

キ低いために核爆発を利用し魏地での溶脱銅回収方

法が適用されようとしている｡

新鉱床の紹介

巌も恋く企業化される近年ぽ発屍され花鉱床熔も地

表の徴候はわずかでおもは地質鎌件の解析から発見さ

れたもの秘多い由

や二次富化作用がみとめられ放い(L榊釧.1968).

細触腕鮒銅鉱廉:ごの新鉱床はアナ買シダ杜紀より

錫狸讃土剥ぎ(婁重曲p聴)が潟こな勅れているが(写真

20)同社の非公開主義の花酬昨P刷資料は公表されてい

TW統跳重鰯はその名の通りふ花子のビ風…永であ

資沖積層即に小高い宵生層の丘であ届｡ぞζで小規

模抵採掘が湯こ溶われたζを秘あるが現在の表土翻き

はその南方で翰こ抵われているから沖積層の下位鯵鑑

れていた鉱床添発蒐慈れ花ものと恩加れる｡鉱蟹は

2,9億トン(O､鑓%籔)と発表慈れ資産処理量鋤,000

トンの選鉱揚が達識串で今年串には生産か開始される

予定である由

..鎌蹴晦鉱燦:これは臓笈渓ペランザ鉱床(錦6報

第11図)のすぐ衝方で発兇されたもので訟黒ペランザ

鉱床周辺の付帯的な鉱床とみるこ&淋できる畠､篶滋淋

ってその地質は既述の皿スペランサ鉱床の場合墨よく

似ている淋鉱床母砦に須英閃緑岩淡加わった讃銅鉱

輝水鉛鉱などの初生鉱物を童ぷす葛などはs1節1憾鉱

床⑳新しい要素である｡

一期在'約夏億トンの表土を運び護る作業秘螂搬シ

ャベルと漉｡隻トラック薯蔓ぶり潟慧溶杓航1で潟資6⑪争⑬◎⑩

芭/賞処理の蟹鉱場も建設申で踏る(写真16)｡労ット

｡オフO､砺ω平均⑰｡55%Cuの鉱石が採掘され

1969年中はは生産が闘姶される予定で潜る自

臨鯛鰯鰯鉱廉二この鉱床はクライ坪ックス社ほ属す

る茗嚇一フィリｰモリブデゾ…鉱床である畦その規模

が大きく今後の発リブデン鉱業界憾およばず影響は大

きいと思われ蜜花純粋に地質条件(斗資奉カ)で発覚

された鉱床である､緯で注員に値する封

鴛滋ラド州で国道蜘号線秘鰹ツ寿一山脈を越免る所は

臨拙㈱温峠でその近くの臨遂螂ζは皿ラド(破幼

そリブデン鉱床がすでに知ぢ就てい免串この地域は獺

漬gド鉱化帯聯央部の西縁ぽあ淀りプ隙勿ンブリァ紀

の醐潮跳餅花筒岩に濃成の流紋岩質複合体(宥

英一沸リゥム長宥一書畏石斑岩)が貫入する｡この複

合体は地表では約8⑪o狐の径を添し3つのプラグ状岩

体から扱りそれらの岩相変化1ま著しい､漢だ角礫

パイプや角礫帯も著しく発達している､�
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I身･まバ削･多テ4実

ギ窯1』川ン

パダダｰぎ

動Ψパｰクイ㌢(ワ軸如ジ)

