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東南アフリカ事情(4)

ジンバブエの現状と鉱物資源

高橋清(元所員)

KiyoshiTAKAHAs皿

1.はじめ

ジンバブエの首都ハラレ(H･･a･e)は独立前まではソ

ｰルズベリ(S.1i.bu･y)といっていた英国の中都市を思

わせる見るからに清潔な美しい町である.この美しい

街並みを白人達は大手を振って歩いている多分独立前

とちっとも変っていないのであろう.ハラレのデパｰ

トスｰパｰマｰケット多くの商店街などにはあらゆ

る商品カミところ狭しと並んでいるが品物は何となく垢抜

けない.ジンバブエの人達にたずねると品物は全部国

産品で1965年から1980年独立までのUDIによるサンク

ションのせいだという.UDIとはUniIatera1Dec1ara-

tion0王Independenceの略で有名なスミス首相がロｰデ

シアの白人国家独立を宣言し旧宗主国英国をはじめ世

界中の国々から経済制裁(San.tion)を受け海の無い

写真1ハラレ市の繁華街TheMall,正面に見える2台の車

はrルノｰ6｣のタクシｰで市中何処でもっかまえる

ことカミでき値段も安い.
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ジンバブエ

第1図東南アフリカにおけるジンバブエの位置図.海の

ないrLand-1ockedCountry｣なので物資の輸出入のための輸

送問題に頭を悩ませる.

LandLOc良edCount･yであるこの国はすべての商品

を白国で生産せざるをえなくなったので種々の軽工業を

興したのだという.

ジンバブエについて時々日本の新聞の記事になって

いるのは現首相のムガベ(Mug･be)氏の率いるZANU･

PF党(PF=PatrioticF.ont)と南のブラワヨを本拠とす

るンコモ(Nkomo)氏のZAPU党との争いとZAPU

党ゲリラによる白人農場の襲撃白人観光旅行者の拉致

という血腫いことばかりでジンバブエは如何にも治安の

悪い国だという印象を与えている.ところカミ実際は

南アを除いては東南アフリカではボツワナとともに最も

治安の良い国である･ノ･ラレでは夜の散策に危険は全

くなく毎日座席指定の急行バスが各地方に走りレン

タカｰでジンバブエ中何処へでも旅行できる.どんな

田舎にでもホテルがあり他の国々のように停電を心配す

る必要もなくいつでも熱いシャワｰを浴び美味しいス

テｰキを食べられる･インフラストラクチャｰの破壊

はこの国では未だ起っておらず人々に安心感を与えてく

れる.
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写真2モノマタパ･ホテルから見た住宅街.公園･ゴルフ場の

剛こ住宅が点在している感じである.

新リｰダｰのムガベ氏は筋金入りのマルクス主義者で

ZANU･PF党を率いて7年にわたってスミス白人政権

と戦ってきており独立後は黒人による全独裁が予想さ

れていたが1960年代に独立した他のアフリカ諸国の失

敗の轍を踏まず白人を含めての実際的な安定国家の設立

を望みイデオロギｰ的色彩をできるだけ消すように努

めている.ムガベ首相は極めて穏健な政策をとり白

人との協調に努めているが時に衣の下に鎧がちらつ

き神経質になっている白人の国外脱出を誘っている.

独立当時的27万人いた白人も現在は17万人を割ったとい

われている(ジンバブエの全人口約700万人)｡

ジンバブエの鉱業は長い間農業とともに国の経済の

バックボｰンの一つであった.しかし独立までの7

年間に及ぶゲリラとの戦いで白人の熟練鉱山技術者は軍

隊に招集され多くの黒人鉱山労働者は独立とともに社

会主義路線をおそれて南アの鉱山へ移動したために著し

く鉱業は衰退していた.ムガベ首相は独立後杜会主

義路線をとることを強く否定し南アベ避難したかたち

の黒人労働者の呼び戻しと白人熟練技術者の引き留め

を計り鉱山の国有化をしないと宣言して鉱業の再建を

はじめた.独立直後の金価格の異常な高騰はジンバブ

エの鉱業再建に大いにプラスとなり一床順調に軌道に乗

っていった.独立後5年間のジンバブエ鉱業の経過と

現状を金ク回ムニッケノレアスベスト鉱山を主体

に述べてみたい.

写真3ハラレの典型的な中流住宅.市の中心部に近くプｰ

ル付きである｡ジンバブエは社会主義政策をとっているが

土地･住居の国有化は行なっていない.しかし白人の国外脱

出のため格安で売りに出されている.

2.ジンバブエの生い立ちと現状

i)ジンバブエの独立

19世紀末にベチュアナランドといわれたこの土地に英

国系の開拓民が入り町造りを始め1891年にはニヤサラ

ンド(現マラウイ)とともに英国の保護領となり南ロｰ

エ986年2月号

デシァと名付けられた.この名はセシル･ロｰズにち

なんでおり北ロｰデシアは現ザンビアである.20世紀

に入り穏相な気候と豊かな土地多くの鉱産物が白人

移住者を魅きつけ第2次大戦後には白人の総数は25万人

を超えていた.宗主国英国は1953年にロｰデシア･ニ

アサランド連邦制を施行したカミ白人天国であるロｰデ

シアに支配されるニアサランドは強い不満をもちあち

こちで連邦制に反対する反英運動がおこり1958年に英

国で医者をしていたカムズ･バンダ(現マラウイ大統領)

が帰国しニアサランドの本格的な独立運動が始まった.

バンダは1961年にマラウィ議会党を結成し議会で新憲法

を議決したため英国は1963年にロｰデシア･ニアサラ

ンド連邦を解体せざる得なくなった.ニアサランドは

!964年7月6目に独立してrマラウィ｣となりこれま

で英国の責任のもとで自治統括していた北ロｰデシアを

写真4'休暇でジンバブエを訪れレンタカｰで東部高原(Eか

stemHigh1and)を走る.車は三菱のランサｰである.ン

コモ氏のZAPU党の本拠である南部のブラワヨ市の酉のマタ

ベレランド以外は極めて安全に旅行できる､�
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第2図ジンバブエの地勢図全

体に1,000-1,500mの高原であ

るが東部ウムタリ市附近のイン

ヤンガチマニマニ山塊は2,000

mをこす.

