
一50一

地下資

源の展望

①､｡

I緒言

世界の資源需要の増加率は60年代に年率4.6%と50年

代の年率4.2%を上回りわが国の資源需要は1960-

1970年で年率10-20%の伸びで世界全体の2-3倍の大

きさで増加してきた.これは産業構造が資源多消費的

構造に変質し需要国構成の多極化が進んだためである.

資源のうち地下資源は埋蔵の有限性地域による偏在

性開発着手から生産開始までの長期懐妊性および国

際大資本による支配などによる不安定性があり資源保

有国の経済ナショナリズムの高まりなどで]段と流動性

を増している.

わが国は地下資源(素原料)中心に輸入しており資

源輸入国としては世界第1位で海外依存度が高くその

需要規模は米国についで自由世界第2位である.しか

もわが国の輸入の70-90%が2-3の特定国に集中して

いるためわが国の情勢が輸入相手国に深刻な影響を及

ぼし逆に資源保有国の経済政策の変更によって企業危

機さえまぬがれない立場にあるため資源問題はわが国

の経済では重要な問題である.こうした背景から首

相の諮問機関である経済審議会の資源研究委員会(委員

長･中山素平=日本興業銀行相談役)需要専門委員会

(酒井忠二三主査)協力開発専門委員会(高島節男主

査)では資源政策への提言を行なっておりさらに資

源政策のあり方展望として毎年通産省は『資源白書』

をまとめて発表していることはご承知の通りである.

地下資源は地質構造的な面からみると世界的にも

片寄って埋蔵されている.これが資源の偏在であり

『持てる国と持走ざる国』が生れ一方鉱業という特性

上国際的な資源開発資本が持てる国の資源を支配して

持たざる国に供給していたところから資源ナショナリ

ズムが潮流となり台頭してきたといえる.

こうした背景からわが国としては大きい展望に立ち

積極的に対応し相互利益性を生かしていくためには

(1)資源ナショナリズムの現実動向のみではなく歴史性と本

質を理解し経済発展の願望を充分に考慮し

(2)資源ナショナリズムは国連宣言の採択により『天然資源に

対する恒久的主権』カミ認められている.

(3)世界資源は人類共通の財産であり国際協調の下資源保有

国の発展に寄与する.

郷原範追

考え方で推進して行く必要カミあると思われる.

わが国の資源政策については種々の提言が行なわれて

はいるが経済運営の基本方針がr成長中心』から『成

長と福祉の調和』へと変りつつあり公害問題と技術革

新による省資源の効果を期待する向きがある.従来の

資源加工型成長中心産業構造を続けると公害問題が一

層深刻化することは必然である.しかし福祉との調和

による経済成長も高水準を維持する必要があり

(1)資源の海外依存度はさらに増大する.

(2)新地域への投融資が進み資源供給源は分散する.

(3)投融資形態の変化により資源供給形態も多様化する.

(4)公害問題の深刻化や海外投融資の促進により半製品輸入

の促進が行れる.

などの変遷も予想される.

こうした背景において私共地質･鉱床･開発を担当

とする専門家は世界資源供給能力を拡大するために何を

なすべきであろうか.

その答えは世界の未踏査地域に対し国際機関と積

極的に協力して調査を実施し開発企業の体質を強め

わが国の技術を提供して資源保有国に寄与することであ

ろう.同時に資源に対する展望認識ではなかろうか.

各鉱種ごとには今後石油アルミニウムニッケノレ

は伸びるが鉛石炭銅の伸びは横ばいないしは低下

するといわれている.これらは確証ある認識こそ必要

である.筆者はここに各鉱種毎に現状生産埋蔵量

を把握して展望を試みたものである.

1.高騰を続ける金資源

1.はじめに

世界各地で高騰を続けた金価格は最近(48年9月)

若干平静を取戻したが去る6月ロンドン市場で史上初

めて1オンス100ドルの大台に乗せ今日なおその勢い

は続いている.1昨年来の通貨危機の余波が種々の経

済政策によってようやく静まってきたようにみただけに

従来のゴｰルド･ラッシュとは性質が違う相場といわれ

その原因が論義の的になっている.

市場筋の多くの兄方は長期的狂金の供給不足としてい

るが一方では通貨制度の改革なりゆきに対する思惑

金愛好者の買取りがその底流にあるのも事実といわれ�
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でいる.最近の各国の論評のなかにはわが国の4月

7月の金の自由化がこの『異変』の背景とするものもあ

る.はたして何が波紋の1石かはその道の専門家に伺

うこととしここでは金の生産現状供給埋蔵金量にメ

スを入れてみたい.

金は有史以来6,000年にわたって採取され今日まで

約25億オンス(約78,000トン)が通貨宝石貴金属に供

給されたといわれている.展性耐蝕性に富む金属中

最高とされる金は貨幣用に約13億オンス(約40,000ト

ン)教会装飾宝石のほか近代史上では電気工業材

歯科材がその残りということになる.

トンといわれている.これカミ市場に放出されるかどう

かは最大の保有国フランスの動商によるが大きい期待

はもたれていない.

これに対して産業用の金需要は毎年確実た増え最

も需要の多いのは装飾工芸用産業用金1,412トンのう

ち75%の1,058トンを占め年率4.5%の増加といわれて

いる.このほか歯科医療用エレクトロニクス用など

増加の傾向にある.使用量の多い米国を例にとると

1967-72年の年間需要は600-700万オンス(200-220ト

ンわが国は30-40トン)で装飾工芸用が60劣工業エレ

クトロニクス用29%歯科医療用が11房となっている.

2.金の需要

金は伝統的に国際交換通貨のおもな媒体(Mediu㎜)と

されてきたが最近はこの原則が崩潰しようとしている.

1934年から最近まで米国が金1ドノレの交換性を1オンス

35ドノレの一定レｰトを維持してきたが第2次世界大戦

後の支払バランスの崩潰産金量の減少金需要のひっ

迫米国の金保有高の流出により米国も抗し難く019

68年3月主要7国(ベルギｰイギリスイタリアオ

ランダスイス米国西独)聞において協定が結ば外

断続的に金の売買は0pen-Marketとし政府間の交換

に当っては今後共1オンス35ドルを続けることにした.

この協定の結果米国は工業用金の販売を中止したので

ドノレの流出は徐々に低下した.しかし政府間支払バラ

ンスは連続して不思し金価格はジリジリと値を上げ

米国政府は遂に1971年8月16目(わが国ではこれをニク

ソンショックと呼んでいる)交換性を中止した.197!