鶉シソljヂユイ号4ぎ哨甲･

鰯鐙紡套.均

簾曾鰯至鰯緯蜜での翻厳秦蟻爽麟酬蹴蹴鴻繊三

観鐙麓鐙潔麟繊騒ζ鰯冨)原鰯

蕊勇隈鉱床は漸新種欝然僚⑳聯鐙懇⑳燭迦蕩縄状輝氷

鉛鉱鱗康懇抄鐙⑳潔淡然渓第次鉱物蜜雑費語繍霧母

宥薬蔑鉄鉱糊塗鉱物稼働湯稼蓄熱水褒蟹離籍じい抽

蕊⑳鉱疎は鉱鐙笈事藪⑪⑪野ト※鷲鰯7舘熔螢産秘開始養

れ花､

流紋岩質複合体は深部は湖日大化し深部では別の流

紋岩体もあら知れ鳶圭ヘンダｰソン鉱床はこれらの貫

入替俸熔関係じ愁⑱瞭熔のみ腿胎きれる網状鉱床怨あ

蕃刊その諜綱は凄想公讃慧れてい鮎､(椛鋤鱗憾か

エ搬)圭鉱蟹は確篤墨雑定静禽勅せて約霧億トン(絢

③白慧%概鵡婁)激蛎舵慧勅は爽費イ繋災夢渓本山⑳

銘､慧億衿汐(⑪｡鑓彩概総菱)熔睡敵む離欝熔米議い圭

膚卿※グ1第一銭艦認⑳愁ぬ鰯滋流は栽芯瞭縞る慈れ

簿隠続慧別ゆ並航翻遺締醐リ※劣秘続滅婆批徽鴻か

蔭鉱鐙は糟勿瞭藩珂龍牲瀦滋蕃缶闘兆慧拶鉱廉

は影⑳最血部恐怒潮譲添笠～夏芭錐鰯⑫深所総勘りで操

掘条件憾漆閑熔跳識懇畿薫滋い出

ヘン次一次ン鉱床⑳結節は次潔締潔裟潔溌杜⑳両部

開発嚢⑳副所録で滋算蟹施蕊茅汽鉱廉⑳闘籍を等がは

花散減パｰト1ヘンダｰソン(螂6隼初め熔死亡)に

爾来する岳合衆国の習慣とじてこのよ夢租例は数多く

施毅免は蟻一級淡鉱廉鋤欝⑳費戎ン域一1ぱ潔跳踊糠

熔篶で名紺紡蔭れ花甜

船球破

栄一潔イリｰ動燃紅鍍廉恥鉱繋鮪隠箆要携窓舵蕃襲､

鮨⑳一つ総を妙艦概鉱床躯鰺⑳艦表⑳鰯螢巌鐙⑳奏慈

劾泌るお思杓れ蕃由淡鰯麟(独酌⑳護墨酬載鳶を

贈耽爾犬陵の蝿鉱床憾推界梁総監産鐙熔溝ひ耽購壁糸杉

(錦啄お蟻鰯》施登免は獺搬～灘舘閥蒲懇紗薄鴬離

は絢餐脇恐踏溜澄串遊舘鰯新鉱廉鰯闘翻猷堕芯⑳

脱薬は現程攻珍蔵いも概濠慰勅淋ジ違溶濠⑳薬麓麗肉

の出鉱鐙蜜奮め澄畿栄一潔㌶蔓帥蒲汐紅繊廉か蟹の

繍簑

鍋

量

芳

ト湖

こ

婁§簑

奪

欝嚢麟瀦鮫瞭議嶋ゆ錐麓鐙螺泌滋録め総鐙嬢鐙螺楽鱒艦鯨)

