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輸入鉱石について

日本の鉄鋼業のおいたちで述べたように日本の製鉄所

は出発において鉄鉱石資源が十分でないので海外鉄鉱

石に依存することによって出発したのである･その事

第55謹過去87年間の鉄鉄石総生産量内訳

時代別����期間��国内鉄鉱※������輸入鉄鉱������������依存率しかし実際に製鉄用鉄鉱原椎��������

明治7年～明治似年�����38年間��958,000�����3,174,000������������76%外に国内の砂鉄硫酸焼鉱��������

大正元年～大正15年�����15年間��1,725,000�����10,961,000������������86%炉煙平戸煙等)も利用されて��������

昭和2年～昭和35年�����34年間��30,928,000�����124,459,OOO����81%����������������

����������������1(…)�����������用量は次の図をみるとよく七�����

(合計)�����(87年聞)��(33,611,OOO)�����(138,594,000)��������������������

��※砂鉄硫酸焼鉱資源を除く(���������笈料本邦鉱業の趨勢から作成単位:トン〕���������������������`丁1

��������������������������������一7n皿

��������������������������������.帥'

��������������������������������.ヨ㎝

��������������������������������､一m

�������������������������������り�,3uu

�����������������〰

������������������������������'��I.1冊｡

価一������������������������������'��

�����������������������→�������'��

�������������������������■�'������1.Om

1.⑪OO����������������������������'����

�����������������

罰oo��������������������������������90o

畠o��������������������������������8血価

��������圃一��鉄鉱布�����������������'�����

�����������������

70皿��������������������������������7皿佃

������������■��一一������������''������600

伍o���������������､��{ムｰ��砂��航戯串�含�･〕���������

�〉����������������〰

�����������������

�����������������

柵O��������������������������������400

����������������､����������������

帥��������������������������������3㎜

����������������､����������������

���一������惰入鉄鉱��.;����������一�����������200

2皿o��������������������������������

������������������

汯漉������������������

������������������1■�κ�������������

伉����������������

��'3��后��品9m���1�ヨ���缶���sj�������伍�2���o��23ヨ���

�`蜥1�����������������������������グ舳蝕蛛朴.榊榊{･'､作榊1��

価ト･〕

(昭和〕

情については下記の第55表による過去の生産量をみ

ることによってよくわかると思う.すなわち明治時

代で依存率が76%大正時代で86%昭和時代は81

%である.戦時中から戦後にかけて全く海外鉄鉱に

依存しない期問があったが過去87年間を平均すると

約80%は外国に鉄鉱石原料を依存していることになる.

しかし実際に製鉄用鉄鉱原料としては本来の鉄鉱石以

外に国内の砂鉄硫酸焼鉱その他(ミル･スヶ一ル高

炉煙平戸煙等)も利用されている.これらの実際の使

用量は次の図をみるとよくわかる.
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日本の鉄鉱石類の消費鐙

とその割合(単位万トン)
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すなわち日本の今までにおける総輸入鉄鉱石量は約

且億垂千万トン国内の総生産盤は約3,400万トンであるから

鉄鉱眉として回本で消費した量は約五億8千万トンでこ

れに砂鉄の982万トン(明治34年～昭和33年)硫酸焼鉱の

1,711万トン(大正7年～昭和34年)を加えれば鉄鉱石

資源として製鉄刷二使用した総鑑は(87年聞)約2億トンに達

することになる･最近1力年間における世界の鉄鉱石

総生産量は約4億3千万回シグ･トン(1959)欧州地

域(23ヵ国)の総生産量がその約半分の2億3千万ロン

グ･トンであるから日本の過去87年間に使用した鉄

鉱石原料(鉄鉱石(内･外)砂鉄硫酸焼鉱)の総使用量

にも満たないものである.また全世界が過去110年聞

(亘850一且959)に生産した鉄鉱石は約127億5,500万トンであ

るからこれと比較すると約0.0且%に当たり国内鉄鉱

石生産量のみと比較するとこれは約④舳2%というき

わめて貧弱なものである･このことは日本の鉄鉱石資

源のみでは製鉄用原料の需要にとても満たないもので

あることを示していると思う.

韓国においてはその大部分の鉄鉱床が北鮮にあるが

現在輸入されているのは南鮮(大輪民国)からで鉱山

の主要なものは･金谷鉱山忠州鉱山韓国鉱山である.

忠州鉱山および金谷鉱山は先カンブリア紀に属する黒

雲母片麻岩中に層状をなす塊状磁鉄鉱･石英鉱石である

が若干の赤鉄鉱も含まれる･

香港の馬鞍山鉱山は接触交代鉱床でスカルンを伴う

磁鉄鉱を主とする鉄鉱床である･19“年の輸入量は工2万ト

ンである.次に輸入鉱石品位を下記に示す.

国名�鉱山名�Fe�Mn�Si02�S�P�A1203�CaO�M190

山��^���'一1�11■一�山1■��

朝�忠州�55.97%�0.05%�19.57%1､;､､1､､星､1�0,084%�O.015%�0.60%�027%�O.19%

��一■���I川一�一'`■�一'■一��

�金谷�49.77%�0.04%��O.O08%�0,010%�0.仏%一…O.43%�012%�O.15%

鮮��･…���1■�1''���

�大荘�弘.55%�O.24%��O.058%�01023%��8.21%�O.37%

■山'■��^一��一■11�'''�1■■�凸'��

�申��������

香港�馬鞍山(粉)1�56.29%�O.49%�8,99%�O.063%�O.011%�O.96%�2.52%�6.08%
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さて日本の輸入鉄鉱石の初めは大治鉄山(中国)か

ら輸入されたのであるがその後満州朝鮮の各鉄鉱

床が開発されて輸入されるようになった.

そして大正時代に入ると南方地域(マレｰフィリピン)

が開発され昭和時代に入ると朝鮮中国マラヤ

フィリピンインドの各地域からおもに輸入されるよう

になった.この変遷については前述したとおりである

が戦後は全くその様子を変えてマラヤフィリピン

インドは従来どおとりであるがこの他にゴアアメリ

カカナダ南米(ブラジルチトアルゼンチン)香港

および南アから鉄鉱石が輸入されるようにようになった.

この理由については戦後の国際状勢をみれば持わかり

と思う.

*Sn目0.06%

埋蔵鉱量として南鮮(大韓民国)は約1,800万トン

(亙e40%)を有するといわれているが1961年の輸入鑑は

蝸万トンである.香港の馬鞍鉱山は戦後開発されたもの

でその埋蔵鉱量は約450万トン(Fe妬%)といわれて

いる.

マラヤ連邦における鉄鉱山の開発はほとんど日本の手

によって行なわれたといわれているくらいで1919年に

石原広一郎(石原産業)はSri汕edan鉱山(Johore鉱山)

を発見し1921年から出鉱を始め1928年頃からはKe-

maman鉱山の採掘ついで1930年頃から日本鉱業が

Dmgm鉱山を開発いずれも鉄鉱石は日本に輸出され

た.1936年頃になるとしangkapTemanganの各鉱

山がそれぞれ開発され戦時中はIpoh地区の鉱山およ

びRompin鉱山が調査開発されようとしたが終戦によ

って休山のやむなきにいたった.

そこで最近の輸入鉄鉱石の輸入量推移(第56表)と輸

入鉄鉱石銘柄別購入量ならびに購入比率推移についてみ

ると次のようになる･(第5ク表)

�へ���主要翰入国名※��

時忙�輸入鉱(慕)�マラヤ迦邦��イノトコ'｢万π;��一一'カナダ

昭和23年�501,OOO�70,O00��8,OOOl一{6,OOO15,OOO�9,OOO�一

24�1,5尉､O00�485,OOO���3{5,OOO�一

25�1,425,000�521,OOO�36,OOO�60,OOO�566,OOO�一

㈶����住���〰���住���住�〰�住��住伀

27�4,768,OOO�821,OOO�4i9,OOO�251,OOO�エ､182,000�496,000

28�4,290,OOO�8閑､OOO�455,OOO�252.O00�1,205,O00�909.000

㈹��〵�住��㈱�住���〰���住����住���住

㌰����〰��㌲�〰���〰���住����〰���住

㌱����住��㈲�住����住���住���ぱ伉㈸�〰　

32�9,381.000�2,872,OOO�1,535,OOO�1.2911000�1,451.OOO�33工.OOO

㌳����〰����〰����住���住����住���〰

34�lO,389,OOO�3,750.OOO�1,877,000�1,404,ooo�工,295,OOO�677,000

35�14.8611000�5,3割OOO�2,442.OOO�1,997,OOO�1,202uOO�1,O幽､O00

���(費料:1昭利36年版日本の鉄鋼統��ナガら単立卜/)�

��兼現在年間100万トン以上を輸入している国名のみあげた����

現在年間100万卜/以上を輸入している国名のみあけた

マラヤ連邦の鉄鉱床は石炭紀に属する石灰岩千枚岩

珪岩および片岩類か三畳紀に属する頁岩および石灰岩類

と花開岩類(白亜紀後期迷入と考えられている)の接触部に

`岬位:1･シ､

1195b{比導上!!95坐剃,｣三581比馴一ビ･且壁上

.竺丘五二萱翻｣畷i1濫･姐一'U脳㌃

㌻ぷlL緊'青†

5､犬推醐5

11蔦奪棚二二1■

幡滋酎)