年12月18目には10ヵ国蔵相会議(上記国にカナダフ

ランススウェｰデン目本が参加しスイスが不参加

となっている)が持たれ金の公的価格を1オンス38ド

ノレとして各国の通貨レｰトを定めニクソン大統領は

1972年4月3日これを認証している.こうした背景

をたどりながらもロンドン金市場の自由金価格は各.

国の通貨変動相場制移行を折込みつつうなぎ登りに高騰

しジリジリと値を上げ1973年6月には遂に1オンス

100ドノレの大台にのせてしまった.世界の新産金臭は

1950年以来増え続け1963年以降は1,200トン台で頭打

ちとなりここ12年はむしろ減産の傾向である.

金生産の伸びが止まったのは1970年以前はコスト高

が原因で西側諸国の産金量の78%(71年)を占める南

ア共和国の産出価格と公定価格カミ同水準だったためプレ

ミアムが少なく深刻なコスト高に見舞われていたので

あるが1971年以後は市場価格が高いため低品位鉱でも

採算にのるとの考え方から産金量が減少しているとい

われる.また現在世界に退蔵されている金は約3,000

3.生産

世界の最大の産金国は南ア共和国である.南アは有

史以来産金された米国の約25億オンス(約77,750トン)の

約35%を1900年より生産供給された.1900-1910年の

間には米国の産金を超え今日では西側諸国の産金量の

78%を占めている.この国からの産金量は年間約

3,100万オンス(約964トン)である.南ア共穐国に次ぐ

100万オンス台の産金国はソ連(650万オンス202ト

ン)カナダ(230万オンス72トン)米国(180万オ

ンス56トン)で10万オンス台の産金国はオｰストラ

リアガｰナフィリピンロｰデシア目本コロン

ビアニカラグアブラシノレメキシコサイｰノレペ

ルｰインド及びフィジｰ島である.

共産圏の産金量は詳細不明であるがソ連は上述の通

り世界の産金国をリｰドし米国鉱山局の推定によれば

19世評より1970年までの産金量は3億5,000万オンス

(約10,885トン)に達し近年北鮮が年間16万オンス

(約5トン)中国は北鮮を上回るが詳細は不明これ

に続いてブノレガリアチェコスロバキアノ･ンガリｰ

ルｰマニアガ沖小産金国という.ソ連は1940年代は約

100万オンス(約124トン)であったが1963年には440

万オンス(137トン)と発表されている.一..

金の生産需要趨勢の明瞭な米国を例にその状況をみ

ると米国の過去40年の生産推移は150万一200万オン

ス(47■62トン)でありその60%は鉱石より直接生産

され約40%は近年金属製錬の副産物である.一時は

この分は漂砂鉱床によって産金されているが今日では

きわめて僅少である.

4.金の地質背景

金はRare-E1ementである.過去50年の研究資料に

よると地殻には0.0019/t-0.0069/t含まれているにすぎ

ず70番目の元素である.0.0039/tという数字は300トン

の岩石中に1gの金が含有されることを示すものであり�
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世界における金生産(1890-1970)

いかに少ないかがわかる.一般には酸性火成岩より

鉄苦土岩に多く幾分火成岩より.水成岩に多い.特に

砂岩が豊富という資料もある.鉄にとむいん石(Mete･

orites)には89/tという報告もあり0.679/t-1,39/tの

範囲で含まれている.地殻のまさに150-300倍である.

昔から海水に多いといわれるカミ0.01pPb-0.05pPb

である.これは90,000トンｰ20,000トンの海水中に

19ということでありいかに少ないかが解る.

今日鉱山で採掘可能な鉱石の含有量は0.05-1.00z

/t(1,69/t-319/t)である.平均では0.3-0.50z/t(9,3

9/t-15,59/t)であろう.

米国の3大鉱山〔南ダコタ州ホｰムズテｰク(Ho-

mestake)鉱山ネバダ州カｰリン(Car1in)及びコノレ

テス(corte･)鉱山〕の平均品位は99/t-10g/tである.

これは地殻中の2,500-3,000倍に当る.鉱床中では

金は一般に黄鉄鉱及び銀銅の硫化物と共生し種々の

岩石中に認められる.どちらかといえば鉄苦土岩より

酸性の火成岩中に金鉱床をなす場合が多い.また炭酸

質の岩石より珪質或はぱん土質の堆積岩変成岩に伴う

ものが多い.金は自然環境においても化学変化なく

所謂漂砂(P1acer)を形成する例は広く知られている.

4-1金の鉱物

金は自然金のほか銀や他の金属と合金でも産出する.

自然金以外で今日の鉱山で産金されている鉱物は

Ca1averite(AuTe2)及びSy1vanite(〔AuAg〕Te2)であ

る､一般の硫化鉱物中にも59/t以下19/t程度の金

があり副産物として採取されている.

4-2金の鉱床

金は種皮の地質環境下に分布するが7ツのCateg0-

rieSに分けることが出来る.
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アメリカの金生産(1930-70)鉱脈漂砂副産物および金消費量
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(1)無水性鉱床(但し先カンブリア紀堆積岩中のもの)

この型式の鉱床には米国カリフォルニア州グラスバ

レイ(Grassva11ey)マザｰロッド(MotherLode)南

ダコタ州のホｰムズテｰク(Homesta友e)コロラド州の

セントラノレシティ(Centra1-City)アラスカのジュノｰ

ベルト(Juneaube1t)カナダオンタリオ州にあるボ

キュパインｰキルグランド(Po工｡upine-Kirk1and)ブラ

ジノレミナスセライス州のモｰ口ベロｰ(MorroVe1ho)

インドマイソｰル州にあるコラｰノレベノレト(Kolarbelt)

オｰストラリアのカルダｰリベノレト(Ka1gooriebe1t)ビ

クトリア州のベンデイゴｰパラｰト(Bendig1o-Ba11arat)

ガｰナのアサンティ(Ashanti)ロｰデシアのブラｰヨ

(Bu1awago)及びザイｰルのキロ及ホト(Ki1o-Boto)

の鉱床が代表例であろう.一般にこの型式の鉱床は

金の品位が99/t'209/tで規模も大きく母岩を交代

し深部まで連続する.同時に先カンプリアン紀の堆

積岩中に分布し生成時代もきわめて古い.生産実績

一埋蔵量より規模を示すと

100万オンス台の鉱床(Grassva11ey,Centra1city)

200-500万オンス台の鉱床(Juneaubelt,Ka1gooIie,

�������慴�

500-2,000万オンス台の鉱床(Porcupine-Kirk1andbe1t

�牲�癥汨�

2,000万オンス台の鉱床(Homestake-Ko1ar)

の通りでとくにホｰムズテｰク(Ho㎜estake)は最

大の鉱脈型鉱床で1876年発見以来合目まで約3,000

万オンス(約1,000トンに近い)の金を生産している.