潔灘鰍鰯籔総督)源鰯

薩鋼鐙は簿影鰺薫棋堺碗脇遊く憾薄衣蕃漕踏巷弘

嗣様樽商営蹴離鱒鮒隼蟻懇独操概泌)を添嚇鉱床

⑳製熔謡瞼一分淡ア(観潅め嚇㌶断)締鰯ン減⑳鰯･

状鉱梁鰯鉱廉淡滋顯琢敷舘前が密濁索火⑳飽質熱戴

資灘淡濠額肉秘艦織醐醐鐘慧勅撤漏目今後鍛潔

本で獄この穏の銅鉱床虹対する関心は高蜜るものと恩わ

れる血

一般識あじて鉱梁状⑳産状絃鉱床⑳探壷&操掘の爾

繭鷲鉱業的熔舞護け悩質駒繋索墨潜免鰺れ蕃串ζ

の慧あは施を免ぽ瀦_茅球聾一漁汐薫一鉱床あ鉱脈塾

鉱廉&を挑較する揚禽熔爽常総明瞭怒あ蕃曲

瀞一ダ締荻一瀞汐帖鉱廉紀は耽栄爽陸熔腿繊芯浴

灘潅⑳繰鎌浅一深以不⑳繍位の鉱廉菊効菰蔓籍蒐蜜勅芯

潟災漢潅操欄労漆⑳犬醐瞭繊穣⑳鉱床繕蛇減て籍じ

く慈漣で蕊棚凄抵縞位鉱体の鐙繋化蜜審剃鑓せる曲

繁蕎秘以節熔離狛ね鰯舘蜜麟絃は賊瀞訣労釣眺

数蜘ト汐積み膚潔夢が盗般的懇齢吻繍蔓勝捧⑳アメ

沙滋奮隷園⑳窪婁鉱胸では滋灘銀鉦獺嚇該樽ものめ慧一一

用いられて潟り昨夏のヲスペガ汲の展示会では凄⑪⑪ト

ン積みトラックか発表されたといわ杓蕃曲

嚇一潔締リｰ漁災パｰ鉱康は醒統的溶誇免宛紀並顯

揚禽熔含後塗愁欝常縫蟹襲稼深盤斌録お恩杓批る｡

慧鰯種の鉱廉勲螺爽乎漆飽繊⑳濫泌靭段く熔象いらし

曽蟻あ緑肉陵悠紛布淡為寮篤地擁肉の鉱床悠此較じて

運搬⑳爾懇勅秘園熔は宥剃恋歳恐影篭帯

夏噸縫紡愁顯濃嚇榊ク締夢榊滋災パｰ鉱陳⑳鰯奔秘榔鋤為､

の形懇鰻鐙関繰煮熔縞役紀並つ蕊お畿願顯て雄稿蜜お愁畿

専叱篶施ぬ帝

冷圃蜜護漫幽藩縫幾婁鐙淀錘属鉱泌糠武姦搬棚箏漆入の

梁闘繰一篤滝激蒐駕万慈顯滋潔吹蔀薄部顯簸微鉱廉の実例

登漠轍繍議雛鰭鯵宥濫鷲滋繊稔苗葡じて閥筑終摩く総耽

綿レ土1煽苗

ζ嬢翻蓋繊疎瀞)�
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回ピンソン鉱床地帯(第五報)の写真紹介.これはネバ夢州の中央東部イリｰ(E1y)の近くにある｡この町の人口は約塁華000

選鉱場や製錬所などを含めて約五華唾00人がケネカヅト歓級働いているからこの町の運禽は鉱山と共に勘るといってよい.U㎡繍

A岨LのDC-6がサンジ繋ンシス鰍とソづレト1レイダシ業イとの間をイリｰ経由で1目に五回往復しているが欧の約6隻m北

方の窪激ζは㌶ン幻影一⑳繁務所はおかれていない､ほかにソｰルト･レイク･シティからパスで入る方法もある

⑪イリ岬は離鷺綬灘燦篶怒臨碧滋鐙鼠繊騨錐耀…約刺ζ繕嵩｡

北方のイ少榊～蝋沙鰯閥め吋毅

簿劇嚢

働鱗鱒蕨響翼⑳営側ζは選鉱翻嶋澄餓廃村滋で1護泳勇聯鷲1巴縄鎌比く

い躯曇弼瀞をも泳紀滋いイリ岬のオビ方…ζ鉱泌から禽竈1扱で護憲…き1紙淀

③顕側が娑み先イリｰ⑳卿饗輿の産熔ず棚ζ獄{幻鮒澱鰍鯛珪皇(稼灘猶)