1..鵯繕山

1警燭欄1(㈱1､闘

98･08992.50271.642176.6η

第56表戦後日本における海外鉄鉱石

輪入量推移

第57表輸入鉄鉱屈銘柄別購入量

(ただし1この表の総合計は各国の合計であり1また国別の

比率もこの総合計により表現してある)�
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����(単位トン〕

�1956(比率〕�｣1957(比雑〕�1958(比剃�1959{比剃

(マラヤ連邦計)�2,146,031�2,678,720�2,230,381�3,564,097

�(28.8%〕�(30.2%)�(31.2%)�(35.1%)

1.ツングン�1,7例,710�2,127､割8�1,465.170�1,870,315

2.イポｰ�146,110�I83,492�159,380�412.327

3.ケダｰ�25,135�64,〃6�38,581�91,760

4.エンドｰ�一�■�43,177�一

5.ペトン�一�一�一�69.358

6.スリメダン�210,076�303,404�259,885�409,456

7.ナマンガン�一�■�264,188�385,549

8.ケポン�一�一�一�111,828

9.タンプン�一�一�■�197.9刷

10.アｰキｰ�一�一�一�15,540

生成された接触交代鉱床であるがこれらの鉄鉱床はそ

の生成状況によっては硫化鉱物(銅砒素錫)を伴う

こともあるので鉱石の性状については注意する必要が

ある･また南方地域特有の転石鉱床(鉱床の上部)を形

成しこれらの転石状鉄鉱石の本源を求めるのに苦労す

る場合が多い｡各州別鉄鉱床の産状は次のようである.

つF亙e巫gga皿㎜リl111

①Dungm鉱山

a.BatuTiga鉱床

�

1〕.BukitBesi"

����筩�∀

d.SriBangan〃

②Kemaman鉱山

��捨慮最

�

Stahum鉱床

b.Kemaman鉱床

③BukiTasek鉱山

④BukiAnakSa1鉱山

⑥Paka鉱山

磁鉄鉱赤鉄鉱

(少量硫化鉄鉱黄銅

鉱を含む時には錫眉

を含有する場合もある)

赤鉄鉱褐鉄鉱

(時には合マンガン鉄鉱

床またはマンガン鉱床

錫鉱床もある)

ラテライト?

ラテライト?

(探鉱中)

(埋蔵鉱量)

2,000万トン

(Fe55～60%)

(埋蔵鉱量)

200万ト:/

(號､鵯隻%)

少

少

Dungun鉱山は今までに約880万トン近く採掘した

といわれている.

Ke1醐ta皿州

'��■一'山�

①Te㎜angan鉱山��褐鉄鉱赤鉄鉱�(埋蔵鉱量)

�A鉱床�酸化マンガン鉱�

��採掘済�800～1,OOO万トン

�B〃�〃�(誌驚｡)

�6･�採掘中�一

�D〃�〃�■

�E"�〃�Fe59%,Mn1%

�F〃�〃�Fe58%,Mηg%

Fe58%,Mが%

JO血O鵬州

①SriMedan鉱山

②Kepong鉱山

���潮慮最

�

BeSar鉱床

b)Bt.Pasol〃

｡)Bt1Aboh〃

③Endau鉱山(B1』kit

Langkap鉱山)

a)ラ島カッブ鉱床

b)トワン･

C)サンバング〃

④一■砿;Wai爾パｰ1

����捨楮��

⑤`KotaTinggi鉱山■

._.工些暁辿.K争n争n)

⑥SusuRotan鉱山

⑦Ro皿㎞皿鉱山

⑧Jema1ung鉱山

⑨Sejagong鉱山

歩鋏鉱磁鉄鉱

1埋■蔵一鉱`1憂■^

140万トン

.(Fe59～60.%)I

赤鉄鉱140万トン

(Fe59～60%)

赤鉄鉱

禍銑鉄

赤鉄鉄磁鉄鉱

赤鉄鉱

300ドジ700万トン

11■(…㌫､)

500～600万トン

2晩rガ手■一I1.'

(Fg.壁室.§･1.01野)

(前斤'下1万1

�攵��

開発されているのは①②③のみみでSriMedan

鉱山は今までに約1007万トンが採掘されている.

肋h胴g州

■■1''`①UluROmpi皿鉱山赤鉄鉱(EMMC)a)BukitIbam鉱床h)BukitSana皿･c)BukitPesagi･d)BukitSan1ong･e)BukitAngen･��一■■1■■一■■'一1一司埋蔵鉱量3000万トン(Fe57～6ユ%)■'一203トン(Fe46～54%)

②Pontian鉱山'､,�赤鉄鉱�

③Kuantan･��

(PanChing)�〃�'

④Chini"�〃�/1蓬紳!)/一一'''一1

⑤Jerantat･�〃�/鰻蟻;/

U1uRo岬in鉱山は

とも期待されている.

Ke出血州11

最近開発された鉄鉱床でもつ

①Kedah

Peak(Jerai)鉱山

②Guo鉱山

③SmgeiPatami鉱山

④Provi㏄eWelles工ey

赤鉄鉱

(ラテライト)

赤鉄鉱磁鉄鉱

赤鉄

(埋蔵鉱量)

60万トン

�攵��

930万}ン

�收��

(亙e60%)

③の鉱山が大きいようであるが

ようである.

Per魯炎州11

転石鉱床を主とする

①Tam1〕unRoad

①Tam1〕unRoad��赤�鉄�鉱�(埋蔵鉱量)

���1一'一��

②Ipoh地区�����

a)T.M.C.鉱床��赤�鉄�鉱�300万トン

���䙥�┩

1〕)G.R.M.C.O･���〃��553万トン

�����(Fe63～64%)

c)F.工.M1.C.O.･���〃��200万トン

���䙥�┩

d)P.M.E.�〃��〃��71万トン

�����(Fe6ユ～66%)

e)U.I.M.C･���〃��一

f)A.K.工.M〃���〃��'�
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現在開発しているIpoh地区は古くからKinta錫鉱床

区としてしられていたところで今は転眉鉱床として鉄

鉱石を採掘している.以上で一応マラヤ連邦の今迄に

知られている鉄鉱床について説明したが鉱床によって

は古生層にぞくする雲母片岩と頁岩中に層状をなした

り石英斑岩中に脈状を呈するものなどもありすべて

接触交代鉱床としてとりあつかってよいかどうか疑問の

鉄鉱床もある.ともかくも大規模に開発されている鉱

床は①Dungun鉱山②Temangan鉱山③Sri

Medan鉱山④Endau鉱山⑤U1uRompin鉱山

⑥Ipoh地区でありあと探鉱中が①Jerantat鉱山

②Chini鉱山③Kuantan鉱山④Paka鉱山とい

われている･なお輸入鉱石の化学分析値を示すと下表

のようである.1961年の輸入鐙は665万トン洲0年は535

万トン丈959年は375万トンである.

(マラヤ連邦)��Fe%MnSi02%%%�S%��

�■■���PA1203CaOMgO%%%.%�

ナマンガン�57.50�2.41��2,700.0ユ00.0831,010,030.1O�

ズングン(水洗)�61.86�O.07��3,130.0340.0313,440,030.07�

･〃(粉)���55,700.0810,520.044010294,430,070,08��

エンダオ�50.57��1,475,580.0940.0558.05一��一

スリメダン���61,500,116,360.0160.1762,450,090.23��

ケダ�一��54,660.22ユ2,790.014010315,440,030.11=一1��

イボ�一�58.30�1.89�1,550.0080.0506,410,080.14�

ケママ=/���45,306,026,750.0690.1095,950,180,15��

(単位トン)

�1956(比率)�1957(比率)�1958(比率)�1959(比率)

�r爾蔚r�一'一�■�一一一

(フィリピン計)�(19.2%)一'�1,356,225(工5.3%)�971,207(13.6%)�

'����1,090,729(10三甦工.

1.マリンヅケ�124,080�μ,076�53,686�26,085

2.ララップ�1,031,986�1,021,792�821,546�886,214

3.パラカレ�10,893�10,955�16,955�10,582

4.マティ�91,924�166,504�79,020�167,848

5.サマｰル�176,068�112,898�■�一

フィリピンの鉄鉱床の開発は古く1684年頃からそ

の存在が知られていた｡それはルソン島がスペイン

人によって占領された初期の時代にBulacan地域の鉄

鉱石を利用して鋳鉄を製造し鋤などをつくっていた

といわれている.その後ユ919年にBataan地域の砂

鉄(Marivelesの海岸砂鉄)を利用として高炉が建設さ

れたが失敗したようである.ユ918年にはCamarines

Norte地方の鉄鉱眉が日本に約48,000トン輪山され

以来1934年から1941年まで年間60万トンが輸出され

たが終戦により一時中止し昭和27年から年間100

万トン以上が輸出されている.すなわち終戦までに重

要鉱山であるしaraP鉱1山が約394万トンSa血ar鉱山

が96万トンMarindugτe鉱山が26万トンそれぞれ

日本に輸出したといわれている.