しかしこの量は南アのビットウオｰクランド(Witwater･

srand)地方の1年分と等しい処に鉱脈型の弱みカミある.

現在この型式の鉱床は米国ブラジノレインドでま

だ安定生産されているが他の国々では過去10年の間に

次々と閉山されている.

匁おこの型式の鉱床は一般に古くインドのKO1ar鉱

床は2,000年の歴史をもち世界産金における占める�
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割合は1900年より近年まで約25%を占めてきたが1969

年には20%前後と放り減少の傾向にある.

(2)浅熱水性(ボナンザ)鉱床(ただし時代的に新しい

もの)

この型式の鉱床は一般に銀テノレノレを伴い石英方

解石重晶石螢石が随伴し時代的には新しい岩石の裂

贈に分布し平均金品位は159/t～309/tであるのが特

徴である.

米国のコノレティラ(COrdi1Iera)山脈ネバダ州の有名

なゴｰノレドフィｰルド(Go1d丘e1(丑)コロラド州のクリ

ップノレクリｰク(CripPleCreek)バｰジニアジテイ

コムストック(Virg三n三aCity,Comstock)及びトナ

パ(Tonapah)メキシコのエノレオロ(E1oro)パク

カ(Pachuca)その他ノレｰマニアのトランシルバｰニ

ヤ(TransyIvania)や環太平洋域の日本フィリピン

ニカラグアニュｰジランド等に著明な鉱床がある.

日本の火山岩に伴う鉱床はこの型式に属する.この型

式の鉱床は開発も早く金銀鉱山として歴史も古い.

CripP1eCreekは約1,900万オンス(589トン)の金を生産

しComstock地方からは850万オンス(264トン)の産金

と2億オンスの銀が生産されている.またGoId丘e1d

からは420万オンスの金Tonapahからは190万オンスの

(59トン)金と1億オンスの銀が生産されている.

しかし上述の通り500トン(1,500万オンス)以上と

いう鉱山は少なく各国ともしだいに休閉山し今日で

はこの型式の産金は低い.

(3)若い時代の漂砂鉱床(YoungP1acers)

この型式の鉱床には次の地域が有名である.

米国Ca1ifomia州SierraNevada山脈に流れるAmerican,

Feather及びYuba流域

Montana州Virginiacity,AlderGulch地域

A1as長a州Fairbanks,YukonRiver,No血e海岸

カナダYukonTerritory,K1ondike地域

ソ連Lena,Yenisey及びAmurRiver流域

ボリビアペルｰエクアドノレコロンビアのAndes山脈の

東山腹地域

オｰストラリアのBa11arat地域

この型式の鉱床は未固結の砂礫中に企及び重鉱物が

含まれるものでこの鉱床では1平方ヤｰド中に数ドノレ

の金が含まれるとして表示される(1平方ヤｰド重さは

約1.5トンこの中に数グラムの金が含まれると富鉱砂

金と呼んでいる).この型式の鉱床は19世紀に発見され

いわゆるゴｰノレドラッシュの表現もこれからで生産の記

録は明らかで放いやそらく10億オンス(約30,100トン)

は産金されたのでは狂いかと推定されている.

米国では金鉱業が始まって以来この漂砂鉱床が約1

億1,400万オンス(3,534トン)の金を産しこのうち約

7,000万オンス(2,170トン)がSienaNevadaのP1acers

である.この漂砂鉱床も世界的にしだいに減少し今

日ではソ連及びコロンビアでのみ産金されている.し

たカミってその産金量は世界生産の5-10%である.

1969年米国の産金は25,418オンス(O.8トン)である

がこの漂砂鉱床産は1%にすぎない.この減産の理由

は種々あるが探鉱不足コストの上昇および環境問

題があげられている.米国では今後も期待できないと

いわれている.ソ連では現在までに2億9,000万オン

スｰ3億5,000万オンス(9,090トンｰ10,850トン)産金

されているがその1/･はこの型式の漂砂鉱床でありコ

ロンビアでも過去10年前に較べると1/｡ではあるが20万

オンス(6.2トン)は産金している.

(4)古い時代の漂砂'鉱床(Ancientfossi1p1acers)

この型式の鉱床は南アフリカ共和国のウィットウオｰ

クランド(Witwatersmd)ガｰナのタノレクワ(Tarkwa)

およびブラジノレバイア州のシエラデジャコビナ(Se･

･･adeJa･0bin･)が著明である.この鉱床は地質的に

は過去に形成されたもので礫岩中に分布し『化石漂砂鉱

床』と呼ばれるものである.この礫岩は円礫の石英と

黄鉄鉱量鉱物金銀白金ウラニウムよりなるアトリッ

クスより構成され単一礫岩層は厚さ50-60cmである

が数枚あってその分布は数kmにわたり金の含有量

は69/t-249/tの範囲である.1893年'1969年のWL

twatersrandの採掘の平均品位は0,350z/t(10.859/t)

である.放おガｰナのTarkwa鉱は｡.2oz/t(6,29/t)

ブラシノレのJacobina鉱は｡.5o･/t(15,59/t)である.

この型式の鉱床は17世紀まずJacobina鉱が発見され

たカミその巨大さが認識されず細々と産金されていた.

1885年南アのWitwatersrandが発見開発されるに至り

この型式の鉱床は注目され1954年以降は全世界の産金

量の1/室はこのタイプとなり南アでは周辺に次々に鉱床

が発見されて1970年にはWitwatersrandが全世界産

金の67%を占めるに至っている.このFossi1P1acers

は将来共きわめて重要と適評の向きもあるがきわめて

大規模な埋蔵金量(約6億オンス(約17,000t))を

Witwatersrandだけでも有しこの寿命は1オンス35

ドノレと評価しても5年は充分といわれている.この型

式の鉱床は注目すべきでありCanadianShie1d,Brazi1_

GuyananShie1d,African-Arab三anShie1dは合金礫岩

の可能性力茎ある事実地質的に類似するU一含有礫岩は

すでにB1ind-RiverあるいはEliotlakeに発見されて

いる.�



一54一

種々の資料より得た世界の金(単位100方オンス)の埋蔵量(Reserve冒)及び可能性ある資源量(Potentia1Resource5)

���������

�����一�������

��Sourceo{data畠����������

���Rese岬es�Potential���Reserves�Reserves���Potentia1�

����re畠OurCeS�������reSOurCeS�Rese正ves

�■■'1一一���■…一��������

����■��������

UnitedStates･･����5g�399��50��田53��甲2星4�82

SouthAf工ica･��������/��/��600

Cana払･��≡��������一��

����������■��25

��■����■������

Austra1ia･��■�����950�｣'�300�∫�600�10

��｣����������

�Othernon.Com㎜unistcountries�����｣������83

������一������

��Co㎜皿unistcountries(exc1udingYugos1avia)･･����������200

�Wor1dセ｡ta1･･���[���1,OOO��353��8μ�1,OOO

1Reserve畠:����Identi五edde一〕osits{ro㎜which㎜inera1目｡anbeextracted一〕r〇五tablvwithex三stin里teclmolo岬andunderl〕fe舵ntecomomio��������

1Reserves.Ident1畳eddepos1ts{ro㎜wh1ch㎜mera1目｡anbeextractedpr〇五tablyw1thex1stmgtec}mology邑ndunderpτesenteconom1c

��楴���

2Pote口tia1resour㏄s:Identi丘edmineraldepositsnotpro丘tablyrecoverablewithexistingtechno1ogyand㏄onomiccon砒五〇ns,and

undiscoveredminera1depos峰whetkero{τecoveエab1eorsubecono蛆icg蝸de.

8AU.S.Bur.Mines(1967,p.5);B,U.S.Geo1.Survey(1968,p.A13);C,Ageton(1970,p.577);帥dD,U.S.Bur.Mioes(1972,

倮��

����癥潦扶�潤��漱�

���捩��琤㌵���捥�

6produc三b1eat1968price-aも｡ut$40ferounce.Inc1udes30工11i11ionouncesofbyproductgo1d,

���捩��瑰物捥獵����敲�����畤�㌰���潮���潦批�潤��漱�

(5)海浜底漂砂鉱床(Marine-P1ace工s)

世界の2-3の海底泥に金カミ含まれることは知られて

はいるが現在産金されている例はない.しかし少量

ではあるがマレｰシアで錫の凌燦で副産したことはあ

り北方べ一リング海の海泥に30-100pPbが分布し

米国太平洋大陸棚には10-390ppbの金が含まれる処も

あり真剣に検討されている.したがって将来は重要な

金資源として脚光を浴びることもあるやも知れ狂い.

(6)鉱染状鉱床(Disseminateddeposits)

この型式の鉱床で注目されるのは過去40年以内に発

見された米国のネバダ州のカｰリン(Car1in)コルテス

(Cortez)ケッチェノレ(Getche11)およびゴｰルドアク

レス(Go1dAcres)等の堆積岩中に分布する鉱床である.

類似のものはユタ州のメルクｰル(Mercur)鉱床南ダ

コタ州のバノレドマウンテン(Ba1dMountain)デッドウ

ッド(Deadw00d)鉱床がありすべて1935年以降の発

見産金鉱山でCOrte･鉱床は1966年の発見である.

この鉱床の特徴は金粒が細かく(0.01-10ミクロン大)

古生代(Car1in-COrte･両鉱床はSi1u工ian堆積岩中)の

炭酸質一苦土質の石灰岩中に少量の黄鉄鉱その他の硫化

物および重晶石石英を伴い微量元素には砒素アンチ

モニタングステンがみられ金品位は0.30･/t(約9,3

9/t)で金の1/エ｡の銀を伴うというものである.

鉱床は現在熱水溶液による生成とされているが堆積

源の疑v)もあり注目されるもので鉱床はそれぞれ

100万オンス'500万オンス(31トンｰ155トン)を埋蔵

するといわれている.この型式の鉱床の産金はまだ緒

についたばかりで少ないがしだいに生産をあげ1969

年にはCar1in及Cortez両鉱床からはアメリカ産金の約22

%に博するまでに成長している.

この型式の鉱床の将来性を予想することはまだ困難で

あるカミ新しいタイプであることは注目される処であり

金粒のきわめて細かいこと処理上より実収率の低いこ

とが遅からず解決すると思われるのでその地質精査は大

きい期待がもたれている.この鉱床は温泉と関連があ

るともいわれニュｰジランドのワイスベルク(Weiss･

be㎎)の859/tの金5009/tの銀を含んだ堆積岩はホ

ットニュｰスとして伝えられている.

こうしたことから米国では類似の堆積岩を求めてネ

バダ州のアンテラｰ地区(Ant1erOrogenicbe1t)南ア

イダホのスネｰク流域(SnakeRiver-P1ain)は精力的に

調査が行なわれている.

(7)副産物としての金鉱床

金は通常銅鉛亜鉛その他の金属鉱床に微量成分

として随伴する.したがってそれらの精鉱から副産物

として回収され経済的には重要な因子をなす.｣般に

その含有量は0.0010.0250･/t(0.04-0,99/t)で低品位

であるが銅鉛亜鉛鉱石の処理が近年大量処理される側

カミ多いためその産金量も岩大である.

近年では米国産金の40%はこの副産物であり銅鉱か

ら80%残りの20%は亜鉛鉛鋼の雑鉱々石からであ

る.ユタ州にはBinghamの大型鋼鉱床があるカミ19

69年米国副産金の1/｡は同鉱床からである.全世界でも

副産金は多く5-10%を占めわが国も約30%は製錬に�
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よる副産金である.

5.金の埋蔵鐙と資源

全世界の金の埋蔵量は10億オンス(31,103トン)と

いわれる.うち60%は南アフリカ20%は共産圏残

る20%が南北アメリカオｰストラリアその他である.

現在の需要から20-25年分は存在するしいざという時

は退蔵金約3,000tもあり金に対する危機感はたいが

わが国としてはその産金は微々たるものであり世界

産金可能性ある処に注目する必要がある.今後注目さ

れる鉱床は第三紀一白亜紀のP1acers合金礫岩

Car1in型鉱染鉱床および海底泥中の金ではなかろうか.

まず第三紀P1acersではSierraNevada]帯の30-40

万平方た㎜には2-3,000万オンス(700-1,000トン)

の金が分布する可能性があると発表されておりWitwa-

tersrand型の合金礫岩はWyomingのほか各Shie1d

に注目すべきである.Car1in型鉱染鉱床はEマapOrite

の分布と温泉の関係から今後次々に発見が期待され米

国ではとくにNevada州の北部カミ注目されている.

海底泥中の金はべ一リング海では0.03ppb故金1オ

ンス70ドノレでも海水1トン中の金は0.0000639ドル

故現在は問題に怒らないが将来は可能性を増すであろう.

2.金の姉妹役銀鉱について

1.はじめに

貴金属地金の銀も海外高が反映して国内山元建値も

大幅に上カミりこれにつれて市中相場も急伸している.

銀も経済上きわめて重要た金属で人類が太古の時代

から採取していた金属の1つであり貨幣装飾品財

宝として紀元前より採取し地殻では67番目の稀少元素

ではあるが無一電気的物性がすぐれているため広い

分野に利用されてきた.今日ではその利用分野は変

遷して写真材が媛も多いカミ装飾コイン利用も少た

くない.利用率は下表の通りである.

銀の最大生産国はメキシコでありこれに次ぐのは

カナダアメリカン連ペノレｰである(添付表参照).

メキシコの場合はそのほとんどがEpitheJma1Veins

銀の主要利用分野

P〃6ε〃"92

Photographicmaterials･……･……･……一……………

E1ectrica1anae1ectronicproducts･････………･…“･･

Ster1ingware…………………･･…･･…･････……………･…

E-ectrop1atedw虹e･…………･…･････…………･･･……･･

B正azingwares…･……………･･…･･…………･･･……･…

��爬楮�畤楮杤����浥摩����捴�

cata1ysts,bearings,andjewe1町………………･……

㈹

㈲

㈰

�

�

〔Data缶｡mU.S.Bur,Mines(1970,p.1007〕

およびRep1･･ement鉱床で生産されカナダの場合ほ

その主体が世界的にも著明なOntario,Timminsに開発

されたKiddCreekの塊状Ag-W-Zn硫化鉱床である.

このように銀鉱は種々の鉱床より産出する.その生産

量は約3億オンス(9,300トン/年)となっている.

ところが自由世界経済圏では1959年以降需要と生

産の間で長く不均衡を続けており1965年からは毎年約

1億オンス(約3,100トン)が不足しており需要増に

対して新しい鉱床の発見がないことが注目される.こ

れも銀価格上昇の1国である(付表参照).

1971年までの供給不足に対してはアメリカ財務省の

貯えおよび回収銀により何とかバランスをとってきたが

その備蓄も枯渇化しつつあり早急な新鉱床発見回収

銀の整理が要望されている.

需要率29%の写真業界の最近の消費量は約1,000万

オンス(約310トン)であるカミ今後30年間の間には

約1,000トンは必要であろうといわれている.

2.生産

銀の価格は19世紀より1オンス当り1トル(0.5$一

1.4報)を維持してきたが需要増加と生産とのアンバラ

ンスにより価格も急伸し1971年には2ドノレ/トロイ

オンスの大台どたり今日に至っている.

3.銀鉱の地質背景

(1)地球化学的性質

銀も陰イオンとの関係が深い.Ag･イオン半径は1.

13Aで若干Cu+0.96Aに似ており種々の鉱物に含ま

れる.地殻中では0.07pp㎜で玄武岩に0.1ppm

安山岩に0.07ppm鉄苦土岩一花闇岩にはO.05ppmで

どちらかといえば中性岩に多いの崩特徴である.

世界の銀生産の約75%はBase-Meta1生産における副

産物である.Base-Meta1sでの随伴鉱物の順序は方鉛

鉱黄銅鉱閃亜鉛鉱の順であり方鉛鉱と閃亜鉛鉱に

おける含有比率は50:1から100:1である.方鉛鉱は

高い銀を含むのは常識で従来の研究によれば方鉛鉱

中には0.2%(約60オンス/トン)は含有されうるとされて

おり実験研究ではAgSbS2-2PbS(Miargy工ite-Ga1ena)

�������瑩�楴�������卲����

(Mati1dite-Se1eniumAnalog)の固溶体も知られ方鉛

鉱分析でAg3.79%Bi7.86%という例もある.

M蛆AK亘0Y氏は方鉛鉱を204サンブノレ分析しSb,Bi

の分布を調べSb:Bi比の低いものは高温型Sb:Bi比

の高いものは低温型の方鉛鉱であると発表している.

なお2-3の鉛亜鉛鉱床で方鉛鉱より閃亜鉛鉱に濃

集するという(S-E,Mi･･ou･iPb-B･1tで方鉛鉱中約�
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世界各国別銀鉱山生産量(1969)1

Country男

NorthandCentralA㎜er三｡a:

Canada…･･……………･…･………一･･･…

Haiti…･…………………………………･…

Honduras･･…“･････…“････････････････････…

Mex三｡o･･………･一･･……………･･･････…

Nicamgua……･…一………………･･…

UnitedStates………･･……･……………･･

卯畴桁�敲楣�

Arge批五na……･………･……･･…一…･･･…

Bo1畳via･…………･……………………･…･･

Bra2i1…･…･…･･…………･…･････………･…

Chi1e………………･…･……･･………･……

Co1ombia･････………一･･……………一･･

]匡CuadOr･･･････････････････････････…1･･･････…

Peru･･････………･･････…“･･……･…･･････…

����

Austria一……････････…………･･……･…

Czec止｡s1ova蛙a…………………………･

Finlmd…･･…………………･･………･……

F正ance(mineoutput)一……･…一･･

��慮示

Eastl…………………･･……………

West･･･････……････……･…･……･…

Greece･…･………････……･……･･･………

Ire1and(m三neoutpuセ)……････…1･･…

Ita1y･･････････…“･･･････････…1･････････････…

Po1and･･････････････…1･････････････････････…

Portuga1(mineoutput)“･･････……･･…

Ruman玉a･…………･･･……･…………･･…

Spa三n8･……･…1･････････････････……･･……

Sweden(mimoutput)…･･………一･

U.S.S.R.･･……･………“･一……………

Yugos1avia………･………………………

A缶ica:

A1ger三a…･･……………･･………･………･･

Congo(Kinshasa)…………………一

Ghana…………･……･･一………………

Kenya……………･･一…･一…………･

Mo正｡㏄o･･････…“………一…………･･

SouthA缶ica,Repub1icof･･………･1

South-WestAfr1ca,Territo町｡f{･…

Tanzan三a…･･…………･……･･…一･･…･･

Tm三sia･………･･………･･………･………

Zambia5…･…･…･……･･………･･………

�楡�

Burma……･…………･………･………･一･

China,main1and…一…･･一･･………･

India･･････…““･･･････…“･･“･･･････････…“･

IndOneS三a･････…“････････････････…““･“･･“

Japan････････････････････…一･一･･･････････････…

���

No正出･……･………………･･…･一･…

South･････････…“･……･･……･･･････…

PhilipPin6s…………･･･････････････……･･

Ta三wan･･…………･･･…一………………

����

卩�敲

(thOuS田nd

�特併湃��

��㈹
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㌳�

�　

��　

㌮�㌀

㌷�〰

���

�　

���

㌀

�

��

㌮㌳�

�㈷㌀

�

�

��

�〰　

�　

��

㌱�

��〴

�　

��

���

�

Austra1ia…･…･…･…

Fiji………･……………･･……･

NewGuinea帥dPapua･･

NewZea1md………･…･……

���

㈴��

㌸

�

�

㈸���

〔Datafro皿U.S.Bur.Mines(1970,p.1010).The1etter“e"

preceding丑guresindicatesestiInated〕

�散�敲慢����瑯景�������慴��潤�����

潴��楳�潴��

��癥物��潰��捥摩湂畬条物愬�慴��愬�湧�礬

NewZea1and,Thailand,Tu北ey.andSouthernRhodesiaana

insevera1Africancountries.Quantit呈esareinsigni丘｡antor

not正epOrted.