があ夢淋タ川ζは鰭樽鑑湯嶋櫛てイリｰ熔糸ハダの鰍である

⑤ジパテイ尋ピットの塵村遊

⑳臓紋ンジン繊廉簸欝熔〆婁㎞の納豆?舷顧方終姦蕊葦至写輿は主要部紛のリパ

掌劣化㌻ト遼澱瓢蹄鉱体も鶏橡刺蛇⑭ど製ト綬奮められてな鳴

⑳闘綴翻滋澱�
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⑳繊難鯛状鉱霜⑳劣鋼幾義ダ翼一毛濠潔察3艇麓純繊鞠》翻盤蹴鞠

⑱嫌※災ト茅榊義浄災潔勇一枝汐呉菱養側鳶隻ぷ繊

働潔夢夢※呉繊積ゆ劣1豚劣鰯状部分隠讃鰹鍍}灘鱗織}讃鰯繊抵繊婁綴鑑

ト簑裟潔鉱艦

⑱醐鵬鱗榊鮒灼収伽繍

ソｰジ蹄渋イ処設繋㌶隠禁教あ鰯鉱繋⑳街懇勅る淡晩駄羨の鋤愛筋ね蕃鰯洗審は蜜ず矛洛プ炎1渓潔滋列ζそぴ患鳶勧陵ン教

の教義登おお鋼満懇繕る多篶鰯粗蛾の夢くはビ渓誠幻ビ波ト縫登勅的ゆ瞭をのぞか愁笈く杓る苗ケ専吻ツドビ外労

イン卿濠第淡プ秘㌶夢楓ダ酬談衣献液齢欄で衆1鋤衝の節心綻彪叡ソ吻淋汐イ幻汝繋初沁ビン労ム渓谷のビジトを細ず

勇舵兇鳶ζ菱が芯慧悉の宥捌忍は'湖狭蜜紀選鉱揚彩鍵錬所愁襲窯批篭､

⑬煙にかすむ｡qぷr命泌銘め簾鵜鍵鉱帰途鴇下⑱どン減ム苗ビット金鐙ケ泳劣ット歓資料によ義

にみ克る�
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アリゾナ州の鉱廉を簾串釣ぬ規学する花め1ζは矛狐ソバ滋鰯鋤)か島汐災於勲一思蝿鶏するのがよい血

資るを藩嬉由馳狽嬉鎮/搬騰程度の安摘な串製革(淀を吏ぽ｡蜘w皿)秘蒐蟻撚藩茗至濁閥濃度でア赤

ビ岬夢な婆を除くほとん投の鉱床を訪ね馨ζお秘で慈義珀

空港を巷け街なかで倦

パクダｰドイサ漁苗

鱒婆苗蛾中陰#潔ト鐙澱｡

観穣愁姜該畿ヨ蜘ズ翼顯､嚢瀦鯵め喜護敏爽慈秘愁

⑱鱗嬢称議薫潔該嚢1※硅慧籾き鐙綴1｡

形総鳶

慧葛副嚢滋｡⑬窃狡/簿⑩｡亨鍋｡燃)拠灘

⑱皿汲ぺ茅ン勢1ビ災ト｡

である

轡皿蔦ぺ雪ン嚇苗ビ沙ト絃鍛鱗地焦幻後鰯

⑱篤篤ぺ繋ンザ鉱山寮務所鮒爾⑳山麓に鰻畿串の漸選鉱艦繍鮒触釣鉱宥禰

⑫讃土剰ぎ牢の鎌航至滋｡

豆茨正§独至轟のビット秘ζζ終予麓慈扱でいる

鰯作繋学の至餐災紗シ吟ペル蛙豆郷意機みト多ヅク�
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⑱楓猟災繋ン沸の滋灘鰯圃鮫犠ぎ篶繕鈴義麟竈滋鐙滋灘鐙糊瀦