さてフィリピンの鉄鉱床を大別すると次の4種

類にわけられる.

1)接触交代鉱床(Larap,Paraca1e,Camachin9,Sa-

�爬�物��略�慴����湧愬���

�牴�楢畧略�

2)露天化残留鉱床(ラテライト鉱床)(Surigao,Mani･

���楮慧慴�潭潮�温

3)堆積鉱床(Cama1aniuganCagayan)

4)漂砂鉱床(秒鉄鉱床)(Bataan地方IbaBOtO1am

噩条温

そこで各鉄鉱床について地域別に説明すると次のよ

うになる.

a)Camaτi鵬sN0fte地方(Calambayungan島)

1)㎞鉱1儀11鱗総剛

26,625,OOOトン(埋蔵鉱量)

Dawahan〃

Capacuan〃

Batobalani〃

Caiaburnay〃

Daguit〃

Calabumay鉱床(Paraca1e地区(Fe66%)400

万トン

これらの鉄鉱床は頁岩雲母片岩および石灰岩と花開

岩類との接触交代鉱床で磁鉄鉱を主とするが硫化鉄鉱一

黄銅鉱をともなう場合が多い.

b)So凹地emS霞酬鮒地方

この地区のSamar鉱山も接触交代鉱床で磁鉄鉱赤

鉄鉱からなり鉱体はレンズ状を呈する.この地区の

鉄鉱石の産状は①粗粒の粘土質鉄鉱②縞状高品位鉄

鉱にわけられる.鉱石は赤鉄鉱を主とし高品位鉄鉱

の埋蔵鉱量は78万トン(Fe63%)で低品位鉄鉱石は

36,8万トン(Fe40～58%)に在る.Ma亙ica皿童鉱山は

Manicani島にあり蛇紋岩の風化作用によってでき牟

ラテライト鉱床で埋蔵鉱量は5,436万トン(Fe46～

51%Mn0.5～O.8%P0.01～0.02%A12035～9

%Ca00.2～0.6%)である.

またHo㎜onhon鉱山はSamar島の南端でラテライ

トを主とする鉱床でその埋蔵鉱量は1,000～2,000万ト

ン(Fe47～50%Cr2030.5～3,5%A12032～5%)と

いわれている.

C)M鮒in加叩eIS亘a双d地方

篶松∴/麟代鞠､)�
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埋蔵鉱量(確定76万トン推定15万トン)は91万トン

(Fe58～60%SO.5～O.8%A12031～2%)とレ･われてい

る.

d)遇ulacan地方

フィリピンではもっとも古くから知られている地区

で露頭が東北方向20kmにわたって分布し鉄鉱床

'はSierraMadre地域に生成している.それは凝灰

岩頁岩類と花開岩類の接触部にできた鉄鉱床で鉱石

は赤鉄鉱磁鉄鉱を主とするがその品位はFe45～55%

の低品位であり多量の硫化鉱物(銅硫化鉄)の他にコ

バルトを含有することがあるので開発されていない･

塞§畿期盤椚�(Fe50～60%)�埋蔵鉱量工00万トン

3)Camching･�(亙e57～65%Si0252宅Mn0.17%A12034.80%MgO〇一74%)�120万トン

4)SantaInes･�(Fe50～55%,S2～6%)�2,200万トン

5)Constancia･��

6)Santo1･��

7)Hion･��

��一■■11'

8)Sta.Legarda･��

e)Mat亘Davao地方(ミンダナオ島)

llllll㍗/畷蝋

この種の鉄鉱床も硫化鉱物を伴うことが多いようである.

f)CagayanVa亘旦ey地方

1)Camalaniugan鉱床

1111111匁/

g)Za㎜boa皿ga地方(ミンダナオ島)

埋蔵鉱量

250万トン

1;二鴛鴛､鮒触チ代;/鰍麟酷トン

3)UpPerSibuguey〃(

4)Pagadian〃(

)Fe60%750万トン

)Fe60%150万トン

3)4)は現在開発中である.転石鉱床をなすことも

ある.

h)I1ocosNorte地方

1)LaminValley地区(接触交代鉱床)

(磁鉄鉱)Fe55～60%Ti02o.迅6～o.8%

(埋蔵鉱量)80万トン

2)Piddi9鉱床(Sier,Nxuva)

i)Surigao地方

この地方はフィリピンのラテライト鉱床としてもっ

とも大きな鉱床である.その分布はGigajuit町の以

東からCantelan町の北にわたる海岸線に沿って約48

マイルに分布する.そしてSurigaoのラテライト鉱

床は150k㎜2厚さ20m～30mその埋蔵鉱量は10億

トンにおよぶといわれている.フィリピン政府は確定

鉢量7･000万トン(Fe47･76%Si0･1･08%Al･O･8･71%

�㈰㌴�����═��������㈶─

H.0(一)31.02H.O(十)13.79%)と発表している｡

鉱石は主として針鉄鉱からなるがごくまれに赤鉄鉱

磁鉄鉱をふくむ場合もある.この他にDinagat鳥に

3,200万トン(Fe50%Ni,Co,Crはごく小量)Dahika平

湾付近に4億トンNonoc島に114万トン(Fe48～50

%)の埋蔵量が夫々知られている.次にルソン島の北

西部海岸た相当量の海岸砂鉄を産出することが知られて

きたのでこん後の調査によっては開発される可能性が

ある.フィリピンからの輸入鉄鉱石の化学分析値は下

記のようである.196且年の輸入量は122万トンである･

(フィリピン)��FelMnlSi021S��戸了rCぺ�A1203�Ca0��

��%.Lぺ%一1�����MgO�

����.托._%�%�%■■�､一弩一�

ララッブ���1■1!�����

���56･69,O･11≡9･55.O･775'�O.1020.052�2.72�2.06�1.57�

'��一I''I■��_.一.｣_�■一��11■L�

������������

"(粉)�55961���O.146C由玉35�3.07�O.91�1.21�

�一■■1�''�一一17.95�■,�_._1ド0.0650,016一･･一1一･一�一�止一''�

サマｰル�49.86�0.33�O.190��4.95�O.80�O.67�

�…��'一'�■'凸�一一1'���

マリンズケ�60.25�0.13�7.73�O.585�O.0260.088�工.28�3.25�O.49

�■一,一I凸��一一'■',�コｰ''■�■■一'�1,■�'1�

�����

バラカレ�64.08�O.07�4,990,011一…1一�O.0360.014�1.17�O.18�O.17�

�����

�一一�一'��lL0.0520,150]�一一�1■■'��

マテイｰ･�58.81�O.22�τ47!O･932��2.35�1.83�O.83�

��'■■11��'11�■�一,一'､�'一�1

スリガオ中��������

(ラテライト)��j47,760.96�1.08-O,21�O･0271一�8.71�■��

������

�����■■■���

�　

��

��

〶�

〴�

��

�㌀

#Cr2034,09凧NiO.75兇

����単位トン〕

�1螂帆華〕�1957く比率)�1958(比率〕�]9馴化榊

(インド'馴�1,16司.250�1.3531318�1,279.202�1.6401736

�05.信%〕�(15.2%)�(!7.9%)�(16.2%〕

脳血創����

1.インド'�55]､685�867､㊧99�1,166,671�1,舳｡.価高

2.ジャガペ･パ･�1低995�176,361�46,080�83.823

:≒.･1テンダｰ�一�I�7,872�33.081

4.レディ�66,232�8{.285�51,622�酬.8価

5.ホナパｰ�一�一�6,957�'

6.ペラリｰ�217､姻信�90,365�一�一

7.クタ�33.7ユ3�20,233�一�一

s.オリッサ�90,B42�S6.866�一�一

9.シ十イブｰル�一�へ392��'一■

lo.ナヤダペット�22,918�8,055��一,

11.ラシャスタｰン�■�7,195�一�■

12.トムカ�'�?､867�■�■

13.ビハｰル�7,O劉�一�一�一

14.グワリヘ'�4,184�一�一�一

15.サレム�6,351�■�'�一

16.ポスペント�18,810�一�■�一

17.クダ回一�一�一�'�28.529

はア計)�955,923�1,300.732�999.5関�1.a店8,OI2

�{13.O%)�(M.7%〕�o4.o%〕�06.4%〕

���一一一�

1.ゴア�965,9鴎�1.3001732�999,584�1,668.012�
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インドの鉄鉱床はアジアにおいてもっとも大きな確定

埋蔵鉱量をもちそれは約210億トンで全世界の鉄

鉱石埋蔵量の約ユ/4を占めるといわれている･そして

その鉄鉱石は主として赤鉄鉱磁鉄鉱褐鉄鉱に夫々

分類されるその分布は次の如し.