8Sme1terand(or)re丘neryproauction.

{Recoverab1econtentofTsumedCo叩.Ltd.concentrates,as

正ePOrtedfOryearendingJune30.

5Inc1ucesrecOveryfrOnlcopper正e丘nerys1udges.

6Totalisof1isted五guresonly.

10･/t閃亜鉛鉱中450･/t)例もあるがその成因はまだ

明らかにされていない.

銀はまたよく酸化帯に濃集し採掘された例も少なく

ない.おそらくCerargyrite(AgC1),EmboIite(A-

权���慴���癥爨��卯潴�牧�瑩�����

Acanthite(βBg2S),Rubbysi1∀er(Proustite_Pyrargy-

rite),Si1ver_Pb_Suユfate,Argentian_Plumbojarosite,

Argentifeエ｡us_Anglesite,Ab_PbCarbonate,Mn_O-

xide(Ag4odorokite)等によるものと思われる.粗

鉱中に100-1.0009/tという例もある.

(2)銀の鉱物

銀鉱物を稼行対象として積極的に生産中の鉱山も2-

3あるが多くの生産銀は銅鉛亜鉛金マンガ

ンコバルトニッケルおよびウラン鉱からの副産･

共産物である.しかし銀も生産対象の1つであり概略

表示した鉱物より生産されている(銀鉱物一覧表参照).

これらの銀鉱物は上記Base-Meta1s鉱物と共生してい

るが比較的重要な銀鉱物は含銀方鉛鉱のほかでは含

銀四面銅鉱(Temantite-Tetrahedrite)系鉱物および輝

銀鉱でありAg-Antinony,Bi-Ga1enaであり固溶体

として閃亜鉛鉱黄銅鉱中に含まれるものであろう.

最近開発された金鉱山から金一銀が合金をなし銀

が合金中60%も含まれているという報告もありアメリ

カMotherLopeBe1tの金には10-20%Homestake産

金には平均20%銀が存在すると発表されている.なお

漂砂鉱床産金中には金一銀合金でAg2-7%という例

も報告されている.

(3)銀の鉱床

銀の鉱床は2つのグルｰプに大別される.その1つ

は上述の通りBase-Meta1sからの副産物一共産物鉱床で�
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白由世界経済圏における銀済費量と新鉱山生産

Perioaoryeaτ

���㈨慶敲慧�

1953-57(average)･

1958･一H

1959･･…

1960･･…

1961･…"････…

1962･･…

1963･･…

1964･･…

1965･…

1966･･…

1967･…

1968…･

1969･･…

1970･･一････…

Cons1ユmptioni皿

��慮�����

啓�

���

��

��

��　

�㈮　

���

���

��　

�㌮　

��　

��　

��　

��　

�㈮　

��伀

���

��

坏��

�㌮�

���

���

㈱㈮�

㈲��

㈳��

㈴��

㈵㈮�

㈸��

㌳�　

㌵��

㌴��

㌴��

㌶��

㌵��

��畭汰瑩潮

｣､P0;型9q､､._

��

坏��

啓�

敘��楮最

啓�

㌶���

㌷�㌶�

㌸���

����

����

����

����

�����

㈰�〶��

㌲�㌶��

����

����

㌷���

��㌶�

�㌹�

量(1949-1970)

���敷浩���

����瑩潮�潤�瑩潮���

'皿■'■u■1一'Surp1uS

Tota1Tota1orde丘｡it

USA缶･･USAf･…｡｡1.di㎎

W･･1dW･･1d｡｡i｡｡g.

���㌷�㌸����㈰�

��㌲��㌷������

�㌮���㌴�㈰����

�㈮���㌱����㈴�

��〳㈸�㌰�㈰����

�����㌴�㈰㌮�㌶�

ユ87.8375,436.8206.9-40.9

㈲����㌵�㈱㌮�㌸�

㌲�〵��㌶�㈱����

��㌷��㌹�㈱�����

㈰㌮�����㈲㈮㈭�㈮�

188.9452,131.02ユ2I8-134.0

�㈮〴㌸�㌱�㈲㌮����

���㈰���㈴�㌭���

�������㈵���㌮伀

〔M三11三〇nsof丘netroyoun㏄s.From1U.S.TreasuτyDepa王tmentsta舐studyofsi1verandcoinage,1965;1970Yearbooko{the

A㎜ericanBu正.Meta1Statist玉｡s;andU.S.Bur.Mines(1950-72)〕

あり他の1つは銀を主成分とする鉱床である.自由

世界経済圏では前者が多い.

重要たby-Product鉱床を玄玄にあげると次の通りである.

〔1〕

〔2〕

〔3〕

���特�偐敲�灯�瑳

Copper_Zinc-LeadRep1aceエnentDeposits&Veins

�畳��

Mass耐eSu1fideDeposits

以上3グノレｰプでカナダでは産銀の20男アメリカでは29

%を生産している.

〔4〕Lead-ZincRep1ace工nentDeyosits

〔5〕MississiypiVa11ey&A1pine-TypePb-Zn&F1uor-

印����瑳

〔6〕CopperDepositsinSandstones&Sha1es

〔7〕NatiマeCopperDeposits

〔8〕GoloDepositsinVeins,Cong1o皿erates&p1acers

〔9〕Nicke1&MagnetieDeposits

��

����

代表的銀生産国のアメリカにおける銀生産推移

���瑯�潤攬�癡��楳�癥��

㈮����慴楯���業来�晳�癥牡漱���

3.U.S.Tエeasuryacttop岨｡hasesi1ver;

4.Purchasingactrepea1ed固ndsharPP工icedrop;

��湯�栬�癡��楳�癥��

�偲潤�瑩潮�条�爰�灯��特��敲�灯�瑳�

7.Peak{ro皿ear1ysi1Terandsilver･9o1aminesana

coinagede血andofWo工1dWarIallies;

��慶������湧�

9.Treasurybeganpurchasingsi1veras㎜onetaryback-

ing.Deve1op固e]ユtSi1TerBelt,Idaho;

����坡��

��晥慳�祢敧慮���慷�潦��楯湲�敲癥�

12.Cessationuseo{silveτ{orcoinage;

13.U.S.Treas岨ydirectedtopurchasedomesticsilver

atgO1/男｡andauthor玉zeatose11at91c;

141U.S.T■easu町salesstabi1izespriceat91c;

15.CessationofU.S､丁正eas岨ysa1es;

16.亙xhaustiono{U.S.Treasuryl〕u11ionreserve.