同年10月24目有名な=KK(ケネスカウンダ)率いるUNIP

(Unit.dN.tion.1Ind.p.nd.n｡｡P｡｡ty)の主導でザンビ

ア共和国として独立した.南ロｰデシアのスミス首相

による白人国家ロｰデシアの独立宣言(UDI)はマラウ

ィとザンビアの独立の翌年1965年になされたわけであ

る.南アからの非公式な援助はあったものの宗主国英

国(当時の労働党改瘡)をはじめ世界中の国々から経済制裁

を受けることになりまた近隣黒人国は反ロｰデシア･

ゲリラ(ZANU･PF党とZAPU党)に基地や武器を提供

し1970年初頭から国内外での紛争が起り始め1973年

から独立まで7年間にわたるゲリラとの戦いカミ本格化し

た.十数年もの苦難の年月の後1979年英国の総選挙

に勝った保守党のサッチャｰ女史はロｰデシア問題の解

決に乗り出し長い厳しい討論(英連邦会議など)の後

ロｰデシアの憲法問題は1979年12月にまとまり英国政

府はソｰムズ卿(So.m｡｡)を特使としてソｰルズベリに派

遣し国際的に承認され得る新しく独立する黒人国家を

つくりゲリラ戦を終らせるための新選挙を計画させた.

これはロｰデシアのUDIを終りに導き各国の経済制

裁はソｰムズ卿がソｰルズベリに到着した時点で解除さ

れた11980年2月の新選挙はムガベのZANU･PF党

が勝ちンコモのZAUP党他から白人2名を含めて22

名の閣僚を決め国名もロｰデシアからジンバブエと改

め1980年9月18目に独立を宣言した.ムガベ首相はこの

国の経済が資本主義のもとに築き上げられ将来の発展

はこの駈存の構造の上に組み立てられねぱならないと

しヨｰロッパ及び個人の会社の権益は従来通り認め

鉱山農園などの国有化による圧迫は全く行わなかっ

た.さらに内戦中に悪化した南アとの関係修復をはか

り二国間の経済的関係を維持することに努めると述べ

た.社会主義者ムガベを戴いたアフリカ最後の独立国

ジンバブエのスタｰトは極めて静かなすべり出しであっ

た.

ii)ジンバブエの位置と地勢･気候

ジンバブエは南部アフリカの北東部を占め海のない

いわゆる“1and-1ockea･ountry''で印度洋からは最短距

離で約300良皿離れている.国土は北のザンベジ川と

写真5東部高原のインヤンガ山地

ルがのっている1

花嵩岩体の上に粗粒玄武岩シ

地質ニュｰス378号�
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南のリンポポ川の間にあり面積は390,759km2で日本の→Kw･kwe;S･ユi･bu･y→Ha…｡;S.1ukwe→Shu｡｡gwi;

総面積よりもやや広い.中央部の約2/3の国土は標高shabani→zuishauan6;sinoia→chinhOyi;siP01i1o→ck

1三000m～1,500mで平坦な中南部アフリカの高原の一部ipu･i･･;Umt･li→Mut…;Um･um･→M･um乱

を形成し素晴らしい気候とサバンナ林で特徴づけられこれらの改名は主として現地の人達の発音に忠実に従って行

る､中央高原はザンベジ川及びリンポポ川に向って急われたといわれている･本文ではハラレ以外は旧名を使って

に低くなり標高は500m以下となる.植生はバオバいる･最も普及し正確さを誇っているミシュランの道路地図

でもハラレ以外は旧名のままである.

フモパネアカシヤで代表されるサバンナ灌木林とな

り気候は夏季には極めて暑くすごし難い.東部のモザ

ンビｰクとの国境の町ウムタリ(Umt･1i,現Mut･･e)周辺iii)ジンバブエ鉱業の現状

のインヤンカビンカグル及びチマニマニ山地は平坦なジンバブエ鉱業の稼ぎ頭は金が他の鉱種をはるかに離

ジンバブエには珍らしく山々が連なりr東部パイランして第1位でアスベストニッケル銅石炭クロム

ド｣と呼ばれ古くから避暑地観光地として知られていと続いている･ジンバブエが独立した1980年は金をは

る｡われわれ日本人には普通の山なみに見えるがジじめほとんどの鉱種の価格が異常に高騰し独立時のジ

ンバブエの人達にはこれらの山なみは貴重な存在のようンバブェの鉱業再建を容易にした･すなわち1980年

で有名なビクトリア滝よりも東部ノ･イランドに行くこの金価格は平均614米ドノレ/1トロイオンス(1トロィォ

とを奨めてくれる.雨期は11月から3月までに全雨量シス=31･01グラム)で最高850米ドルに達した時もあっ

の95%の雨が降る.南部の約1/3の国土では年間雨量た･1981年458米ドノレ1982年312米ドルでその後は価

は約400mm/年残りの地域では600～1,ooomm/年であ格は横這いで300米ドルを上下している･このためジ

る｡中央高原とくに首都のノ･ラレでは雨期前の9ンバブェの経済成長率は1980年15･5%1981年は13･0%

月!0月には全市が紫色のシャカランダの花に覆われを示し400を越す数の中小金山が再開し政府も鉱山

更に火炎樹の花アフリカチュｰリップ樹と美しい花々国有化を強く否定するとともに鉱山労働者の最低賃金

が咲き揃う.ハラレのお祭は花々が最も美しい10月初を2倍にした･1981年末には600以上の金山が稼行し

旬に行われる.ていたカミ10,000オンス(約310kg)以上の金を生産する

金山は59にすぎなかった.しかも金価格が400米ドル/

独立と同時に国名はロｰデシアからジンバブエに変ったオンス以下では採算カミとれない山が多かったために政

(Rh･d･sia→Zimb･bwe)､国内の地名をロｰデシア時代の府は金1オンス生産すれば10ジンバフェドル(約13米ド

ものを新しい地名に変更しているが･道路標識その他未だル)の補助金を出したカミ1982年には半数の中小金山は

に旧名のものが多くかなり混乱している･主な町の地名変閉山し経済成長率は2%強に1983年以後はマイナス

更は次の通りである(アルファベット順);成長になってしまった.

Ba11aB11a→Mba1abaユa;Belinge→Mberengwa;Essexva-

1982年5月には独立後初めての国際学会rGOLD'82｣

1e→Esigodini;FortVictoria→Masuingo;Gatooma→

をハラレのジンバブエ大学で開催し世界各国から多く

Kado皿a;Gwe1o→Gwem;Hart1ey→Chegutu;Mashaba

の招待講演者とともに南アの人達にも門戸を開き盛況

→Mashaua;Mtoko→Mutoko;Nkai→Nkayi;QueQue

程に終った･この学会の巡検で訪問したエンプレス

(Empress)及びパｰジビァランス(Perseverance)の両

ニッケノレ鉱山は閉山しその他多くの鉱山が危機に瀕し

た.