�

㈩

㌩

赤鉄鉱鉱床(BiharOrissaMadhyaPradesh

MasoreBombay州)

磁鉄鉱鉱床(MadrasMysoreBiharOrissa

Hi㎜achalpradesh州)

褐鉄鉱鉱床(菱鉄鉱をふくむ)

(WestBe㎎a1地方)

また鉄鉱床を大別すると次の3つに分類される･

1)鰯状鉄鉱床(LakeSuperior型)

これは所謂先カンブリア紀にぞくする縞状鉄鉱床で

さらにa)非変成型鉱床とb)変成型鉱床にわけられる.

すなわち一般にa)の縞状赤鉄鉱鉱床は規模も大きく

縞状石英･赤鉄鉱鉱層と称されるものでありb)は花

筒岩類の避入によって熱変成作用をうけ縞状石英･磁

鉄鉱鉱石と称せられているものである.

2)ラテライト型鉱床

これは熱帯地帯の諸条件によってできるものでイ

ンドの場合は含鉄鉱層が変質して生成されたもので広

く分布している.(Fe25～35%).

3)岩撹分化鉱床(Taherg型)

これはいわゆる岩漿性合チタン磁鉄鉱鉱床でa)燐

灰石･磁鉄鉱鉱床b)合バナジン･チタン磁鉄鉱鉱床

｡)鉱脈状鉄鉱床にわけられるがa)b)は南部My･

sOre地方Singhhu㎜Copperbe1t地方に平行して生

成されている.c)はKumoo1地方(Madras州)に

みられる.しかしインドでもっとも重要恋鉄鉱床は

1)である.全インドの鉄鉱床について説明するのは大

変であるから現在のインドにおける生産量とか品位

鉱山数について説明する資料として第58表第59表第

6④表をごらんになればその状況はよくおわかりと思う.

���(1958.単位:トン〕

生産最の規模別(年闘)�鉱山数�総空産屋�比率

'1'''一�''ユ･一'�1-u1�

��〉������─

50ト1.OOO�ユ5�11,401�O.2

1,000～5000�46�116,350�1,9

5,001,10,OOO�ユ7�1を7,9別�2.1

���紲�〰〉㌰�㌸���㌀

㈵����〰〉�������

50,OO1～10qOOO�ユO�732,805�12.2

100,001～500,000�8�1,799,O別�2918

500,O01以上�3�2,301,813�38.1

一■`'1■��』11■�､一

(会計)1(159)��(6,033,176)�1100%)

第59泰インドの生産量別の館山分布状況(1958)

���`lo閉.映附:llン〕

工州仙�{地域宗)�迂'k1椛』此〕�

^11d11閉I】I･回山里11�^11回111卵urC11iHoorC11dd8脾11K1咽mm四11くriS111i^Iく11r11OOlVi珊k1岬舳10mレト肘〕�8､･11929.“237,1u825.68122.82285.151625(209,508〕�

Bi11舳�Si11甘11b1111m�2,261､ε51�t珊.出側.11Hll.･1刊竈トりイニ1･砧人の峨軸.雌

BOmbW�C11回mloR舳旧眉il･i(･｣･昇1.〕�7.O棚139,199(146,248〕�

M皿d11脾Pr剛I凹sll�1〕r1収Gw^lior』ob日1p岬(小･刑･)�216.6538.6538,653(233蛎9)�

Myso閉�趾11帥yChiokmo榊1o肥C1,i“■ldru店NO“11Iく舳固閉(小計)�647,3η一24,084ユ刷､71645,392(971569)�

oris舶�Cuu巴｡klく個0nj1胆rMW岨b1岨niSund帥帥r11(小肘〕�3⑪8.216770.4211,107.3鵬11,267(2197,297〕�`r,1刷協1腕悦看供'棚丑払功岬

Pulijob�Mollilld帥蝸rllJ^ip阯rJ11u11jllu11uSil{帥(小肘)�16,田03･53.?74:…8.52710,070(92,371)�

{総■百1･)��{6,1リg.706〕�(鉱山嫁1酬

第58表インドの州別および地域別

鉄鉱石生産量(1958)

������(1958.単位:トン〕

州名�Fe65%以�Fe65-67%�Fe63-65%�Fe60-63%�Fe58-60%�Fe58%以下

An山mPrad�508�10,654�112484�560則�29,642�126

�一�7工.078�199439�857888�1128■幽1�4.6051一一

一■Bih帥･■■一Bomb里y-L一■1-M^伽畠Pam'郎h一�7,016�33�7,315�116651�15,233�

�i�i�225306�8653�1�■

Myso爬�61,873�408509�345528�一�一�155659

一一一��一1����

�������㈷㈱��〶��������

0ri5馳■'■1一`Punjob�一�一�14435�一�2468�一

Raj日s1h帥�1�■�81200�11171�`�■

{総計)�(128,487〕�(568,359)�11512922〕�(1591066〕�Ω292836〕�(1036036)

{■�'■�一'����

{比率)�(2.lO%)��(9.27%)'124.68%)�(25.96%)�(21.09%)�(16,90%)

第60表インドの州別にみた鉄鉱石(品位別)

生産量((1958)

次にインドにおける鉄鉱床の稼行鉱山会社別による

その稼行地域を表にすると次の如くである.

(鉄鋼および鉱山会社名)�(州著)�(地域名〕

』■'1��

一.丁舳iron&Slee1会社�Billar,Oriss旦�M齪yurb11帥j

��Si㎎hbhu而

2.Indialron&Slee1会社�Bi11町�Sin呂11b出･m

3.Oris馳Minεra1sDevelo叩㎝1会社�0rissa�Keonihar

4.Mysorelron&S一色elWork･会被�Mysore�Cllikma匡｡l･r

5.M/SNalld閉mHu1個1冊m会社�Ori畠s里�Cullao峠

6､冊101Meroan1ileCo.por^lion会社�An刮1r画�Kri雪トI1a

�Pradesll�K11邑mm乱m

7.NewlIldi邑Minin高Co.por州｡n会社�Bombay�R舳na喀i･i

8.B呂ijn舳11S帥d齪,MadhuBa閉n�0rissa�K60njh趾

9.ShriMisriL日1』ain�Bi1咽r,0ris醐�S市1ghb11um

��Cutt日｡k

lO.B.PatI岨ik�Orissa�Keon畑r

11.Cad1寓iMineralMiI1ing会社…Myso.eBe11冊y��

��1資料:インド鉱山居繍脳料より〕

なお現在日本の技術援助によって開発が進められ

ているのは1)醐r亘b鮒四(キルブル)鉱山2)臨i旦ad蝸�
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(パイラデイラ)鉱山でいづれも先カン

ブリア紀系(Darwar層)中に胚胎する

縞状石英･赤鉄鉱鉱床でキルプル鉱山

は推定埋蔵鉱量約2億トン(F･60%)で

年聞200万トンを出鉱する予定である.

またバィラティラ鉱山は14鉱体にわかれ

埋蔵鉱量は7億トン(Fe62%)で年間

200万トンを出鉱する予定である.

次にNoa㎜氾nd亘(ノアムンデイ)鉱山は

オリッサ州にあるインド第一の鉄鉱山で

タタ製鉄所の所有で埋蔵鉱量約3億トン(Fe60～62

%)の縞状赤鉄鉱鉱床で上部はラテライト化している.

またJOgay鞭et(シャカヤペット)鉱山はアテラ｡プラ

デシ州にあり転石鉱床として露天掘でFe64～68%

の赤鉄鉱を採掘している･HO･脚(ホスペット)鉱山は

マイソｰル州にあり転石鉱床で67%の赤鉄鉱を毎月

10,000下ン採掘している.Be11ary(ベラリｰ)鉱山

はやはりマイソｰル州にありやはり転石鉱床としてFe

67%の赤鉄鉱を毎月11,500トン採掘している.このホ

スペット鉱山ペラリｰ鉱山およびサンダｰ地区を合せ

てその埋蔵鉱量は1.5億トン(Fe64%)といわれてい

る･なお全インドの埋蔵鉱量は第62表にしめした.

またインド｡ゴアの輸入鉱石の品位を第62表にしめ

す.1961年の輸入鐙は169万トンゴアからは315万

トンである.