Modi丘edfromMcKnight(unpub.data,ユ962).�
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現在銀鉱物として稼行対象と扱っている銀鉱物

Temantite(argentiferous)…………･･･……(Cu,Fe,Ag)1男As4S13

Tetrahedrite(argentiferous)………………(Cu,Fe,Ag)12Sb壬S13

����

Bromyrite…･…………･･…一……･………･………………………AgBr

Cerargyrite…………………………･･……･･…･…･･…･…川一…AgCl

Embo1ite…･…･…･……･･……………･･･…………一………Ag(α,Br)

Iody正ite…･………･………･…･････……………一………･……一一･AgI

����

Aurorite……………(Ag2Ba,Ca,Pb,K2CuMn+2)Mn+407･3H20

�来�業

todorokite･…････…(Ag2K2Ca,Ba,Na,Cu,Pb)Mn+40g･5H男O

Si1ver-bearing1ead一㎜anganeseOxides

卵�慴��

Anglesite･………･･……………PbS04,com㎜only昌i1ver-beaエing

A昭entian

p1u皿bojarosite……･…･･……………(Pb,Ag)Fe個(S04)4(OH)12

Aτgentojarosite………･･･…………･･…･……Ag壇Fe晴(SO壬)些(OH)12

Nat量veelementsandanoys:

E1ectmm…………･･…･……………一…･･…･……･…･･…･･…(Ag,Au)

Silver………･………･……･………･…･…･･……………･……………･Ag

�牢潮慴�

Cemssite……･……･･…･……･･pbCo鐵,common1ysi1ver-beafing

Su1畳des,su1fosa1ts,se1enides,andte11urides:

Ando正ite……･……'･……･…･…･………………･･････……PbAgSb3So

Acanthite………･･……･……･･…･………………･･…………･……βAg2S

Argentite………………･1･……･………･･･……･･………･･･………Ag望S

Diaphorite…………･……･…･･………………･……･…Pb2Ag3Sb3S8

Dysc肥site……･･…･…………･…･……一………･………･･………Ag3Sb

Fize1yite…………1･･……･……･･････……･…………･…Pb5Ag2Sb8S18

Galem(argentifemus)……･……･…･…………･･……･…(Pb,Ag)S

Hessite･･･…………………･………･･･………･･…………………Ag2Te

Mati1dite･………･･……………一…･･………･………･1………AgBiS2

Miargyrite･…･……･･……･･……･･･…1………･……･………AgSbS2

Naumann五te……･･………･………･……･･……･･…･･…･･………Ag2Se

Pe肛｡eite･･……･……………･……･･……………･･･………Ag16As2S11

Petzite…･……………･･………………………･………一･…Ag3AuTe2

Pmustite…………･･……………………………･…(Ag,Cu)16Sb2Sll

Po1ybasite･･……………･･……………･…･･…･…･………･･･…Ag3A昌S8

pyrargyrite…一…･･…･･･…………･………･･………………AgsSbS8

Stephanite･…････…………………………･……･･……………lAg5SbS4

Stmmeyefite…………一･……………………………･･……･･CuAgS

Sy1vanite………1一一一…….I･一･…･･……･…･………･･…･…･･Ag2Au2Te8

一方銀が主成分とする鉱床は幅広く主として19世

紀に採掘され今日ではその生産量もきわめて少ない.

一麻その鉱床型をあげると次の通りである.

〔1〕

〔2〕

〔3〕

〔4〕

〔5〕

〔6〕

〔7〕

Epitherエna1Veins;Lodes&Pipes

Epitherma1Disse皿inated&BrecciaDeposits

Epithema1Si1Yer-Ma㎎aneseDeposits

�楴���卩�敲�����剥灬慣��瑄数�楴�

Epitherma1Si1∀er-Copper-BariteDeposits

Meso-Herエna1-Si1Yer-Lead-Zinc-CopperDeposits

Mesothema1,Si1ver-Couba1d,Si1マer-Coba1t-Uranii一

vite&Si1de卜Lo-Zeu1iteDePosits

〔8〕.SandstoneSi1verDeposits

〔9〕Sea-F1oorMuds&Hot-SpringDeposits

重要な鉱床をここに紹介してみよう.

〔1〕Po叩hyryCo醐er眺P08i舶

この種鉱床は大型であるため低品位でもきわめて重要

な銀のソｰスとなっている.アメリカでは産銀の20%

はこのタイプである.含有銀は一般に低く0.01-O.

1oz/t(o.3-39/t)であるが1970年BinghamCu-Mo

Porphy工yCOpperはアメリカ第5位260万オンス(80

トン)の銀を生産している(粗鉱処理4,ooo万t/年Ag

o.0650･/上).アメリカにはAri･ona州に多くのPor･

phyrycopPerがある.14鉱山の平均は｡.06oz/t

(1.869/t,8o･/cult)であり銅金属8,000万tと銀6億

4,000万オンス(19,840トン)が埋蔵されているといわれ

ている.最近発見されたPuert0工ic0,B.C.Panama,

Maine(9uebec-USA国境近くのJachman地方)の

POrphyryCopperは含銀量が高いと発表されている.

またチリではこのタイプより350万オンス(108.5トン)

が生産されペノレｰイランブｰゲンビノレ島パプア

ニュｰギニア等も同様である.ソ連のBa1khash地方

Kom工adのPorphyryCopPer,Pa1a石｡工aのCarbonat三te

も銀は高い.

〔2〕CoρPer-Zin6-LeadRoP1田6ement巫ePoo肘回&

�業

典型的な鉱床はアメリカのButteがある.鉱床中心

に鯛かあり周辺に鉛亜鉛銀マンガンが種々の鉱

床形態をとって分布しEnargiteが銀の重要鉱物である.

1880-1964年間に6億4,400万オンス(19,960トン)の

銀を生産しCoeurd'aieneについでアメリカ第2位の銀

生産をあげている.鉱石中の品位は平均20･/t,cu1

%当り10z/tで最近は｡.30z/tといっている.

Magma鉱床も平均1.93oz/tで年間30万一100万オン

スの銀を走向3,000m深さ約1,500皿の鉱脈より生産し

アラスカで有名なKemecott発祥の鉱床からは1911-

1938年聞に1,200万オンス(372トン)の銀が生産され

銅鉱中には14-16oz/t(450-5009/t)の銀が含まれてい

たといわれる.この鉱床は石灰岩ドロマイトを交代し

た不規則塊状一脈状鉱床である.