鉱業衰退の原因は金をはじ･め各鉱種の価格の低迷カミ第

一に挙げられるが鉱山労働者の最低賃金を毎年あげた

灘灘ために生産コス/が著し/高/な1国際競争力を失一て

写真6東部高原のチマニマニ山塊

1986年2月号

きたことジンバブエドノレ(Z$1=US轟1,3.1982)が実状

に即せず高すぎるこ■と白人技術者の脱出熟練黒人労

働者の不足(多くの黒人鉱山労働者は未経験のモザンビｰク

マラウイからの出稼ぎであった)による生産能力の低下

UDI時代に外貨稼ぎに多くの鉱山では濫掘して生産を

上げ切羽の分散鉱石の坑内輸送の長距離化鉱体の

品位の低下を招いていたこと等々多くの原因が挙げられ�
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た､ジンバブエ政府はこの打開策として米ドルに対し

て20%の平価切り下げ金の生産に対して助成金の交付

MMC(Mine･･1･M･･k･ti㎎Co･p)の設立により鉱産

物の買上げ販売を政府自身で行うことなどを行い現在に

至っている｡操業している大鉱山は英国南アァメ

リカカナダの大鉱山会社の子会社でムガベ首相の国

有化否定にもかかわらず新しい設備投資大規模な探査

活動を騰賭っている.なお精錬所などで使うエネノレギ

ｰ源を石油から石炭に切換える工事カミ各処で急ピッチで

行われている.ジンバブエ南西部のワンキｰ(W･阯

ki｡)炭田の開発整備が進みモザンビｰクからのパイプ

ラインで供給されている石油の節約と石炭のフル活用の

一石二鳥の計画である.

写真7!982年5月独立後はじめての国際学

燃記念撮影.

る｡また数多くの稼行鉱山により新鮮な坑内露頭を

観察することができる.

ジンバブエ全土は5万分の1の地形図と約2万5千分

の1の空中写真でカバｰされており地質図は全土の

79.0%が調査刊行され10万分の!の地質図幅は50.9

%25万分の1の概査地質図幅がその残りを占めてい

る.

i)基盤岩類

ジンバブエの主体をなしているロｰデシア剛塊は種々

㌰�

ツ

3.ジンバブエの地質

ジンバブエでは沖積層や植生の影響は比較的小さく

良い露頭は余り多くはないが発達した土壌も薄いために

表層土壌から下位の原岩を容易に推定することができ

写真8rGo工d'82｣の参加者にはジンバブエ地質学会紋章入り

のネクタイ灰皿その他の記念品が贈られた.

↑

｡､､グエロｰ㍗軟

ド議蚊申岬

淳7

ウムタリ

L｣Ok･

套:コ原生代及ひ新期岩類

髄鰯グレｰト･ダイク(2500Ma)

竃鴬び片麻岩/鶴臨訂剛塊

!'/フラワキン層群上部緑色岩層の東西を分ける境界線

第3図ジンバブエの地質概略図(Wi1s㎝ほか,1978)

地質ニュｰス378号�
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の基盤岩類からなりジンバブエ最古の岩石である.

基盤岩類は始生代(35億年一27億年前)の緑色岩類(G･｡｡阯

･t･n･･)アダメライト質乃至トｰナル岩質の花闇岩類及

び片麻岩が広い範囲に分布し緑色岩類をとり囲んでい

る.緑色岩類の層序は下位からセバキァン(Sebakwi-

an)ブラワヤン(Bu1awayan)及びシャンバイァン(Sh-

amvai･n)層鮮に分けられている(Wi1son,1979).緑

色岩類と花嵩岩類との関係はA.M.Macg･ego･図が

有名であるが飛行機から地表を党争と暗緑色の緑色岩

類と淡褐色の花崩岩との関係が鮮やかに観察される･

セバキァンと後シャンハイアン期の間(35億年一27億年

前)緑色岩類はカリに富む古いトｰナノレ岩により貫入

されたが一般に花開岩類との接触部以外は緑色岩類の変

成度は低い.基盤岩類の構造は大変複雑で何回もの

変形とダイアピル状の深成活動が認められている.変

成度は葡萄石一パンペリｰ石変成岩相から緑色片岩相が

主体で角閃岩相も処により見られる.グラニュライ

ト相はセルクェ(Se1ekwe)地域の古期片麻岩中に残留

物として報告されている(St･w･,1973).

緑色岩帯中にみられるニッケノレ鉱床を伴うコマチアイ

ト質岩や超苦鉄質の蛇紋岩体は最も古いセバキァン層群

のものとされていたが最近の多数の年代測定の結果な

どからほとんどのものがブラワヤン層群の上部緑色岩

層に属することカミ明らかとなった｡ジンバブエ最古の

岩石はセルクェ(Se1ukwe)フォト･ビクトリア(Fort

Victo.i｡)シャバニ(Shab.ni)を頂点とする三角形に囲

まれたトｰナル岩質･

を示し摺曲した緑色岩のゼノリスを含んでおりセバ

キァン層群と考えられている.

セバキァン層灘はマグネシウムに富む塩基性溶岩と少

量の超苦鉄質岩体これらの火砕岩層縞状アイアン･

フォｰメイションを主体とする火山岩･堆積岩累層で

上位のブラワヤン層灘とは不整合で接している.セバ

キァン層灘中には数多くの金鉱床が胚胎している.

ブラワヤン層灘は不整合により上部緑色岩層と下部緑

色岩層とに分けられ玄武岩及び安山岩溶岩とその火砕

岩類で特徴付けられしぱしば完全に保存された枕状溶

岩が地表の露頭や鉱山の坑内で観察される､上部緑色

岩層には苦鉄質/超苦鉄質火山活動が盛んでコマチァ

イト質岩蛇紋岩体に加えて珪長質火山岩類も併せて

見られる｡多くのフォルツァイトは珪化した珪長質火

山岩源で縞状アイアン･フォｰメイションも目立つメ

ンバｰの一つである.ニッケノレ鉱床はコマチアイト質

岩体超苦鉄質岩体に伴なって上部緑色岩層準中に胚胎

し(Bindura,Shamua,Filabust及びGatoomの西部地

域Sh｡㎎｡n1)超苦鉄質岩体中のクリソタイルはSha-

1986年2月号
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第4図一11〕ジンバブエの始生代の緑色岩帯と花開岩類(群生底盤)

との関係を示すA,M.MacGregor図(MacGregor,1951,より)

緑色岩帯
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トロニェマイト質片麻岩で35億年第4図一12〕始生代緑色岩帯と花筒岩ド_ム.