.(インドおよびゴア)�Fe%�Mn%�SiO｡%�S%�P%�Cu%�Al…O%�CaO%�M鼻O%

カランパダ�竃簑11;;��1.�4�O.040�O.006�1.86�0.04�q1O

���■�一�■1■I'��'��

ジャガペット���3.�5�o.o製�O｡⑪05�2.14､�O.10�0.07

�����■『1■■■����

オリッサ�67144�0.11�1.�6�O.024�O.O06�1.23�O.02�C.06

���……1�■��u■I���

ナユデュペタ�63.25�O.11�4.4I�0.015�O.120�O.O07�O.92�O.07.�0.07

����■一'一�����

ペラリｰ�65.66�O.08�2,70�O.006�O.049�0.O06�1.62�O.04�0.05

'ロハｰフ�64.73�O.06�4.30�O.O04�0.057�O.006�1.71�O.04�0107

���''一,■�■■■■�����

ラジャスタン�63.80�0.05�7.66�O.009�O.062�O.006�O.50�O.08�O.09

トムカ�66.55�O.13�1.73�O.006�O.042�O.004�1.34�`0.03'�0.07

レディ�61.25�O.08�1.63�0.0190.057��0.007�3.64�0.03�O.06

�����■■1一一''一1一���■�■一■一

ゴア�61.90�0.94�2.81�O.01910.034��O.005�3.75�O.03�O,05

��{インド鉱山局発剖{単位:百万トン)�

�(地域別)�(確定推定鉱量)�(予想鉱量)'

ω赤鉄鉱�①Bih趾､Oris馳州��

�(Si㎎hb㎞m,Ke㎝jト町��

�S㎜由r9帥h,Ma岬b�2,743�8,000

�1旭nj)��

�②Ma凸yaP胞des洲��

�(Dh邑11i-Ra加閉,�1,564�1

�B旦i1洲8,Rowgh砒,��

�慢�灯���

�③Bomb･y州��

�(Ch･池R邑ta㎎i･i)�迅2�9,500

�④W･o舵州��

�(Dha･舳･,Bellary,Chik�904�一

�m螂1ur,Cllita1dmR,��

�Shimo9･Tum㎞･)��

�⑤An凸･aPr邑de･M･1･1��

�(K･･no･1,Adi1邑b池�4ユ�一

�Karimn㎎趾.Nizam阯��

�b砧W趾･㎎･1)��

�⑥K胴㎞i･�5�一

�⑦Rψ･th帥�5�

�⑧p･･jab(P･ti･1･)�2�30

�⑨Utt邑･P･畠d･sh�10�

�(小計)�(5316)�ユ7530)

12〕磁鉄鉱�①M沁呂･州��

�匸���楯�����〵��〰　

�②A･凸r■P肥desh'llll��

�(G舳u･,Nello爬)�889�389

�③Wso爬州�215�500

�④Bih趾一〇･is･洲�5�'

�⑤HimaohelP閉desh�60�60

�(小計)�(974〕�(ユ949)

㈹褐鉄鉱�①Be㎎･1州��

および��50.0�2,000

菱鉄鉱���

�(総､合計)�(6790)�2ユ579)

(2ユ,579)

第61表インドの鉄鉱万埋蔵鉱量表(1956)(インド鉱山局発表)

第62表インドおよびゴアの輸入鉄鉱石品位

ゴアはいままでポルトガル領として多量の鉄鉱石を

日本に輸出していた.この鉄鉱床はやはりインドの

オリッサ州の鉄鉱床と同様で先カンブリヤ系(Dh･rw･r

層)にぞくする雲母片岩角閃石片岩にともなって

発達する縞状赤鉄鉱鉱床で上部層はラテライト化して

いるそのもっとも大きな鉄鉱床はSanqud州にある

Siligao(シリガオ)鉱山で埋蔵鉱量約3,000万トン

(Fe57～60%)といわれその他にBandecar(ハンデッ

カｰ)鉱山ジャフアｰ鉱山デスｰザ鉱山テンポ鉱

山カンテラｰル鉱山コスチｰ鉱山等が知られている.

ゴア全体で埋蔵鉱量3～4億トン(正･55～60%)と称せられ

ている.おもな採掘会社はChowgu1e会社V.H.

Sa1gaoncaImaos,DamodarMangalji会社V.S.De･

mpo会社Timb10Irmaos,Eis㎝berg会社等である.

�1956(比率)�1957(比率)�1958(比率)�1959(比率)

���

�トン%�.''一■トン%�トン%�トン%

(カナダ計)�281,939(3.8)�302,638(3.4)�432,139(6.O)�537,985(5.3)

����■■''

1.カソチｰノ�一�41,845�238,348�328,506

2.テキサダ�145,291�146,041�193,791�191,160

3.バンクｰバｰ�136,648�114,752�一�一

41ヘッドベイ�一�`�一�18,319

5.ニムキッシュ�一�一�一�.

カナダは戦後日本に輸入されるようになった地域で

日本に輸出されている鉄鉱床はすべて太平洋沿岸に分布

しいずれも古生層または中生層と花筒岩との接触部に

できた接触交代鉱床で磁鉄鉱を主とするが硫化鉱物を

多少ともなう場合もある.その鉄鉱床の分布はBritish

Co1umbia州にぞくする太平洋の小島にまとまっている｡

�■'■■■■'^一��

①Lowise島�CamshewaIroIl��

�duke鉄鉱床�'磁一'薮一蚕一“I■■一`Fe58%黄鉄鉱し白鉄鉱�

���埋鉱蔵鉱量

�ApexMountain鉱床�〃�30万トン

���亙e56%

��一�

②Moresby���

鳥��〃�1,003トン

�TasuHarbour〃�黄銅鉱,磁硫鉄鉱�正'e59-63%

��由��

�■��

�Magnetclaヨn･�磁硫鉄鉱�17.5万トン

��攵�

一一一���

�Prescott鉱床�■'�

③Texada�PaxtonPrescott鉱床��115万トン

島�Lake鉱床�〃�Fe57-59%

�GoodhopeIron鉱床��CuO.30%

��■�

�QuatsinoSound鉱床�磁鉄鉱�200万トン

��攵��─

���

�NootkaSound鉱床�〃�20万トン

��攵��─

④YanCOuVer�IronHi11鉱床�〃�170万トン

島���Fe50-55%

�Brewer鉱床�"�50万トン

��攵�

�Nimpkish〃�〃�408万トン

■■』���Fe47%｣■■■■■�
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以上のようであるが硫化鉱物を含有することが多い

のが特徴的である.その輸入鉄鉱石の化学分析は下記

の如し.1961年の輸入量は111万トンである.

壬∴㌶:1㌻鴛･ニニ:鴛､菩驚r器

②パニスｰパｰ(塊)56.34IO,2619,160-10210,033■1.5ガ8.01三0刈

③カッチノｰ158,020.ユ2.8地O.0790.0202,324.7㍉1.63

�1956(比率)�1957(比率)�1958(比率)�ユ959(比率)

1�'トン%��■�

(アメリカ計)��トン%�トン%�

�97一,4g1(13)一�1,102,357(12.4)一'一一��一下'ン'%

■一I���型9座{(7.1)�534,362(5.3)

1.ユタ�88,737�工31,716�23�一

2.ネパタ�48,707�377,705�342,976�435,120

3.カイザｰ�214,238�193,736�39,218�99,242

4.ワススカ�276,336�118,067�5,462�一

5.イｰグルマウンテン�171,102�22蟹､δ92�122,404�一

6､ラブロヅク�108,404�51,541�一�一

7.パリセイド�63,967�■��

一■】'■■一一…�トツ1��一11■■■■�'1■一

(英領フイジ島計)��トン�}ン�トン

�一�'��

1■一1一''''���1,694�6,284.

7イジ島�'�一�1,694�6,284

一'����

���一■一一'�

2)Neva由州

ネパタ州の北部および西部には鉄鉱床として約20鉱山

あるがそのうち接触交代鉱床として重要なものは下記

のようである.

①BuenaVista����

Hi11s鉱山②Phelps･Stokes�接触交代鉱床�磁鉄鉱�Fe60%�埋蔵鉱量

�〃�赤鉄鉱�亙e60%�少量

〃����

③Mlodarelli�〃�磁鉄鉱�Fe55%�一

(Requa)･④Dayton･�〃�〃�Fe30～�500万トン

⑥DryLake･���50%�

�〃�〃�Fe62%�65万トン

⑥Lo∀elocke･�〃�〃�Fe60%�i

⑦Amarilla･���Fe56%�

�〃�〃�P205�150万トン

�����

日本にはDayt㎝鉱山の鉄鉱石が輸入されているよう

である.

アメリカ西部諸少ト1の鉄鉱床は東部にみられるような

シュペリオル湖型の堆積鉱床はなくその大部分は接触

交代鉱床広域変成鉱床と若干の堆積鉱床がみられるが

現状では東部の鉄鋼業地帯まで運搬するほど大鉄鉱床も

ないしまた経済的にも割があわないのでその一部は

日本に輸出されている.1961年の輸入鐘は94万トン

である.

1)C盆雌｡r皿i幻1111

3)砒沽州

①CedarCity地区

②髄灘斜地区I

(鱗)1(磁鉄鉱)

(･);(島イ脇

`(黄銅鉱)

�攵��

(Fe47～

�┩

3.5億トン

】�'��������

����■,接触交代鉱床����一�

①EagleMountain鉱山�����赤鉄鉱����

�����磁鉄鉱�Fe47-56%�埋蔵鉱一4,300万��

②Shasta･California･����〃�I����

�����1�磁鉄鉱�Fe40%�300万�

③Minarets�����｣���1�

�〃���〃�■�〃�Fe60%�1�500万1

�④KingstonMountain･����〃����

����〃�赤鉄鉱�Fe55%�500万��

⑤IronMountain��〃�������

��(SiloerLake)��〃�I�〃�■�Fe54%�一

������1万｡60%��■�

⑥CaveCanyon��〃��〃�』'����

������!�600万1��

⑦IronMountain一���������

��BeSSemer�〃�≡�����

���,�〃�����

(LavaBeds)�����磁鉄鉱�亙e54%�200万i��

�����

⑧Vulcan�〃��■�〃�I�磁鉄鉱���

���1��赤鉄鉱�Fe51%�530万��

⑨IronAge�〃��!�〃�〃�570万1���

�������■■■■��

埋蔵鉱量

4,300万トン

300万トン

500万トン

500万トン

600万トン

200万トン

530万トン

570万トン

①はリバｰサイド郡にありKaiserStee1会社で経営さ

れている唯一の鉄鉱床で主として自社で消費されてい

る一これらの鉄鉱床はすべて露天掘で採掘されている.

また⑤⑦⑧⑨はサン･ベルナルデノ郡に密集して

いる小規模な鉱床で接触交代鉱床として稼行されたと

ころもあるがその一部は休山している.

5,000万トン

日本には②の地区から鉄鉱石を輸入しているが鉄品位

が低く硫化鉱物を混在している.

英領フイジ島

資料が恋いので判明しないが今までの調査した資料

によると転石鉱床で原鉱床は新第三紀層中の交代鉱床

のようでもあるが鉱石は赤鉄鉱を主としている.鉄

鉱床としては小規模なもののようである.次に輸入

鉄鉱石の分析値を示すと次のようである.

ユタ

ネパタ1

ハイザｰ

イｰグル

マウンテン

䙥���椰㈥�倥�╁�〳╃愰�杏─

54,080.0611,110.0780.2360.Oエ52,841,532.03

58･270,106,250.2570.0760.0250.7911355.88

58･710･097,570.0120.2160.0071,822,471.73

54･590,059,790-2990.0820.0471,461,284.94

わが国にはEagleMomtain鉱山IronMountain

Bessemer鉱山Ir㎝Age鉱山から夫々輸入されてい

るようである.

(南アメリカ計)

ベネズエラ

ブラジル

ペルｰ

テリｰ

1956(比率)

トン%

㈹�����

���

��〰

�㈮��

���

1957(比率)

一丁フ■一%

���㌨��

㈶��

�㌷�

㌷�㈲�

���

1958(比率)'1959(比率)

1ン勇1rT万

225,Z8ε(訟2)336,802(3.3)

���

�������

�㈮��㈸�㌵

エ3.41770,081�
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日本の南米地区太平洋岸に面する諸国からの鉄鉱石輸

入も戦後の現象でこれからもその輸入量は増加するで

あろう.

まずペルｰで稼行している鉄山はマルコナ鉱山(Ma･

rc㎝a)とアカリ鉱山(Acari)だけである.いずれも

接触交代鉱床で下都は磁鉄鉱を主とするが上部は赤鉄

鉱および褐鉄鉱を主とする鉱石からなり下部にゆくと

若干の硫化鉄鉱を含有するといわれている･マルコナ

鉱山は露天掘で1953年に開山され(年産750トン)1960年

までに約2,200万トン採掘している.埋蔵鉱量は8億

トン(F･55～62%)で現在は上部の赤鉄鉱(F･61～62%)の

みを採掘し下部の磁鉄鉱(F･55%)はまだ採掘していない.

アカリ鉱山は前者より規模は小さく1959年から採掘が

初まり1力年に100万トン位採掘している.鉱石は赤

鉄鉱磁鉄鉱でその品位はFe63～65%P二0.04～O.4

%であるが埋蔵鉱量は約3,000万トンといわれている.

この他にまだ開発されていない.Ta㎜hoGrande鉱

山Huaeravi1a鉱山VictoriaYMagnetita鉱山等が

あり調査も不十分で確かではないがその埋蔵鉱量は

余り大きくないといわれている.なおペルｰは年間約

500万トン生産し自国のチンボテ製鉄所に年間5万ト

ン位消費する位で他はすべて輸出している.1961年の

輸入量は238万トンである.

テリｰはペルｰにくらべると多くの鉄鉱床が開発され

ている.すなわち鉄鉱床としては接触交代鉱床熱水

性交代鉱床岩漿分化鉱床堆積鉱床に分類されるが

赤鉄鉱および磁鉄鉱を主とする接触交代鉱床熱水性交

代鉱床および岩漿分化鉱床が開発されている.

次に鉄鉱床はその分布からみて北部から①CopiaPo地

区②Va11enar地区③COquimbo地区にわけられる.

��慰�

地区

①･･･…m･･(魏)灘･･…1蓑辮)

『

②E1Lunar

(〃)

Fe62%241万トン

〃

③LaLiga

(〃)

〃

一

④§ζ;｢oNeg｢os(･)･

一

⑤瓢二Neg｢os(･)･F甑1抑万1ン

し

⑥Bandurrias(･)･Fe53%1,100万トン

�潦�楴慳

⑦(A…i･･i…(鎌)･亙･…1･…万1ン

鉱床)

⑧Lascarmen(･)･F欝τ1200万トン

この地区で稼行されているのはCemIman鉱山

CerroNegrosNorte鉱山Carmen鉱山Adofmitas

(アドゥノニタス)鉱山でとくにアドウフニタス鉱山は

三菱鉱業によって開発されている.

瞥厳γ㌻ll

し

④SanCar1os(･)･Fe60%100万トン

⑤･1････…(雛)磁鉄鉱･…パO･努Oトン

この地区ではHuamente鉱山とAlgarrobo(アルガ

ロポ)鉱山のみが開発されている.後者は唯一の民間

資本で開発されその埋蔵鉱量もブラジルを除けば南米で一

番夫きい鉄鉱床といわれているスエｰデンのいわゆるキ

ルナ型鉱床であるから燐分が多くなる傾向がある.鉱石

は磁鉄鉱でその品位はFe=65%P=O｡ユ5%である､

なお探査中としてLodarosNegros鉱山(Fe61～62%)

(P0.06～O.07%)(埋蔵鉱量900万トン赤鉄鉱)がある.

①･･…i…1･･(難)灘･･…榊万1ン

②EiP1eito

③E1Tofo

④E1Romeral

⑤ElDorado

⑥Infierni11o

Fe50～

(･)"68%1･500万トン

(寡龍)磁鉄鉱･･…一

(･)･Fe63%5,250万トン

(難)灘謹F蔽…万1ン

(〃)〃Fe62%500万トン

この地区で稼行されているのはE1Dorado鉱山E1

ROmera1鉱山E1Tofto鉱山(5,000万トンを1959年まで

に採掘済となる)と探鉱中としてLasCrista1es鉱山群

(3鉱山)ElP1eito鉱山群(6鉱山)が存在する.また

Iniemi11O鉱山の鉄鉱石はかつて日本に輸入されたこと

があるが現在休山している.この他にテリｰ北部のア

ンデス山脈の高原にもあるLaco(ラコ)鉱山(堆積鉱床)

があるが交通不便のため開発されていない.

埋蔵鉱量は2億8千万トン(Fe61～65%)といわれてい

る.次に開発状況を会社別に示すと不言己のようである･

(会社名〕'(鉱111新〕i^位(Fo%〕1'1{1】債刷{冊1〕

サンタ･フエ鉱1'｣

会社

'①ElDo閉do鉱山

`②C皿6m011鉱■Il

l③固･1･ω鉱1111･鉱111〕

1④C｡､､｡N｡､､｡､N｡､､｡鉱1山

!⑤L舳ζ｡i舳1冊舳

,⑥L田｡o鉱山

1①｡､､､､ヒ,､,｡鉱､j､

6壬一65

(Po.4-o.5%〕

6{一60

(1〕1〕一〇.時%)

���

(P皿2%)

���

〳�　

��㈭�㌥�

6ユｰ65

����

5o万1･ン

18万1トン

6刀トン

宋1閉飛

地1■壁鉱11主

400〃トン

1,200万トン

1,500フjI､ン

1,300フj■･ン

1,500'jトン

28,O00万トン

�一''�一■'■�一一�

�①H･･m喧nle鉱山�65-67�'…�6一㎜万トン

サンタ･バｰバラ��{Pい一肌15%)��

会社�②Lod泓ro畠No店1･o･鉱111�6ユｰ62�6万トン�900万トン

������┉�

�①ElTofo鉱山�採掘流�'�一

ベスレヘム･チリ�②ElRom値開1鉱山�①60��

鉄鉱会社��{PO.3%〕��

��②60�140万トン�

��(PO.7%〕��{aOOO万トン250万トン

太平洋製鉄会社�①A1脚robo鉱山�65��

��くPO.15%〕�90万トン�10,700万トン

�①^dOf･l1i1臣･鉱山�65��

��67-69�35-40万トン�1,1{6万トン

アタカヌ鉱薬会社�a.凪dori血11ilos���

�(アドリアフニタス)���

に菱鉱業.三寒�b.L齪11ml(ラウレル〕�ξP帆05一皿08%S皿02-O.03%��

��(CO.07-O.O昔%��

1榊η����

����一

セロ･イマン会†�①C帥mO㎜ll)�55��200万トンi5柵万トン

�

aOOO万ト/

250万1ン

:鉄姻粋､'o■.1L19醐よ1｣)�
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したがってテリｰから輸入されている鉄鉱石はアタカ

マ鉱業の開発になるアドウアニタス鉱山からの鉄鉱石で

ある.なおテリｰでは埋蔵鉱鐙3,000万トン以上の鉱山

は輸出を禁止Lている.

ブラジルは南米でもっとも大きな鉄鉱石埋蔵鉱量(約

会社名

オリノコ鉄鉱山会社

(ベネゼエラ･アメリカ)

UlS.Stee1社系

㌶瓢1鴛鴛1面1晶戸鶴②僻

赤鉄鉱(Itabirite)(Fe65～68%)なので平炉用鉄鉱石と

して年間約35万トンを輸入している.しかし将来は高

炉用としての輸入も期待されている･元来ブラジルは

鉄鉱床としての調査が充分でないがその大部分は先カ

ンブリア系のスペリオル湖型の層状堆積鉱床でその鉱

石は赤鉄鉱を主とし一般にイタビライト(It･bi･it･)

(Fe65～68%)といわれるものであるが露頭部では褐鉄

鉱をまじえるのでFe55～60%位になる.現在稼行さ

れている最大の鉱山はミナス･ジェライス州(MinasGe･

･ai･)のイタビラ鉱山(Itabir･)であるがその埋蔵確定

鉱量は約12億(Fe66%)トン推定鉱量150億(Fe50%)

トンといわれミナス｡ジェライス州内に分布している

この型の鉄鉱床はすべて探査されたのでないので明確で

ないが概査鉱量として約350億トン(Fe35%)位はあ

るだろうといわれている.現在日本に対してはこのイ

タビラ鉱山の鉄鉱石が輸出されているなお最近のおも

な開発状滅こついては不言己に示されるようである.

金

鉱山名生産量(年間)Fe%埋蔵鉱量

オリノコ鉱山64～6545,000万

後繊γ1ト機帖

300万トン68%25･000万

嶋､l1綴)トン

i(赤鉄鉱)1

リオ･

ハンナ社(アメリカ)

アントニオ

(フランル

リオ･

②③④はそれぞれ開発準備中である.なお日本

はウジミナス製鉄所を協同で建設中である.1961年の輸

入量は423万トンである.

ベネズエラは南米一の鉄鉱石輪出国でありまた世

界では二番目の輸出国となっている･しかもこの国の

開発は1954年頃から始まったもので比較的新しい鉄鉱

石輸出国である.すなわち鉄鉱床はブラジルと同様

に先カンブリア紀に属す変成岩中に生成された層状鉄鉱

床でその一部は花蘭岩の避入によって熱変成作用をう

けいわゆる多重変成鉱床となっている.鉱石は赤鉄

鉱磁鉄鉱を主とするが(Fe60%)一部石英等をともな

うものはFe45%位である･全体の埋蔵鉱量は約27

億トンといわれている.現在開発されている鉄鉱山は

下記のようである.

�■■■''■���^'一一

���

社名�ミナス･ジエライス州�生産量(年間)iFe��埋蔵鉱量

一'■�■'���''一■■1'

ドセ社(ブラジル)�①Ita1〕ira鉱山�430万トン�66%�12億ドン

ナ社(アメリカ)�②A欄､､､､鉱山�200～300万トン�65%�3億トン

トニオ･ミュｰラｰ社�③piC蟷i､､鉱山�300～400万トン�65%�400万

ブラジル･オランダ)����トン

チント社(イギリス)�④Jangada鉱山�200万トン�65%�?

その他にMariaLuisa鉱床SantaBarbara鉱山

などの小規模のものもあるが未開発である･次に南米

の輸入鉱石の分析値を下記に示す･

(南米)��F､%lM､%111�Si02�����

���%�S%�P%��lA1208CaO;MgOり%1%�

�■�����■�I�

ブラジル�68.72�O.03�O.51�O.O04�0.023�O.68�O.0310105�

ベネゼェラ�63.45�O.02�O.78�O.024�O.n2�1.50�O,030.04�

ヘルｰ�64.45�O.03�3.91�0.104�O.040�■�0.47�O.330.71

テリｰ�65.90�0.09�2.48��,���

���〴�〰���������

�����

1956(比率)1957(比率)1958(比率)1959(比率)

(アフリカ計)11･舳ン8･321トン1･586トン146･738ト･

､...(0型(O｣%)...(一)(1.4%)

1｡南ア連邦11.7978.3211.586146,738

アフリカの鉄鉱床は日本において最近とくに注目される

ようになってきた･北アフリカのモロッコアルジェ

リアチュニジアシエラ･レオネ等については戦前か

らドイツフランスイギリスによって開発されていた

のであるが戦後はギニアリベリアガｰテ中央ア

7リガ連邦(北ロｰデシア南ロｰデシア)南ア連邦等が積

極的にアメリカ西ドイツペルギｰイギリス7ラ

ンス等の欧州製鉄国によって開発された.日本も東南

アジア諸国において現在開発されている鉄鉱山産の鉄鉱

石が品位低下と粉鉱の増加をきたしているので南米お

よび南アフリカの開発調査を行なうことになった.し

かるにア7リガの鉄鉱床については旧植民地国といえど

も調査資料は少なくまた充分な鉱床開発が行なわれてい

ない.しかし一般に地質鉱床的資料から推察すると

南ア7リガ地域は先カンブリア紀系の縞状鉄鉱床(スｰ

ベリオル･型)(赤鉄鉱)が多いようでありその他にも接

触交代鉱床とか広域変成鉱床熱水交代鉱床岩漿分化

鉱床などがみられるようである.そこで現在日本に輸

出されている地区とまた将来･日本に輸出されようとし

ている地区について述べると次のようになる.すなわ

ちその大部分は南ア連邦スワジランドにかぎられている

ようであるが日本に鉄鉱石の輸出を希望しているのは

りベリア(ミンパ鉱山ビｰマウンテン鉱山マノリバｰ鉱山)

モｰリタニア(ミ7ルヌ鉱山)アンゴラ(アンゴラ鉱山)南日一

デシアギニア等の諸因をあげることができる.�
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�(鉱山名)�(鉱床)�(鉱石)�(亙e%)�(年聞出出量)�(埋蔵鉱量)

��山■■'�■■■���

I.S.C.0.R会社�①Thal〕azimbi鉱山(Rustenburg)地区�(堆積鉱床)�(赤鉄鉱)�57�180万トン�

�����(Fe64%)�8,000万～10,O00

��』■����万トン

R.M.会社�②BosckRop鉱山(Rustenburg)地区�(･)�(･)�65�開発中�200万トン

���一一■一���

F.E会社�③Leeum1〕osch鉱山(Rustenl〕urg)地区�(･)�(･)�65�18万トン�200万トン

F.M.E.会社�④Nalelame鉱山(Barberton地区)�(･)�(〃)�60�一�■

�a)Donkerpoort鉱床(･)h)Dover･�一1111一�''■一一���

��(･)�(･)�(未開発)��?

�⑤Postmasb岨g鉱紘(Postmasburg地区)a)Sishen(Gamagara)�■�■一一山1L'���

I.S.C.0.R会社��(･)�(･)�65～66�80万トン�36,OOO万トン

1)南ア連邦

①②③④までの鉱床はいずれもTransYaa1州

にあり⑤はCape州にある.この中で南ア連邦中に

もっと大きな埋蔵鉱量をもつ鉄鉱床はPostmasburg鉱

山で盛んに稼働中であり日本に輸出されている.①は

一部坑内堀もあるが生産量は南ア連邦最大の鉄鉱山で

ある.この他に②③はユ959年から稼働を始めたが④

は開発準備中である.これらの鉄鉱床は先カンブリア

系に属する変成岩類中に胚胎する縞状鉄鉱床であるが

③だけはドロマイ質石灰岩上に生成された角礫状鉄鉱石

である.また④は閃緑岩の貫入をうけて多重変成鉱

床となっているようである.現在南ア連邦は約300

万トンを生産しているがプレトリア製鉄所に約150万ト

ン消費してあとは輸出している.1954年国連統計に

よると総埋蔵鉱量は約26億トン(Fe58～61%)となって

いるが鉄鉱石は一般にFe58%の鉱石をFe61%にして

いるところからみると選鉱を行なっているようである.

1961年の輸入量は36万トンである.

現在アメリカによってモン回ビアのおく地にあるBOmi

Hi工1鉱山が稼動されている.これらの鉄鉱床は広域変

成鉱床で先カンブリア系の片麻岩中に縞状をなす鉄鉱床

であるが南アフリカでは比較的開発があたらしい.

4)モロリダニア

①････････…鉱山1

②ミフルマ鉱山

(赤鉄鉱)

(･)

(埋蔵蔵量2億トンFe67%)

(～)

2)スワジランド

これは現在英国の保護領で鉄鉱床は未開発であるが

最近の調査と試錐によってCastleB1ock地区(埋蔵鉱

量31100万トンFe=62,4%)LionB1ock地区(埋蔵鉱量

870万トンFe=60.6%)が確認された.その他に概算埋

蔵鉱量としてKubutaGege(Fe40%)Darkt㎝,I｢㎝

Hi11(Fe49%)の各地区を合せて約1億トン(Fe40～49%)

が知られているがいずれも先カンブリア系(Swaziland

系)に属する縞状赤鉄鉱々床である.年間100万トン

位は生産できるようである.なお日本はスワジランド

のCast1eB1ock,Li㎝B1okの2地区より(1964年度か

ら)10年間に1,200万トンの鉄鉱石を輸入することにな

っている.

3)リベリア

先カンブリア系の縞状石英･赤鉄鉱を主とする層状鉄

鉱床である.

5)アンゴラ

①Mbassa

②Ballundo

④Ch1亡ado

⑤NdalaDondo

①M･･…(難分化)②Bailundo(交代鉱床)�磁鉄鉱�Fe50%�埋蔵鉱量

�赤鉄鉱�Fe66%�1,000万トン

��

③Chilesso(鉱脈鉱床)�〃�Fe65%�?

④･･il…(鱗変成)⑤NdalaDondo�合チタン��

�磁鉄鉱�Fe48%�?

�褐鉄鉱�Ti0226�

～Malange⑥Hu血pata～Hui11a��%�{

�〃��?

⑦Gambos～Sapangombe�磁鉄鉱��?

⑧ChapeauArmado�〃��?

以上がアンゴラにおける状況でこれは国連によって

まとめられた資料による鉄鉱床であるが現況について

は不明である.

6)ギニア

ギニアはラテライト鉱床(コナクリｰ半島)として約ユ5

億トン(Fe51%,Ni0.02%,Cr1.2%,A1.03g.8%,CaOO.05%)

に近い埋蔵鉱量をもっている.その他にYomboie1i鉱

床は縞状鉄鉱床(Fe55%)として知られているが詳細は不

明である.

①ManOriVer(マノリパｰ)鉱山

②Minba(ミンバ)鉱山

③BeeMomtain

(ビｰマウンテン)鉱山

④BomiHi11(ポミｰ･ヒル)鉱山

磁鉄鉱

埋蔵鉱量τ

〃250億トン

"5億トン

･1億トン

䙥�─

䙥�─

䙥�─

亙e57%

その他の輸入国

これまで述べてきた各国別輸入量と比率の表は高炉会

社のみでここにあるその他は分類不詳の上記各銘柄

による粉鉱と小輸入国の合計である.

1956(比率)1957(比率)1958(比率)一1959(比率)

(l1他計)i､.｡編､軌､1,a､チ､､｡､院,弩鳥㍊

*(各国の楡入鉱統書†資料は｢鉄鋼界｣Vo1.1O,No.7,P.85.1960より)�
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以上でわが国に輸入される鉄鉱石量の国別比較とそ

れぞれの国における鉄鉱床の開発状態および埋蔵鉱量に

ついて述べた.現在日本の鉄鋼業界は海外原料確保の

ために長期鉄鉱石買付国としてインドコアマラヤ

フィリピン香港南鮮をあげスポット買付国として

カナダアメリカベネズェラチリｰプラジルペ

ルｰ南ア連邦等をあげているが最近はブラジルベ

ルｰテリｰ濠州等が長期買付国となりつつある.

とくに日本からの資金とか技術援助等によって長期に

わたる鉄鉱原料確保の調査がおこなわれており輸入国

とその数量は漸次かわりつつある.このことは日本ば

かりでなく欧州の主要製鉄国(イギリス西ドイツフラ

ンスィタリャベルギｰ)でも同様の方法がとられている.

したがって日本でも1970年頃までには年間約4,600万

トン近くの鉄鉱石を必要するといわれているから10年

後には日本牟ら近距離におかれているマラヤ連邦フ

ィリピン香港南鮮等の諸国から輸入される鉄鉱石

は少なくなると同時に高品位鉱がなくなり濠州南米

南アフリカインド等から大量に高品位鉱を輸入せざる

をえなくなってくると考えられる.

最後に現在輸入鉄鉱石がどのように消費されているか

についてみるとまず高炉用だけの輸入鉄鉱石は約47%

位であるが焼結鉱が近年では約55%近く占めているこ

とが下記の図でわかる.

しかしこの焼結鉱をつくる原料の約45%近くは輸入鉄

鉱石からできる粉鉱によって占められている.このこ

とは鉄鉱石のところで述べたとおりである.では日本

の鉄鋼業全体(焼結用製鉄用7エロア回イ用製鋼用)で

は輸入鉄鉱石がどの位消費されているかを調べてみると

第63表と下記のグラフのようになる.

即ち各部門別にみても1959年には国内鉱はわずか9

%であとのは輸入鉱によっていることになる.1このよ

うに日本の鉄鋼業は海外鉄鉱石資源に依存しなければ

発達できないことがよくおわかりと思う.
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フェロアロイ)における鉄鉱石消費推移グラフ

1､蜘灯トン

(単位:メｰ
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日本の主要接触交代鉱床針布図(鉱山名は1960.

日本の主要接触交代鉱床から今迄に生産された鉄鉱石(精鉱)

は約1,030万トンにおよんでいる･これは層状褐鉄鉱々床に

ついでもっともよく生産された鉄鉱床の一つであるからこ

んご国内鉄鉱石資源として供給されるもっとも期待される鉱

床の一つである最近では他鉱種(例えば銅鉱石)に付随し

て副産物として回収される鉄鉱石も多くなってきていることは

この図で也おわかりと思う.即ち釜石秩父赤金都茂

3現在稼行中のもの)

の諸鉱山において芯銅･鉛･亜鉛鉱床から鉄鉱石(磁鉄鉱)

が多量に回収されている･また現在まで稼行された鉱山は約

72鉱山におよんでいるけれど現在稼行中の吃のはわずかに

11鉱山にすぎない･また休眼中の鉄鉱床についても約10年位

稼働の62鉱山についてみると一鉱山当り約3,O00トン位の出鉱

量で終っているから今迄の稼行年数約60年以上の釜石鉱山の出

鉱量は総生産量の80%近くをしめていることになる･�
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日本の主要煽状褐鉄鉱々応分布図(鉱山名は1960.3現在稼行中もの)

日本の主要層状褐鉄鉱々床は鉄鉱石として今迄に約1,200

万トンを生産しておりその生産量からみるともっとも稼働

された鉄鉱床の一つでありまた開発された鉱山だけでも約

181鉱山におよんでいるけれど現在稼行されている鉱1⊥1はこの

図にみられる約27鉱山にすぎない.次にこれら諦鉱山の稼行

年数をみると1年～5年以内で採掘を完了したと思われる鉱111

が約131鉱I｣｣でその採掘規模も一鉱山当り約2,000～3,000

トン位である.次に6～10年位で終るものが28鉱山でその

規模は一鉱山当り10,000トン位である･その他に11～20年位

稼行した鉱山がユ8鉱山で25年以上稼行っづけているのは約4

鉱山位でこれらの藷鉱山も老年期に入っている･�
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日本の主要層状含マンガン鉄鉱床分布図(鉱山名は王960,3現在稼行中のもの)

日本の主要層状含マンガン鉄鉱床から今迄に生産された合マ

ンガン鉄鉱石は層状褐鉄鉱々床塊状磁鉄鉱々床(接触交代鉱

床)についてよく生産されている鉱床で今迄に約82万トンを

出鉱している.しかしこの型の層状含マンガン鉄鉱床は日本

に於でもっと辿開発のおくれている鉱床の一つで今日進約42

鉱山が開発されたが現在稼行している鉱山は図でもわかる如

くわずかに5鉱山にすぎない.これはこの種の鉱床の探鉱

がむづかしく鉱石の品位変動がいちじるしいという欠点をも

っている.このことは稼働した過去の状況からみると1～5

年以内で休山状態に入った鉱山が約37鉱1｣｣におよぶが10～18年

位の稼働実績を示すものがわずかに5鉱山にすぎない.こ

のことは鉱床開発の困難件をよく表現していると思う･又この

図にみられる如く古生層および中生層中に胚胎する合マンガ

ン鉄鉱床は高品位鉱の連続性に乏しいことが多く又鉄鉱石と

しての鉄品位が一般に低くなると同時にマンガン分が比較的

低くなり珪酸分が多くなる個向があるので大規模な選鉱設

備を必要としている.
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