〔3〕Ma8siveS㎜1坦deエ)eposit8

この種鉱床は世界に広く分布する.カナダ目本

アイノレランドサイプラスオｰストラリアン連ス

ペインスウェｰデンフィリピントルコ西独ノノL�
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アメリカの銀埋蔵量(鉱石中のトロイオンス換算)

��潦�灯��

Identi丘ed且ypothetica1

��由��汲�併���

�灯�瑳楮睨楣��癥物�批��捴

PorphyrycopPerdeposits･････････…

CopPer-zinc･1eadrep1acementsand

癥楮����敲��物湧���

stonesandshales･………………･･

Mas8ivesu1冊edeposits………･･

Lead-zimrep1acementdePosits…

��楳���������灯��

Alpine-typezincdepos三tsinVal-

1eyandRidgeprovince･………･･

Nat加ecopPerdeposits･…………･･

Go1dveinsandplacers……u……･

0thertypes…一･…………･…･……･･

Tota1……………………･…･･

��〰�〰�㈵�〰�〰

㌹�〰�住　

�〰�〰　

��估�〰　

��住�〰

㈰�〰　

��〰�〰

�住�住　

㈬住�〰　

���〰�〰　

��〰�〰

㈳�住�〰　

��〰�〰

㈰�〰　

��〰�〰　

㌵�〰�〰

㈬住�住伀

���㈰�住〳���〰�〰

Deposits量nwhic11si1欄risthem乱i皿pmd皿｡t

Epith･工甲･1･･i…1･d･･…dpip･･

�楴���摩��業�����

CCiadePOsits･･･…“………･……一･･

�楴����湧慮����物�

deposits･････････････････…1･････････…

Epi伍erma1rep1a㏄Inentdeposits

伽dmesotherma1veinswith

1eadandzinc･･…･･1…“････………･

���敲��潢���慮楮����

verdeposits････････････････････････…

Sandstonesi1マerdeposits“…･…･･

Total…･…･………･………･･

��〰�住伀

��〰�〰

��〰�〰

��〰�〰　

　

㈬住�〰　

��住�〰

��〰�〰

��〰�〰

��住�住

�〰�〰　

��住�住

��住�〰���住�〰

������捴�畳�楮��

ductsi1verresources…“･･……･･2,193,000,OO03,415,000,000

11deti£ed工esources:Speci丘｡,identi丘ednユineraldepositsthat

mayo'㎜aynotbe帥aluatedastoe斌entandgrade,and

whosecontainedmineralsmayormaynotbepm丘tab1y

��癥牡�敷楴���楮�散�����散潮���潮摩�

瑩��

男Hypothetica1resour㏄s:Undisco∀ered㎜inera1depos三ts,

whe出erofr㏄0Terab1eorsub㏄onomicgrade,thatare

geologica11ypredictab1e自sexistinginknowndistricts､

ウェｰアメリカに知られるBase-Meta1s鉱床である.

時代的にはPre-Camb･ianShie1d(例KiddKree長,

Noranda鉱床)から第三系のもの(日本トルコその

他)まであり含銀量が高いのが特徴である.

〔4〕Mi附i醐ipがVau･y&A1pi皿eTyp･眺P08ito

この鉱床は方鉛鉱閃亜鉛鉱黄鉄鉱一部には螢

石重晶石黄銅鉱方解石およびC0鉱物を伴い銀

コバルトニッケノレも副産物として生産されている.

.現在Missou･i地方からは約200万オンス(62トン/年)

の銀が生産されアメリカ産銀地方の1つとなっている.

銀は閃亜鉛鉱中に平均(21,79/t)方鉛鉱中に平均

(17.989/t)含まれている.

この型の鉱床は各地で発見されIuinois州(15oz/t)

Kentuckフ州(5･o/t)の鉛精鉱品位が発表されており

東フランスオｰストリア北イタリアユｰゴスラビ

アでも類似の鉱床から銀が回収されている.

〔5〕CopPer玉)ep03itsi皿San唖stoneo&Sh国1e8

鉱染銅鉱石に鉛亜鉛コバルトバナジウムウ

ラニウムと共に銀が分布する例は最近各地で発見されて

いる.銀は通常Cha11ocite,Djur1eite,A工gentite,Bor-

nite,Cha1c･py工iteおよびこれらの酸化物中に分布し

代表例はWhitepine-Sha1eのUpPe工pre-Cambrian

StratifOm鉱床であろう.

西独のMansfeldのPemian-CarbonaceousCu-ShaIe,

ポｰランドソ連のものも大きい.ポｰランドのCu-

Sha1eは80-7509/t西独KombergのCu-Sha1eは

109/tWhite-Pineのものは3729/tの銀を含んでいる.

アメリカ西部(N.Mexico,Co1o.Utah,Ari･.)一帯に

中生代の砂岩申にウラニウムバナジウムを含み銅鉱

物が鉱染する層状鉱床カミあり今日ほとんど採掘はされ

ていない.この鉱床にも銀があり将来は期待視されて

いる.また同じ西部にP工e-Camb工ianBe1tSuPer-

Groupと呼ばれる層状銅鉱床が発見されCu1%Ag

32g/tの品位があるといわれ今後が期待されている.

4.銀の埋蔵蟹と資源

銀の鉱床分布も16世紀のEpithema1-Mesothema1鉱

床から今日ではPOrphyry-copper-StratifOm鉱床に対

象が変りつつある.銀の埋蔵量はその主体が副産一

共産物として生産されるものであり確定したもの､も

銀主産鉱床の約2倍となっている.

一覧表はアメリカにおける銀の埋蔵量を示したもの

であるが副産埋蔵14億オンスに対して主産埋蔵は7.6

億オンス(24,000トン)である.これは一つの傾向も

示しており副産埋蔵ではPorphyryCopPer,Cu-Zn-

Pb交代砂岩等鉱染型およびPb-Zn交代鉱床が多く

主産埋蔵では浅熱水'中熱水性のPbZnを伴う銀鉱床

が大きいことを示している.一方将来の銀鉱床とし

てはCuPbZn交代鉱床および砂岩等鉱染の層状鉱

床がきわめて有望であることを示している.

なお現在の技術経済上で稼行対象とたりうるアメ

リカの銀埋蔵量は14.4億オンス(44,640トン)であり

自由世界経済圏の銀埋蔵は54億オンス(167,400トン)

である.このことは現在の世界生産量約3億オンス

/年からみると寿命18年ということになり需要生産

のアンバランス是正と寿命延長のためにも探鉱が不足

していることカミうかカミわれる.
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