の関係の断面図｡(Hickman,1975.

後変動時花開岩と

より)

bani及びMashaba附近で採掘されアスベスト鉱業の中

心となっている･Se1ukweのセバキアン層群中の蛇紋

岩体中にはポッド状のクロム鉄鉱鉱床が胚胎している.

また金鉱床は上･下部緑色岩層全般に広く胚胎してい

る､

シャンハイヤン層群は北部によく発達し大部分が未

分化の浅海性堆積物すなわち礫岩アノレコｰズク

レイワケと珪長質火山岩類からなっている.

これら基盤岩類(緑色岩帯)と周囲の花闇岩類との関係

は経済的にみて重要で石英脈及び交代鉱床として熱水性

金鉱化作用は全域に見られこれまで約6,000の金鉱山

が採掘された･金とともに銅も共生することがある.

シャンバイァン期のペグマタイトはFortVictOria東部

に主要なリチウム鉱床をつくり小規模ではあるがM←

oko及びHarare地域のベリル･タンタライト･錫鉱床

をつくっている.

ジンバブエの南部にロｰデシア剛塊とカップファｰノレ�
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第1表ジンバブエ始生代緑色岩帯の層序(Wi1son,1979)

層群名サブ･ユニット岩質

西部東部

2500Ma……………一一一一……1グレｰト･ダイクｰ一･

午���一

(シャンハイアン)

浅海性堆積岩層

約2700Ma.不整合

ヂ'

上部

BULAWAYAN緑色岩層

(ブラワヤン)

カルク･アルカリ岩系列(未発達)

一一一一一一一一一.バイモｰタ)レ.系列一一一'一'一''一一一一

苦鉄質/超苦鉄質ホ堆積岩層

火山岩類

'■■一一一''■ソレイアイト岩類一一一一一一一一一一一…

一一一一'一一一一コマチアイト質岩類*一一一……一

'…一'一'一薄い堆積岩層…一一一…一…一一

約2800Ma1不整合

下部

緑色岩層

火山岩･堆積岩累層

約3000Ma不整合

卅���一

(セバキアン)

約3500Ma

火山岩･堆積岩累層

(]部に超苦鉄質火山岩類)

*ニッケル鉱床の賦存している層準

紬BULAWAYAN及びSEBAKWIAN層群中には縞状アイアン･フォｰメイションが特徴的

剛塊を区切って走る東西性のリンポポ(Li皿p.p｡)造山

帯(27±2億年)がある･このリンポポ造山帯の岩石

はロｰデシアカップファｰノレ両剛塊の緑色岩帯とそ

の基盤岩が高度に変成されたものとされている.リン

ポポ帯の鉱化作用はマグネサイトコランダムの鉱床で

代表され北部周縁帯沿いに異常な高変成部があり金と

クロムを産する.

グレｰト･ダイク(TheGreatD派e)は4つの重力

分化した超苦鉄質ロポリスからなり北北東に540長m

延び3乃至11k㎜の幅をもつ･それぞれのロポリス

はノｰライト及びそれと共生する斜長岩を帽岩としノ

ｰライトの下位は少くとも10輪廻の超苦鉄質岩ユニット

がみられる.理想的なユニットは上部からオルソハ

イロキンナイト･ノ･ルツバｰシャイト･ダナイトと続き

基底部にクロム鉄鉱層を伴なう｡試錐の結果は厚さ

1,500皿以上もあり時として深部ではパイロキシナイ

トを欠いている.ノｰライトの基底部には白金属金属

が銅･ニッケル硫化鉱物と共生している･グレｰド･

ダイクの生成時期は約25億年前とされている.グレｰド

･ダイクはロｰデシア剛塊中に形成された張力性地溝を

満たしたものと考えられている･

ii)新期岩類

7億年前にウムコント(Umk･nd･)系の地層が東部モ

ザンビｰク国境付近に堆積しピリウィリ層(Pi･iwi･i)

はウムコント系の上部属ロマグシディ･デウェラス層

(L.m.g㎜di-D.w･…)は下部層に当り北酉部･中央部

に堆積した.ウムコント系は石灰岩マｰノレ頁岩

珪岩からなり玄武岩がこれらを覆っており粗粒玄武岩

シルを含む全厚は5,000mを越す.下部層のロマグシデ

ィ･デウェラス層中には小規模ながら層序規制型層状銅

鉱床カミ分布しジンバブエの銅は主としてこの型の鉱床

から生産している.上部層のピリウィリ層では南部で

銅･鉛･亜鉛の鉱化作用がみられる.北酉部では新期

花開岩の貫入がありベリル錫タンタライト雲母

を産する大ペグマタイト鉱床がある･

北部のザンベジ変成帯はパン･アフリカ造山帯の一部

をなしておりチャｰノッカイトを含む高変成帯はロｰ

地質ニュｰス378号�
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窒鴛賀ン

[刀セバキヤン層群

口花筒岩及び片麻岩

…･一･ブラワヤン層群上部緑色岩層の東西を分ける境界線

堵ストロマトライト
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蔓ヨ轟鯨黍以後の

Eコ名鯨獄前の

第5図ジンバブエのロｰデシア剛塊主要部の地質図(Wilson,

���

第6図アフリカ南部のカルｰ系玄武岩堆積岩層の分布図

�潸���

デシァ剛塊の北縁沿いにみられる.ザンベジ帯中には

目星しい鉱化作用はみられない.

始生代のグレｰト･ダイク形成後の熱変成の時期は

2100Ma,1700Ma,1350Ma,1000Ma,800Ma前のも

のカミ各処で見られるカミ大部分は650-400Maのパン･

アフリカ造山の熱変成である｡

パン･アフリカ造山終了後の古生代初頭以来アフリ

カ大陸は安定化しその後現在まで造山運動を受けてい

ない.古生代後期二畳･石炭紀の氷河成堆積物で始

まり玄武岩を含む陸成層がアフリカ南部の大カルｰ盆地

など剛塊内部のいくつかの盆地に堆積し始め三畳･ジ

ュラ紀まで続いたこの陸成堆積物はカルｰ系と呼ばれ

ている(KarrooSystem).

ジンバブエのカルｰ系は中央部のフェザｰストｰン地

方のものを除いてはロｰデシア剛塊を取り囲む形で分布

し特に西北部のザンベジ川流域に堆積岩層が広カミって

いる.またビクトリア滝で代表される玄武岩溶岩も各

処に分布している.南部の都市ブラワヨとビクトリア

滝閻のカルｰ堆積岩層中に胚胎しているワンキｰ炭田

1986年2月号

は現在ジンバブエのエネルギｰ源となっている.

カルｰ系の大規模な玄武岩の噴出は約180Ma前に

始まったゴンドワナ大陸の分裂の前触れの火成活動の一

つといわれている.もう一つの火成活動はアルカリ岩

の活動でこれに伴なってカｰボナタイトキンバｰライ

トの噴出がある.ジンバブエのカｰボナタイトは東

北端のナヌタ(N.mt｡)とグングワ(Gmgw｡)東部の

トロワ(Dorowa)シャワ(Shawa)チシャニヤ(Chi･

｡h.ny｡)西部カリバ湖畔のカテテ(Kat.t｡)でいずれも

アルカリ火山岩の活動に伴ない生成年代は約130Ma(白

亜紀)と報告されている(Cox,1970)､ジンバブエのカ

ｰボナタイトは希元素(ニオブ希土類元素)に乏しく

トロワとシャワで国内向けに燐酸塩肥料として採掘して

いるに過ぎない｡今世紀初頭にブラワヨの近くの河原

のキンバｰライト礫からダイヤモンドが発見されたとす

る報告がある.キンバｰライト･パイプは西部のカリ

バ湖の東南端と中央部のケケとブラワヨ間に約10ケ発

見されているカミダイァモンドを含まないか著しく品

位が悪く経済的価値に乏しい.�
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写真9空から見たビクトリア滝(ジンバブエ観光協会写真よ

り)ノ･ラレから日帰りで観光ツァｰがあり立派な観

光ホテルが何軒もある.

第7図ビクトリア滝の島1敢図.(カルｰ系玄武岩の割れ目をザン

ベジ川が流れこんでいる.)

4.ジンバブエの鉱物資源

1980年にジンバブエは独立しムガベ首相の下で新し

い道を歩み始めた.独立前の1977年から独立後の1983

年までのジンバブエの鉱物資源の総生産量と1983年の生

産高を第2表に示す､独立後ジンバブエの代表的鉱

種である金と政府が将来のエネノレギｰ源としてワンキ

ｰ炭田の開発拡張に力を入れている石炭を除いてアス

ベストクロム銅ニッケル鉄鉱など主要鉱種の減

産カミ目立つ.これら主要鉱物資源のほぼ90%を生産し

写真10ビクトリア滝橋(Faユ1sBridge)左端はザンビア･リ

ビングストｰン市UDI中はこの橋は封鎖されていた.

ている鉱山は英国･アメリカ･カナダ･南アの大鉱山会

社の子会杜で大半の親会社はジンバブエ政府の政策に

危倶をいだき一部の会社を除き新たな投資開発を差し

控えている.

i)7スベスト

ジンバブエのほぼ90%のアスベストを生産している

AfricanAssociatedMinesは英国のTumer&Newa11

社の子会社でShabanie,Gaths,Fi1abushi,Gwandaほ

かの鉱山をもち独立直前に粉細設備の大拡張を行い増

産カミ期待されたが公害問題労賃の高騰白人熟練技

術者の帰国などのマイナス因子が重なり急速に生産量

は落ちていった｡

三i)金

ジンバブエでこれまで採掘された金山は6,000以上に

写真11悪魔の爆布

地質ニュｰス378号�
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第2表ジンバブエの鉱物資源の生産盤と1983年の生産高

鉱�種�1977�1978�1979�1980�ユ981�1982�1983�1983(鵡Z1,OOO)帥

アスベスト(t)��273,OOO�249,OOO�260,OOO�250,900�247,600�194,400�153,000�69335,

金�(kg)�12,100�12,010�11,679�11,047�11,167�12,823�13,635�193,913

クロム鉱(t)��677,300�477,800�541,800�553,500�536,100�431,600�431,400�26,063

石炭�(t)�3,029,000�3,065,O00�3,188,OOO�3,134,OOO�2,867,O00�2,769,OOO�3,236,000�42,172

銅�(t)�34,800�33,800�29,600�27,000�24,600�24,800�20,900�32,944

ニッケル(t)��16,671�15,701�14,591�15,074�13,018�13,302�9,949�43,099

鉄鉱�(t)�1,176,OOO�1,123,OOO�1,201,OOO�1,622,OOO�1,096,000�837,000�924,OOO�14,628

銀�(㎏)�6,230�33,380�29,408�28,565�25,796�27,632�28,144�10,554

コバルト�(t)�一�17�204�115�94�98�73�231

錫鉱物�(t)�920�945�947�934�1,157�1,197�1,235�16,213

その他事���������21,302

���*主に貴石(エメラルド)､燐酸塩､タンタライト､マグネサイト､石灰石､リチウム������470,454

�`^^^』`^r■I､'■､'■一'�,,{'■'^�一｣'｣1.一^一一��一一^^'^.'1⊥^'.｣一｡一.､����

**1982年12月までは$Z1:US$1.3､その後は鴉Z1=US$1.04(20%切下げ)

のぼるという･独立前後の金価格の異常高騰の際には

閉山していた多くの中小金山が再開し活況を呈した.

金の生産量は10～15トン/年で毎年世界の金生産国の

ベストテンに入っている.今世紀の初頭は緑色岩帯

を横切って流れる河川域での漂砂金の採取が主体であっ

たが現在は漂砂金の採取はほとんど行われておらず

緑色岩帯中の金鉱体の採掘を目的とする坑内掘りであ

る.ジンバブエの金鉱業は数多くの数百にのぼる小鉱

山で特徴付けられるが約20の大金山が全体の金生産高

の約g0を占めている､最大の金山はFa1conMines杜の

ガトウマの近くのDa1ny鉱山でVenice鉱山とともに

35万トンの鉱石を処理して約2,000kg/年の金を生産し

た.金の生産高の点ではDa1ngに匹敵する新鉱山と

してRioTintoZi血babwe(RTZ)のRenco鉱山が挙

げられる､この鉱山はフォト･ビクトリアの南東約70

たmにあり!982年に拡張生産を始め最初のフノレ操業の

年である1983年には約20万トンの鉱石を処理し1,843

たgの金を生産し当初の予想生産量を上回った.最近

発表された鉱量は129/tAuで140万トンであるカミ進

行中の探鉱はRemc0鉱床の延長部を確認し今後20年

採掘可能と判断されている｡一般にジンバブエの金鉱

床の大半はいわゆる緑色岩帯中に胚胎しているがRe-

nCOの鉱化作用は例外で緑色岩帯とは関係なくチャノ

カイト質のグラニュライト中に胚胎し金は非常に細粒

(14μ以下が60%)で母岩から分離することが難かしいた

め極細磨鉱(一200メッシュ100%)が必要で金の摘

出にはRencoで開発した特殊な方法で行っている.

RTZではこの他に古くからPatchway,Brcmpt㎝Ca㎜

duimp金山カミ稼行している･

1986年2月号

南ア系のCo工｡natiOnSyndicateLtd･(Co･･yn杜)は

ジンバブエ第一の金生産金杜でArcturus,Ma･oe,

Murie1,Shamoa,Athens,Howなどの中央部の緑色

岩帯中の金山とモザンビｰク国境近くのO1aWest,

Redwing,Penha10㎎詠金山を経営し2,500kg/年の金

を生産している.

カナダのFalconbridge杜の子会社であるB1a1並et

Mine杜は約500㎏/年の金をB1anket鉱山で生産すると

ともに周縁部のLima鉱区の探鉱を積極的に進めてい

る.

ジンバブエ政府は金価格の値下りにより稼行の難しく

なった数多くの小規模な金山を救済するためにr金鉱山

財攻援助法｣を改訂しこれまで$zlo/トロイオンス

の無条件生産補償金を$z17/オンスに増額した.

先カンブリア時代始生代の緑色岩帯は汎世界的に金鉱

床の宝庫でありジンバブエの始生代緑色岩帯も例外で

はない.ジンバブエの金鉱床はセバキアン及ぴブラワ

ヤン層群の苦鉄質超苦鉄質火山岩溶岩にはさまれた縞

状アイアン･フォｰメイション中に胚胎している層準規

制型の鉱床カミ多い.金は縞状アイアン･フォｰメイシ

ョンの酸化物相に胚胎しているのが普通であるカミ炭酸

塩相あるいは硫化物相に濃集している例もある､これ

らの産状はアイアン･フォｰメイションに伴なう金鉱床

が海底噴気堆積性であることを示唆している.

しかしジンバブエの金鉱床が上記のような火山源の

同生鉱床ばかりではなく鉱床の形態は次のように分類

される(Fripp.1975);

ω縞状アイアン･フォｰメイション中の層状鉱床�
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第3表ジンバブエの地質麗序･火成活動と鉱化作用(ジンバブエ地質調査所編1982)

�き愀

�き愀

㈶き愀

�き愀

550M田

�ケ㈰き愀

～1600Ma

���愀

���

㈵〰�

㈷〰�〰�愀

2700M割

㌵〰�

年代系統

現世(完新世)

Post-Karroo火成岩貫入岩体

粗粒玄武岩

Karroo系

堆積岩層

ミijarira層群

Zambezi変成帯

(ノッ･アフリカ造山)

Umk㎝do系(東部)

Pir1wiri系(北西部)

Lomag㎜di-Deweras系

(北西部)

Umk㎝do粗粒玄武岩

Mashonaland粗粒玄武岩

����瑄�攀

苦鉄質/超苦鉄質

層状貫入岩体

Limpopo変動帯(南部)

始生代基盤岩類

有用鉱産資源

○沖積性金

①燐酸塩(カｰボナタイト)②ダイアモンド(キンバｰライト)

①國②ウラニウム

○銅

①錫②タングステン③タンタル④雲母⑤ベリル

(いずれもペグマタイト)

①團(層準規制型)②苦灰岩

①璽②[1国③Ezヨ④團

⑤国コ

①マグネサイト

②コランダム

(1)花商岩類片麻岩ペグマタイト①E四②團③[匝④[璽

⑤銅⑥国⑦エメラルド

(2)緑色岩帯①園②團③亘]④Eヨコ⑤アンチモニ

⑥函⑦マグネサイト⑧コランダム

□は重要鉱種を示す｡

12〕層準規翻型塊状硫化物鉱床.

(3〕合金石英脈網状脈勇断帯に胚胎する鉱床及び

14)砕屠岩層中の層状鉱染状鉱床.

ジンバブエの金の約25%は11〕の縞状アイアン'フォｰ

写真1219世紀末現地の女性達を使って砂金をワンカケしてい

る山師(ジンバブエ地質学会提供)

メイション中の層準規制型鉱床から約60%は緑色岩帯

を切る(3〕の鉱脈系から生産されており12〕の塊状硫化物

鉱床は極めて稀である.いくつかの鉱山では14〕の砕雇

岩層中に鉱染している鉱化帯を採掘している.ミッド

ランド緑色岩帯中に胚胎しているCaIn&Motor鉱山

では70mをこえるアノレコｰズクレイワケ石灰質頁岩

層中に数%の黄鉄鉱･硫砒鉄鉱が鉱染し金は硫枇鉄鉱

と共生している.

大部分の鉱脈型鉱床では脈石は主として石英からな

り僅かの炭酸塩鉱物を含む.鉱石鉱物として数%の

硫化鉱物を伴ない主として黄鉄鉱で場所により磁硫

鉄鉱閃亜鉛鉱方鉛鉱硫枇鉄鉱輝安鉱黄銅鉱

灰重石を伴なうこともある.比較的大きな鉱脈鉱床で

は黄銅鉱･輝安鉱･方鉛鉱を伴ない磁硫鉄鉱･閃亜鉛

鉱･硫枇鉄鉱を伴なうものは少ない.鉱脈中では金は

粗粒のものが普通で多くの場合肉眼でみられる･鉱脈

鉱床の分布についてははっきりした地域性カミあ'りま

た局地的な層序規制が認められる.大部分の大鉱脈鉱

床はブラワヤン層灘の厚い苦鉄質･珪長質火山岩累層内

地質ニュｰス378号�
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[コ花商岩

[国シャ〃㌣アン層群

臣…コブラワヤン層群

唾…蔓劃セバキアン層群

[…コ金鉱山

第8図ジンバブエの主要金鉱山の分布と緑色砦帯層序との関係(グレｰト･ダイクは図からて除いある(Foster,1984)

にある(Pretorius&Hempkins,1968).

金鉱床の成因については縞状アイアン･フォｰメイ

ション中の層準規制型鉱床は海底噴気性堆積によるもの

とほぼ一致しているカミ石英脈･網状脈･勇断帯の緑色

岩帯を切る後生鉱床については!)珪長質プノレトンや花

筒岩ストックの貫入による生成(Anh･･u･…,1976など),

2)艶較的低い地温勾配下での循環海水による金･シリカ

の抽出合金石英脈の形成(F･ipp,1976)など論義が行

われている.

これらの金鉱床形成モデルを第9図･11),12)に示す.

1980年独立時に高騰した金価格は低迷を続け数多く

の金山は政府の小規模金山助成策にも拘わらず閉山に追

写真13Co皿&Motor鉱山の石英脈中の自然金.石英脈中

の金は粗粒のものが多い.

1986年2月号

いこまれている｡1982年12月以後平価切り下げは行わ

れていないか活性化のため再び20～25%の切り下げが

行われるという噂カミ根強い｡

ii云)ニッケル

ニッケノレの生産量は世界の標準にくらべると余り大き

くはないが(第10図)ジンバブエの鉱業への寄与は金

アスベストに次いで第3位である.ニッケル鉱床の探

査発見開発は他の国々にくらべて新しく1960年以後

でありその半数以上は河床堆積物土壌の地球化学探

鉱の結果発見されたNi異常帯の精査によるものでテ

キストブックによく引用されている｡鉱床はニッケノレ

硫化物鉱床でラテライト鉱床はない.

南アのA㎎1o-A㎜ericanCOrp､(AAC)の子会社で

あるBinduraNicke1Corp杜カミジンバブェ最大のニッ

ケル生産金杜でTrojan,Mad･iwa,Epochの3鉱山

同じくAACの子会社であるShang汕i鉱山の鉱石をビ

ンドラの精錬所で処理しニッケノレとともに副産物とし

て銅･コバノレトも生産している｡RioTintoZimb泓･

bwe(RTZ)はEmpress及びPerseua工enceの2鉱山

でニッケノレを採掘しガトウマ近くのEi丑e1F1atsで精

錬していたが損益が大きくなり独立後閉山した.1983

年のニッゲノレ生産量の減少はShanganiの露天掘りが終

了しRT2のE㎜pressの閉山によるものである.ニッ

ゲノレ鉱山鉱化帯の分布図を第11図に示す.

先に第1表で示したようにジンバブエのニッケノレ鉱床

はブラワヤン層群の上部緑色岩層中に胚胎しており�
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火山セン

○

召

15k山

フγ

�
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�

海盆

一艦

堆積岩層

塾1tl‡捷

凡例

｡｡｡｡｡｡｡漂砂鉱床

ソ哉孝汰石英泳･網棚氷･勇断帯

_煎縞状アイアン･フォｰメイション中の鉱床

長2a酸化物相中の鉱床

(噴気センタｰに近い)

2b硫化物･炭酸塩相中の鉱床

(噴気センタｰから遠い〕50km

始生代金鉱床の形態

1.火山性層状塊状硫化鉱鉱床

2.層準規制型海底噴気鉱床(縞状アイアン･フォｰメイション)

3.浅熱水鉱床

4.深成岩ストック/シル

5.漂砂鉱床

第9図一11〕始生代緑色岩帯中の金鉱床の生成モデルｰ1(Hutchinsonら,1971;Anhaeusser,1976など)

(a)セバキアン期

火山噴気僅放出物

Au,As,Fe,Si,C02(Auチオ化合物)

火山センタｰ

酸化物相硫化物･炭酸塩相

四層状鉱床

�

ユ喧オミ三三＼

(b)ブラワヤン期

Fe,Siの放出

回鉱脈型金鉱床

海水面

苦鉄質/超苦鉄質火山岩累層中にあり特にコマチアイ

ト質火山岩と鉱床とは密接な成因的関係がある･

ニッケノレ鉱山の鉱石鉱物は磁硫鉄鉱(Py｡｡hotite)

硫酸ニッケル鉱(p.n且｡ndit｡)針ニッケル鉱(mi11｡｡it｡)

が主体で微量ニッケル鉱物として紫ニッケル鉱(Vi･1か

･it･)及びポリディマイト(p･1ydy㎜ite)を伴なうことカミ

ある.共生銅鉱物は黄銅鉱でコバルト鉱物は合コバ

ルト硫砒ニッケル鉱(g…d･･舐t･)と合コバノレト硫鉄ニ

ッケノレ鉱である1例外としてはNoe1鉱山(閉山)の鉱

石鉱物は硫枇鉄鉱と硫砒ニッケノレ鉱からなっている･

Ni/cu比は超苦鉄質岩中の鉱体では12:1～20:1

Mladziwa鉱山では5:1～2:1Empress鉱山では

2:3と鉱床により差がある.ニッケノレ品位は平均

エホ“;;なト_

'“､1ウ､､､､勾山岩累層､

＼ミv､入､㍍岬､､

仏喝こ一こ､㌃二二'＼

第9図一12〕ジンバブエ始生代緑色岩帯中の金鉱床の生成モデル

�物灰���

(a)セバキアン層群アイアン･フォｰメイション中の層状金鉱床

の生成･火山岩累層中の金は循環海水により抽出され濃縮し

た.

(b)ブラクヤン期の比較的低い地温勾配下での鉱脈型金鉱床の生

成.

地質ニュｰス378号�
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第､｡㍍のニッゲノレ生産量(1979年)

1･5～0･7%Niである･鉱体の形態は同一鉱山内でも

塊状鉱体鉱染状鉱体あるいは鉱脈状鉱体と異なるこ

とが多い.

緑色岩帯の苦鉄質/超苦鉄質火山岩累層中のニッケル

鉱床の他にグレｰト･ダイク中のノｰライト帽岩の底部

約10mの層にもニッケル･銅及び白金の濃集部があり

白金採取の副産物としてニッケノレ･銅の生産が行われ

た･しかし平均品位はO.25%NiO.20%Cuと低

レ､.

ジンバブエ最大のShangani鉱山では露天掘りから坑

内採掘に移ったが確定鉱量は平均品位0.80%Niで

1,470万トンである.

.V)クロム

�

1965年のUDI以前は当時の南ロｰデシアは西側世界

では世界第2のクロム生産国であった､この国のクロ

ム鉄鉱はグレｰト･ダイク及び緑色岩帯中のSe1ukwe

鉱山から生産されている｡米国のUnionCarbideの

子会社であるZimbabweMining&Sme1ting杜はSe･

1uたweグレｰト･ダイク中のMtoroshangaなどの鉱

山よりクロム鉄鉱を採掘しケケ(Qu･Qu･)の精錬所

で鉱石約30万トン/年を処理しフェロクロムを生産して

いる･さらにAng1o-AmericanCorp.RTZでもそ

れぞれクロムの採掘精錬を行っている.

グレｰト･ダイクのクロム鉄鉱層は中央部で1!層ある

が北部及び南部では上部の侵食･剥脱のため6～7層

である.グレｰト･ダイクのクロム鉄鉱層は薄層のた

め多数の人力に頼らねばならず最低賃金の上昇は生
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⑧ニッケル鉱化帯(1日鉱山)
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第11図ジンバブエのニッケル鉱床及び鉱化帯(旧坑)の分布(C1utton,Fostor,Martin,1981)

山･鉱化帯はアルファベット)

1986年2月号

(地名は片仮名･ニッケル鉱�
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写真14リオ･ティント･ジンバブエ(RTZ)のエンプレス･

ニッケル鉱山にて訪問後しばらくして閉山した.右端Co-

1inAnderson氏(ジンバブエ地調)次がMorrisVi1joen博

士(双子の兄でコマチァイトの命名者ビリヨンと読む)この

人にはジンバブエ･ボツワナ出張の際に大変世話になった.

産コストを上げ鉱山会社は苦境に立たされている･グ

レｰト･ダイクの鉱層は緩傾斜でしかも小断層が多く

坑内夫はいわゆる狸掘りを強いられrたがね｣とブラ

シでクロム鉄鉱の一がけらまで採取している.

グレｰト･ダイクでクロム鉄鉱を採掘していた鉱山は

一時は100を越していたが現在は20足らずである.

写真15RTZのアイプノレ･フラットのニッケル電解工場

鉱山で4,416トン/年の生産があった･COrsyn杜の

Inyati鉱山は約3,000トン/年とともに金･銀を副産物

としている.銅の生産はニッケル鉱山からの副産物と

して生産される銅とあわせてこの5年間では35,000～

20,O00トン/年である.

銅鉱床の主体はロｰデシア剛塊の周縁部に先カンブリ

ア時代に堆積したUmkond0層鮮のPi･iwiri系とL0-

magundi-Deweras系(北西部)中に胚胎している層準

規制型塊状銅硫化物鉱床で品位は1.2～0.8%Cuであ

る.Inyati鉱山はジンバブエでは唯一つの鉱脈鉱床

である.

Y)銅

南アのMes･ina杜の55%子会社であるMTD(M･昨

9･1･)杜はジンバブエ最大の銅生産金杜で同じMessina

系のLomagundiSme1ting&Re丘ning杜がこれに次い

でいる･MTD杜はMiniam及びNo･ah鉱山を操業

し1983年には9,232トンの電気銅を生産した.Lomか

gundi杜ではシノイアの酉のA1aska及びShacke1ton

Vi);百炭

ジンバブエの石炭は他の東南アフリカ諸国の場合と

同様にカルｰ系の堆積岩層申に胚胎し主としてカリバ

湖･ビクトリア滝の東部のカノレｰ系中に分布している.

最大の石炭生産金杜はWanLieCo11iery杜で鉄･鋼鉄･

フェロアロイのような国内工業に石炭･コｰクスを供給

している･ワンキｰ炭鉱ではこれまで捨てていた高灰

写真16ジンバブエ北部ムトロシャンガ附近のグレｰト･ダイク.

右上は花開岩.グレｰト･ダイクは全く周囲と植生が異なる.

地質ニュｰス378号�
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第12図グレｰト･ダイクの断面図(C1utten,Fo･

�敲��瑩測���

炭を近くのHwange火力発電所に供給している.こ

の火力発電所では灰分25%までの石炭を使うことができ

る.

重油･石油の節約を目的に多くの精錬所のエネノレギｰ

源をワンキｰの石炭に切り換える改装を行っておりジ

ンバブエ政府もこのためワンキｰ炭鉱の拡張工事のため

に多額の補助金を支出している.

5.おわりに

ジンバブエのノ･ラレ空港から市内タｰミナノレまで15

k皿空港前にはシャトノレバスタクシｰが待ってお

り初めての旅行者を安心させて呉れる.超一流ホテ

ノレを除いては予約なしでいつでも泊ることができ一っ

星のホテノレでもヨｰロッパ並みに清潔で熱いシャワｰ

を浴びることができるし食事もまあまあ満足できる.

写真17

写真18ジンバブエ地質調査所P.O.Box8039,Causeway,Har

��業���

1986年月2号

ユニオン･カｰバイドのムトロシャンガ鉱山でのグレｰト

'ダイク中のクロム鉄鉱層の採掘

このような先進国では当り前のことが東南アフリカ諸

国では稀少価値がありジンバブエのインフラストラク

チャｰが未だ健在であることを示す良い例である.

ムガベ首相の穏健な政策にもかかわらずジンバブエ

育ちの白人は子弟を英国南アカナダ濠州などに送

り老人達は生れ育ったジンバブエで骨を埋める覚悟の

ようだ.ノ･ラレ市のプｰノレテニスコｰト付きの高級

住宅カミ格安で売りに出され外国人駐在員達も信じられ

ないような豪邸に住み生活をエンジョイしている.し

かしジンバブエでは期待できるような大きなプロジェ

クト取引きは年とともに減ってゆきこの国からの撤

退を計画している商社もあるようである.

本年7月の選挙ではムガベ首相のZANu`党カミ圧勝し

たがンコモ氏のZAPU党も地元のマタベレランドで

14名の議員が選ばれた.また20名定員の白人議員の

うち15名がUDI時代のスミス元首相の党から選ばれ�
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南アとの結び付きを切らない努力於感晋られる.

鉱業界ではMine･a1sMar良etingCorp.(MMC)の

1982年の設立で国内で操業中の鉱山会社のマｰケッテ

ィング部門を引き継いだため多くの鉱山会社から激し

く批判されたカミその後順調に協調が進んでいるようであ

る･MMCは経験豊かな9人のMeta1traderからな

る委員会によって運営され政府にマｰケッティング

小規模鉱山についての救済などについての提言を行って

いる.しかし既に述べたように鉱業も次第に下り板と

なっておりこれからの5年間カミジンバブエ鉱業にとっ

ての正念場であろう.

現地ではジンバブエ地質調査所ColinAnderson氏An-

g1oA伽ericanCorp.のTonyMartin博士ジンバブエ大

学K.A.Viewing博士及び南アJohannesburgConsolidated

Inuestment杜のMorrisVi1joen博士には一方ならず世話に

なった.厚く謝意を呈する.
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