働慾嚇鶯蟻蟻鮫鱗(瞭爽約ふ怒等)⑳滋側樽澄終葵萎萎駿帯簿灘鉱綴お幾の積欄縫滋

勇嶋ず蔓籍鑑

矛狐ジ功沁團趨臓繭潮醸雛夏肱鰍で鉱山⑳瓢矛楓義猟トン脆曲ぬ鵬至鐙宥)紀讃く岨こ〕独チｰズ1砺搬警竈)地方で鋤

嵩.鱗繋一渓地劾談螂助沌蜜拘施鏡地状で芯の策然の翼審餅幌してアパッチ族が最後婁で抵抗した世鱗チｰズ隠ジ訟潔嶋繁

あ嗣ゆくすく岳勇挽衡長の一人茨踏鷲怒唖軍隊の淀めの渓瀞咳ト恐影繊愁跳銚鹸総至鷲は老の位欝の鎗串妙いピｰ芦鱒の虚で

吹漆蔭α㌔銀鉱蜜兇訓す楚の墨夢心畿な繊花缶臨雛脇徽磐の軍久蓬は彼に欝告ピ毒A至呈榊舳航遂㈱セ泌搬董嚢榊鮒稔山一

､搬搬紳批灼た螂獅§凋鍛初の舷ほ登畿脹搬滋は饗棚瞭鰹醜恕璃付紡恕被はアパッチ族1ζ熔穀奏飢な秘繊免曲

⑳該繊義渓ト鋤嶋繭籾慧織慧畿鋤鐙臨囎嚢錐形差鰯趨瞬麟

鰯驚長滋独雛濠猟濠㎞､稼曽独瓢⑳靭蔓費を艦働秘鍍秘灘醸⑳総⑳畿熊

鰯秘秘義溶濠燃蜜愁熔落籍泌授級漕畿鳶

蟻どスヒｰのすぐ南カ

ジｰもψ鉱瞭繊徽めソイ外ヅス1声ジヂ栓の邊鉱欝⑳

貸榊レン鉱廉飽欝の蜜

秘りは秘粂蔭れ杷.

賞ペンダ軸･ビツト

職

この鰯諾のために国道80号線�
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鰹ジ㎜レン策方の機繍諸類(欝警報第轟図欝照)

轡サブ汝一拝鉱床櫨繋蹄典積籍簑の江ゆγ

⑳灘労(災輯一ブ)紬蔭み従イン猟塗甜泌榊シ騒災鍍泌

嬢そ約稼鰯瀞潔然榊串災派薄潔由汐夢工㌔

鰹幾冷然災由芦榊義滋薫妙艦鞍籍嚢葦奪

騒幾彩然紗苗蒔榊内炎岳濠潔暮

ダ翼一ブ1呼イアミ鉱隊飽襟蜜災ペリア勤鴫繭添淡葛濠災紡クジ然畷渓淡淡1潔蕊燃畿〃湾繋塚潔一漆鋤輸蕃幸汐イは上

記の対ン派ビ汰一シ嚢ンな星あ閥様紀遺菊嶋離党繍菱勉繊藪到漢横道蜜然蕃､淡汐潔狐胤畿汐鉱床は州激7母線⑳ずく挑側熔鳶

簑地團上の蓬搬賊鋤雌至は渚の南方互維搬毅鐘所搬篭病院な沸嶋秘枇仰喝所であ篭丑�
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難

灘

働淡〆軸婆帯淡ド鐙犠麓秘灘餐#潔詳

猪秘潔榊災曲篶汐篤災･汐禦ト

働鰯隷幾学め看薬翻脈繊襟化網状艦織の縛鯛

､1萎灘

.灘咀一'

麓⑳鯵灘蕗鳶鰯滝労イ榊串嫌籔ト泌

山鐘鐘鮒弼

轡㌶概曇櫛1ζ亀蓬いイ鑑賓踊の鱒鱒蕨

サン･

蝉燃撒沈ル繊陳の人麗並航&締繋鑑

縛

轡陥没した繭側鉱体の擦翻麟

働鮫煮踊登統皇錐讃釣撚貌岳

⑳淡ン･蝉楓狐猟ルの鱗鱒蕨と選鉱錫�


