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金とダイヤモンドの産地

グァイアナ地方駆け渉る記

竹田英夫(元所員)

��潔���

グァイアナ(GUAYANA)とはインディオの言葉で

｢水の豊富た土地｣ということでありギアナ(GUYA-

NA)はイギリス人がグァイアナを自国流に詑ったため

であるとは調査に同行Lてくれたヴェネズエラ人の地

質家ペドロ･リラ(ING,PEDROLIRA)の解説である.

今度初めてヴェネズエラのグァイアナ地方を駆け歩い

たが短期間に印象に残る多くの貴重た珍事を体験した

ので紹介することにしたい.

この調査では最近目本でも時折テレビで紹介されて

いる切り立った崖に囲まれた台地状の山“テプイ(TE.

PUY)"一コナンドイルのr失われた世界｣の舞台とたっ

たテｰブル･マウンテン(TABLEMOUNTAIN)一を構

成するロｰライマ(RORAIMA)層を見ることも出来た

しまたエル･カジァオ(ELCALLAO)金山を初めい

くつかの金山も訪れて肉眼でも見える自然金の付いた

サンプルも入手出来た.

しかし現在世界一の発電量を誇るグリ(GURI)･ダ

ムの雄大た規模と近代的設備灼熱のジャングルの中に

トタン張りのバラックが韓めき黄熱病やマラリアにも

めげず酒･女･喧嘩に明け暮れるゴｰルド･ラッシュの

町クリスティｰナ(CRISTINA)にはいささか度肝を抜

かれた1

この両極端がグァイアナ地域に同居していることが現

在のヴェネズエラを象徴していると言っても過言ではあ

るまい｡その訳は前者が石油価格の高騰した時代の産

物であり後者は価格低落後の砂塵に近い状態にあるこ

の国の経済状態を反映Lているからである･

ケリ･ダム

先ずグリ･ダムの紹介から始めよう.グァイアナ楯

状地の広大た準平原の中を南米第三の規模を誇るオリノ

コ(ORINOC0)河が満六と水をたたえて流れる様は日本

ではとても見られたい素晴らしいパノラマでありその

支流のカロニｰ(CARONI)河に造られたグリ･ダムの

貯水面積は琵琶湖の約6.7倍このダムに集まるロｰライ

マ層から流れ出た水は一見不気味た黒褐色をしているが

これは有機物のタソニソを多量に含むためということで

人畜無害と言われている.

グリ･ダムの位置はカロニｰ河がオリノコ河に合流す

る地点から約100㎞上流のネクイマ(NECUIMA)峡谷

に在りここにラウル･レオｰ二(RAULLEONI)発電

所が建設された.この発電所の発電能力は1,OOO万kW

で現在世界一であるが目下建設中のブラジルとパラ

グアイの国境に在るイタイプｰ(ITAIPU)ダムが完成す

れば残念だがら世界第二の発電規模と成る･

この1,000万kWの発電量は日産30万バｰレルの石油の

エネルギｰに相当しこれによりヴェネズエラの石油の

輸出量を増加させまた原油の備蓄にも一役買わせると

いった利点が挙げられる.

このグリ･ダムの発電計画は1949年アメリカのバｰン

ズ･アンド･1コｰ･コンサルタント(BURNS&ROE

INC.CONSULTANT)がカロニｰ河の水力発電の利点に

ついてヴェネズエラ開発公社に答申したのを機に1953

年カロニｰ河電源開発検討委員会が勧業省中に設置され.

｡｡､､朝岳謹灘燃滋

写真1グリ･ダムのパノラマ全景.
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1955年マカグア(MACAGUA)に36万kW規模の予備的

研究のための発電所建設が決められた.

1956年より1961年きで約5年の歳月をかけてマカクア

ダムが完成しその成果に依りグリ･ダムの建設が承

認されてマカグアの90㎞上流のネクイマ峡谷が建設

地点に選ばれた.1963年グァイアナ開発公社(LACOR-

PORACIONVENEZOLANADEGUAYANA一略称CVG)

が設置されその中に資本金5億1,400万ボリｰバルの

カロニｰ河電源開発公社(ELECTRIFICACIONDELCA-

RONIC.A.一略称EDELCA)が誕生した.

グリ･ダムの第一期建設工事は1963年に開始され10

台の発電機で206万kWを発電ダムの高さは海抜215m

と決められ!978年にはその完成を見た.続いて第二

期(最終)工事ではそれまでのヴェネズエラの発電事

情の転換一火力から水カペｰを画して次のようなこと

が計画された.

(1)重力ダムを更に約50m嵩上げして海抜272mとす

る.

(2)河の両岸に2つの新しい重力ダムを建設する.

(3)73万kWの発電機10台を右岸の新しい重力ダムの

下に設置するため収納家屋を建造する｡

(4)排水用第二運河を掘削する｡

(5)河の両岸にロック･フィル･ダムを建設する.

(6)閉鎖用堤防(DIQUESDECIERRE)を建設する.

この工事の遂行はEDELCAは勿論ヴェネズエラの請

け負い会社のプロジェクトと建設工事に対する能力を飛

躍的に高めた.当初は大半を外国企業に依存していた

が工事を通してヴェネズエラのEDELCAおよびこれ

に参加した主要たグルｰプは知識と経験を積みヴェネ

ズエラの請け負い会社の工事量は30%から6晩にまで増

加し工事の作業はすべてヴェネズエラ人によって行わ

れた.

グリ･ダムの電力は鉄鋼関係ではシドｰル(SIDOR)

フェシルベン(FESILVEN)フェロミネｰラ(FERRO-

MINERA)の製鉄にまたアルミ関係ではベナルム(VE-

NALUM)アルカサ(ALCASA)インテルアルミナ

(INTBRALUMINA)の精錬に供給されグァイアナ地

方の工業の発展に寄与することは勿論これらの鉄鋼及

びアルミの製品が国内需要を満たし更に海外輸出に貢

献することは言うまでもたい.

またこの豊富た電力はヴェネズエラ中央部にも送電さ

れるため当初400kVの送電線を2系例568㎞にわたり

敷設したが1986年EDELCAは800kVの送電線2系

例を630㎞を敷設L勧業省に所属する電力開発公社

(CADAFE)と民間企業のカラカス電力(ELECTRICI-

DADDECARACAS一通称EDC)に供給している.グ

写真2日立の風車記念塔遠景.

リ･ダムの建設の結果ヴェネズエラの水力と火力の発

電量の構成比はほぼ70:30となり石油資源温存の目的

が達成されたと言えるであろう･

グリ･ダムの建設は1963年8月に開始され1986年11

月に完成を見たが充填に要した土砂の量は77,787,303

m茗使用したセメントの量は1,498,589トソコソクリ

ｰト･ダムの高低差は162mに達し貯水面積は4,250

km2貯水量は135,000×10箇㎡でありこれに要した建

設費は第一期工事でBs.1,388,6×106(ボリｰバル)第

二期工事では実にBs.21,163,6×106(ボリｰバル)に及

んだ.

この建設費はドルに換算して約24億ドルであるが発

電量が大規模で水量が豊富でありその上ダム建設の

際の立ち退き料は僅か数家族のインディオに支払ったの

みで工事費は非常に割安であったため鮒(1キ目ワ

ット･1時間)当たり1円にも満たない発電コストと推定

されている.ちたみに我が家の電気代は炊事から風呂

洗濯まで全てを電力でまかなって1ケ月約2,OOO円(但

しエアコンは無い)でありこちらでの電気代は日本の約

10分の1に相当するようである｡

さてグリ･ダム付近の地質はイマタカ(IMATACA)

複合岩類と呼ばれる高度の変成岩類から成り最も古い

もので36億年前の年代から記録され25億年前にイマタ

カ変動により変成されており中生代に活動した花嵩岩

だとも見られる.このイマタカ変成帯中にはセロ･ポリ

ｰバル(CERROBOLIVAR)を始め大規模の層状鉄鉱床

が含まれておりマソガソの鉱化作用も報告されている.
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第1図グァイアナ楯状地の鉱床生成区分図.

1･イマタカ鉱床生成区2･スパモ鉱床生成区3･バストｰラ･ボタナモ鉱床生成区4･クチベｰ口･パカライマ鉱

床生成区5･ロｰライマ鉱床生成区6･パルクァサ鉱床生成区7･アマソニカ鉱床生成区

世界有数の巨大たグリ･ダムは遠い南米の出来ごとで

あり日本と無関係と思われる方も多いだろうが決し

てそうでは無い.先ずこのダムの水車と水車発電機は

日立･東芝･三菱の電力機器が中枢部の大半を占めて居

り特に日立はダムの横に巨大た風車をデモンストレｰ

ションの一大記念碑として残している.更にこのグリ

ダムの安価た電力を利用してアルミニュｰム地金の生

産が行われていることは先に述べたがこのアルミ精錬

企業の一つのベナルム(INDUSTRIAyENEZOLANADE

1988年3月号

ALUMINIOC.A.)はまさに日本とヴェネズエラの合弁

会社でヴェネズエラ側80劣日本側20%の出資比率と

たっているがこの会社で生産された地金28万トンの内

16万トンが日本に輸出されている.

近い将来ヴェネズエラのボリｰバル州に在るロス･ピ

ヒグァオス(LOSPIJIGUAOS)のボｰキサイト鉱床が開

発されアルミ原料の供給が円滑にたった時ヴェネズ

エラは石油産業の後継者としてアルミ産業を期待し生

産されるアルミ地金の大口需要者に日本を想定している�
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ことが大六的に報道されており間接的ではあるに

してもアルミを通じてグリ･ダムと日本の関係は今

後益六深くだる可能性がある･

しかし現在の電力の需給関係ではグリ･ダムの

発電能力を充分活用Lている状況には無いようであ

り将来のアルミの需給関係等を考えた時もヴェ

ネズエラが期待するようだアルミの輸出が果たして

可能たのかという疑問も残されておりヴェネズエ

ラの今後の期待には楽観出来たい要素も多六あるの

ではないかと思われる.

クリスティｰナ鉱山

写真3

現在操業中のエル･カジャオ鉱山の在る町エル･

カジャオからトゥメレモ(TUMEREMO)を経てエ

ル･ドラｰド(ELDORADO)に達し更に南下し

て88㎞走った地点をギロｰメトロ･オチェソタ'

イ･オチョ(KILOMETROOCHENTAYOCHO)と

呼んでいる.エル･ドラｰドとはスペイン語でま

さに黄金郷ギロｰメトロ･オチェソタ･イ･オチ

ョはその名の通り88㎞を意味する.

このオチェソタ･イ･オチョから北方約8㎞の

処に従来の地図には記載されていたい町のラス･

クラリｰタス(LASCLARITAS)が出現して活気を

呈している.この町はクリスティｰナを初め幾

つかの周辺に有る金山の補給基地と金を売買する

中継基地の役割を果たす必要から最近生まれた町で

ある.このラス･クラリｰタスから北西方向直線

にして約8㎞1時間足らず泥薄の悪路をジｰプに

揺られると密林の中が急に開けてトタン屋根のバ写真4

ラックが韓めき金を採掘Lた跡が幾つも池にたっ

ているクリスティｰナの町に到達する.

ラス･クラリｰタスとクリスティｰナを結ぶ悪路の交

通手段は95劣以上がトヨタのランド･クルｰザｰであり

同行のベド回･リラはrこれを写真に撮ってトヨタに送

ると絶好の宣伝材料だろう｣とわめいていた.

さてこのクリスティｰナは別名カラボボ鉱山(MINA

CARABOBO)と呼ばれ19世紀末からイギリスの会社

が採掘に着手したと言われその後金の価格が低落して

休山状態のまま放置されていたが最近の金ブｰムで再

び陽の目を見たという次第らしい･それにしても砂糖

に群がる蟻の様に密林の申にトタン屋根の中が見通せ

るようたバラックを建てて!万人以上の人問が住みつ

いているとは全く想いもよらたかった.またこの町の

付近にはバテア(BATEA)とスコップそれに僅かな食

料と炊事道具を背負って密林の中を歩き回り許可無し

密林の中のクリスティｰナ町.

クリスティｰナのバラック住宅街.

に金を採取している連中が多い.バテアとは椀かげ式

の金を採取する道具で木製の形も大きさも丁度すけ傘

の様たものである.この中に金を含む土砂を適量入れ

て河の水を加えながら静かに揺り動かすと周囲6軽

い鉱物が流れ去って中央の凹部に比重の大きい鉱物が

残りこの中から直接金粒を採り出すかまたはこれに

塩酸を加えて煮沸すると金粒が残ると言う比重差を利

用した簡単な選別の道具である.エネルギｰ鉱山省で

はヘリを飛ばしてこれらの連中を監視しているもの

の盗掘は止まだい状況の様でありその上ドミニカや

ブラジルからの多数の密入国老に当局も手を焼いている

らしい｡

私達が丁度この町に入った時マラリアの消毒車が着

いて消毒を始めるところでありマラリアは愚か黄熱病

もあるとの話に驚いた.マラリアの薬は飲んでおらず

地質ニュｰス403号�
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写真5クリスティｰナ第2鉱区採掘現場.

写真6rとい流し｣による選鉱場.

写真7クリスティｰナ第4鉱区採掘現場.

黄熱病の予防注射はボリｰバル市で少し前にしたば

かりで未だ免疫の期問に入っていたいため出来

れぼすぐにでも引き返したかったが昼間は蚊が刺

さたいので大丈夫と言われ一抹の不安は在ったも

のの今更逃げ出す訳には行かず採掘現場に向か

うことにした.

この付近は原生代初期のグリｰンストｰン･ベル

トに属するパストｰラ(PASTORA)層群中のカジャ

オ層と呼ばれる緑色片岩から成り原岩は塩基性の

熔岩と言われているが採掘現場では風化した表土

に覆われているため新鮮なサンプルは採取出来な

かった･多分金を含む黄鉄鉱一石英の細脈がネッ

トワｰク状に入り鉱化作用に伴う熱水変質のため

風化された表土は著しくカオリンに富む処とリモナ

イトに富む処に分かれている.

この風化層の中に含まれる自然金を採取するため

加圧放水して流出した土砂を集めてrとい流し｣方

式により金を採取して居り沖積層中の砂金を採る

方法を適用している･このrとい流し｣方式は傾

斜したとい(木樋)の中に金粒を含む土砂を流し

その底に敷いてある毛布に金を付着させて採集し

水銀を用いてアマルガムにした後にこれを焼いて

水銀を蒸発させて金を採り出すと言うやり方であ

る･この採掘方法は露天掘でダイナマイトも不

要であり小規模の金採掘にはコストも安いので

実収率など余り気にLたいでも良いらしい.

しかし水銀の汚染やアマルガムを焼く時の水銀

の蒸発したガスの管理なとはほとんど考慮されてい

ないらしい.1このような金の採取方法は最近フィ

リッピソのミンダナオ島でも行われ水銀の汚染が

問題化して来ているらしいがこちらではエル･カ

ジャオ鉱山付近でも金鉱石を買い上げる業者がモリ

ｰノ(MOLINO)と呼ばれる小規模の選鉱場を持ち

ここに零細な山師達が金の原鉱石を持ち込みこれ

を粉砕してrとい流し｣で金粒を集めてアマルガム'

にした後焼いて残った金を秤量して買い上げる方

式をとって居る.この場合フィリッピソ同様こ

ちらでも水銀の汚染が問題になる筈であるが汚染

だと加処吹く風とばかりに全く念頭に無いらしい･

クリスティｰナ地域には4つの鉱区が隣接して屠

り選鉱も｢とい流し｣のほかネルソン(KNEL-

SON)と呼ばれる遠心分離の選鉱方法を利用してい

る処も在る.この地域の金の品位は平均トン当た

り2-3grと言われていぬがこの地域でも生産量お

よび品位共にその実体は殆ど把握出来ない様であ

る.しかし公表された生産量の倍近くの月産

1988年3月号�
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第2図グァイアナ地

自方の道路交通図

100kgを上回るのではたいかと推定され従って品位も

かなり良い等との見方も有る･

ヴェネズエラの金の産出量は第1表に示す通りである

がこれはあくまで表向きの数字であり実際はこれの

3倍に近い産出量ではたいかと言われている.

LかL正確た数値を把握することは極めて困難で

試掘鉱区で採掘している連中はまだましの方で無許可

で採掘する為に夜中にヘリで設備を運んだという話も聞

いたしエル･カジャオ鉱山の周辺でも無許可で採掘し

ている現場も見た.

クリスティｰナ鉱山の採掘現場では地表から10-30m

位下に旧坑の坑木が顔を出しまた前世紀の鉱山機械が

風雨に晒されて赤鋪びたまま地表に放置されて居り当

時のイギリスの会社が相当盛大に金を採掘したのではた

いかと想像させられるがデｰタは皆無らしい･

クリスティｰナの町に集まった連中は一掴千金を目指

す者もいるだろうがその大半は失業者が仕事を求めて

集まって来ている様であり密林の中でかたりひどい生

活を強いられている､同行したリラさんはボリｰバ)レ

市から頼まれたダンボｰル箱を運んでやりまた現地で

顔見知りからポリｰバル市にいる娘えの荷物を快く引き

受けて積んでやるのには全く感心Lた･｢どうLてそ

ん削ご親切にするのか?｣と聞くとr彼等は貧乏で

物を送ることも出来無いからだ｣との答えにヴェネズ

エラ人の意外た一面を見た思いであった･

この付近では時々大粒の砂金が採取されることがあり

これをオロ･コチャｰノ(OROCOCHANO)と呼んでい

る｡私が見た最も大きいものは40gの金粒であったが

中には5009に近い石英を含んだ金塊と呼ぶにふさわし

い様たオロ･コチャｰノが採取されたこともある(写

地質ニュｰス403号�



金とダイヤモンドの産地グァイアナ

一61一

策1表金の生産蓬

1985年

総計2,214,208

国有鉱区830,526

私有鉱区1,196,504

未登録鉱区187,178

1986年

㈬����

�����

���㈲�

㌹���
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カジャオ金山の沿革と生産量
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真).

コチャ(COC且A)は鉱山用語で水溜りや小さい沼を意

味しそれから採られた大粒の金をオロ･コチャｰノと

言うようになったと思われるが本来砂金に限定されて

いた筈のものが最近は石英脈中の肉眼で見えるようだ

自然金や精錬したと見られる金粒でもオ白･コチャｰ

ノと呼び乱用気味の嫌いがある.

こちらの宝石店でもネックレｰスに付けられるペンダ

ントに加工Lたオロ･コチャｰノを売っているがその

申には大粒の砂金以外に精錬した金粒と思われるもの

もある･砂金のオロ･コチャｰノは警えが悪いが一

見牛の糞を重ねたようた形状をしておりやや赤味を帯

びた金色で表面が艶ややかな感じであるが精錬した

金粒は角張っており色も純金に近いので注意すれほ

区別が出来る｡多少値段は張るがヴェネズエラでオ

ロ･コチャｰノをお土産にするのも特色があって面白い

かも知れたい.

写真8ネルソン式選鉱機を備えた近代設備.

1988年3月号

写真9イギリスの鉱山会社が以前使用した鉱山設備､�
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写真10オロ･コチャｰノ.ラス･クラリｰタスにて.

(Dra,Amorrer提供).

写真11オロ･コチャｰノ､重量4839r.

て(Dra,Amorrer提供)

ロｰライマ層とカナイマ(CANAIMA)

ロｰライマ層はグァイアナ楯状地の中でも特に興味の

ある地層である･原生代の島弧に沿うデルタ性浅海堆

積物と推定されているがその分布面積は45万km2最

大厚さは2,900mに達し殆ど構造運動の影響を受けて

いたいため水平に近い層理を示し明瞭た偽層やリッフ

ル･マｰクだとの靭性の堆積構造を残して居る.

ラス･クラリｰタスに

先カンブリア系でこのような構造を見たのはアフリ

カのカッパｰ･ベルトの堆積岩でザムビアのムフリラ

(MUFULILA)鉱山の坑内でヘッド･ランプの光を斜め

に当てるとリップル･マｰクが奇麗に浮かび上がるの

を見てその生六しさに驚いたがロｰライマ層もこれに

劣らぬ靭性の堆積構造を保ち一見Lでこれが原生代の

地層とは信じ難い代物である･

このロｰライマ層の大半は珪質の砂岩から成りその

基底礫岩にはダイヤモンドと砂金が含まれていると言わ

れている.ダイヤモンドの産物については未だ疑問が

ありブラジルの様たキンバｰライトの存在の可能性を

期待する向きもあるが不思議恋ことにロｰライマ層の

写真12グラン･サバｰナ入り口付近の舗装道路.

写真13峠に建てられた軍隊の道路工事記念塔.

地質ニュｰス
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合ダイヤモンド礫岩のなかにすらキンバｰライトの

礫は報告されていたい.またこの膨大た量の石英

の供給源は何処だのかという疑問も解明されて居た

し･.

ロｰライマ層の年代は基盤の花嵐岩類とその中

に含まれる酸性凝灰岩及びロｰライマ層を貫く塩基

性岩脈の絶対年代の測定から18億年前から15億年

前にかけて堆積したと推定されている･もしダイ

ヤモンドが基底礫岩の中に含まれているとすれぼ

ダイヤモンドの生成した時代は回一ライマ層の堆積

以前と言うことにたりその起源をパンゲア大陸の

分裂以前のアフリカに求める主張もあれぼもとも

とグァイアナ楯状地と続いていたブラジル楯状地で

あると考えている人もいる･この地層は隆起して

以降長い年月風化作用を受けて水平な層理と垂直

の割れ目や節理に沿って削剥されたため1,OOOm

以上の高低差のある切り立った側壁に囲まれ頂上

が平坦た特異た台地状のテｰブル･マウンテンを形

成する.

この地域に住むインディオのペモソ(PEMON)族

はこの異形の山をテプイと呼んで居り名探偵シャ

ｰロック･ホｰムズの産みの親であるコナン･ドイ

ルは隔絶されたテプイの上に未だ恐竜だとが生き残

っているとしてr失われた世界｣の小説の舞台に取

り上げたが最近は日本でもテレビで｢魔の山チマ

ソタ｣を初め幾つかのテプイが紹介されたようであ

る.このテｰブル･マウンテンの中には直径が

300mに達する陥没した穴が見られるところもある

がこの成因もまだ十分解明されていたい様であ

る.

ロｰライマ層のタイプ･回カリティｰであるロｰライ

マはヴェネズエラの最南端ブラジルとギアナの国境に

接する処に位置するテｰブル･マウンテンの一つで今

回は是非このロｰライマを見て砂金とダイヤモンドを

採取しているブラジルとの国境のサンタ･エレｰナデ

ウァイレン(SANTAELENADEUAIREN)まで行く

つもりであったが雨季で増水したため橋が壊れたり

途中のグラン･サバｰナ(GRANSABANA)の未舗装道

路が相当痛んでいるとのことでグラン･サバｰナの入

り口の舗装道路の終点まで行くことで我慢せざるを得な

かった.

この終点付近の峠は標蔦1,500mに近く肌寒い風が

吹き付けてボリｰバル州の低地帯の熱帯性気候とは大分

違って来る.オチェソタ･イ･オチョからこれまでの

舗装道路は軍隊の作業により造成されたため峠の頂上

には巨大た軍の記念塔が建てられていた･

1988年3月号

写真14回一ライマ層の砂岩の堆積構造偽層､

写真15ロｰライマ層の砂岩の堆積構造

スランピング.

この道路沿いにロｰライマ層の一部が良く露出してお

り偽層やスランピングなどの靭性の堆積構造を観察す

ることが出来たし峠からテプイの一部を遠望したもの

のサンタ･エレｰナにまで足を伸ばすことが出来たか

った不満が解消されたいためリラさんの勧めに従って'

予定を一部変更しロｰライマ層を見学すると言う大義

名分の基に景勝の地力ナイマに行くことにした･

カナイマはヴェネズエラの有名た観光地の一つでカ

ロニｰ河とその支流のカラオ河(RIOCARRAO)の合流

点付近に位置しこの近傍一帯はカナイマ国立公園に指

定されている.この中にはアウヤソ･テプイ(AUYAN

TEPUY)にかかる世界で最高の落差を持つ｢アンヘル

の滝(SALTODEANGEL)｣が在る｡この滝は1933年

ジミｰ･エンジェル(JIMMYANGEL)により発見され

たためその名をとってアンヘルの滝と呼ばれているが

この地方のインディオは大分以前からその存在を知って�
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写真16ロｰライマ層の礫岩｡

居りrチュルム･メル(CHURUMMERU)の滝｣と呼

んでいた.この滝の落差は972mに達するがこれは

ロｰライマ層から成るテプイの頂上から垂直の側壁に沿

って滝の水が落下するため世界最高の落差が出現した

もので滝の途中に雲がかかることも珍しくたいといっ

た代物である.

このアンヘルの滝の側壁を登った日本の登山パｰティ

が居たという話をカナイマのガイドから聞いてロｰラ

イマの絶壁を登撃した日本登山隊の記録の中にアンヘ

ルの滝を征服したパｰティの話を参考にしたと書いてい

たのを思い出したがいずれにLてもこんた処まで日本

人の活躍が語り種にたって居るのには驚いた.

カナイマに行くにはホリｰバル(BOLIVAR)州のボリ

ｰバル市からアヴェソサ(AVENSA)航空を利用し

たが途中で先に紹介したグリ･ダムの雄大た人工

湖や露天堀のセロ･ボリｰバル鉄山を機窓から眺

めている中にカナイマ国立公園の地域に突入L

た.

しかしそれまでの好天とうって変わって厚い雲

に覆われ時々テプイの頭が見え隠れする程度であ

りその上スコｰルに見舞われる始末でrアンヘ

ルの滝が見えます｣と言う機内放送に眼を凝らした

が雲の切れ目にそれらしきものが見えて慌ててシ

ャッタｰを切ったものの残念ながら他人様に御見

せするようた写真は撮れたかった､

カナイマの空港に着くと出迎えのリムジンは屋

根が草ぶきの牛でも乗せて運ぶような車にトラクタ写真18

写真17世界最高の落差を持つアンヘルの滝

(絵葉書より).

一の牽引車･ホテルはアヴェンサ航空の経営で独占企

業のためサｰビスは最低､シャワｰも水だけのお粗末

に驚いたが3食付きでの料金を考えると余り文句も言

えたいのかもしれない｡

このカナイマに至る交通手段は未だに空路のみで陸

路は全く閉ざされた侭である.その理由はロｰライマ

層の造り出す地形が滝の連続であるため道路工事を非

常に困難にしているためらしい･いっそのことテプ

イの横腹にトンネルでも開けて道路を通すことなど考え

られないのかと思うが独占企業のアヴェソサ航空合杜

にして見れば余計なお世話かも知れない･

それにしてもカナイマで走るジｰプやトラクタｰだと

は全部分解して飛行機で部品を運び現地で組み立てる

カナイマの湖畔にあるホテル遠景.

地質ニュｰス403号�
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という話には最初耳を疑ってしまった.ここでも

ジｰプはトヨタのランド･クルｰザｰが幅を利かせ

ている様であった.

カナイマではホテルの部屋の割り当てが済み昼

食を終えると希望するグルｰプに別れてガイド付

きの巡見が始まる.ホテノレの予約が一泊に制限さ

れていたため翌日も見学を連続する巡見には参加不

可能なので当目の午後のみ岩石を見学するという

グルｰブに参加した.

参加人員はアルゼンチン人の老夫婦と小生の3名

のみガイドは半分インディオの血を引いたセニョリ

ｰダでトラクタｰの運転手を含めて総勢5名出

発直前にまたすごいスコｰルでこれでは断念せざ

るを得肢いかと思ったが雲が切れ始めたのでト

ラクタｰ付きリムジンに飛び乗った.しかし雨

水をしこたま含んだ藁屋根は雨が止んだ後もリムジ

ンの中に大粒の水滴を降らし濡れた座席からの浸

水どあい待って結局雨の中を濡れたから行くのと

大して変わりが無かった.

この巡見ではロｰライマ層の靭性の堆積構造は余

り見られ無かったが礫岩の分布状況や珪質砂岩の

侵食様式が見学出来て結構楽しめた.

アルゼンチン人夫婦は小さい牧場の経営者でも

う1ヵ月近く海外旅行に出ているとのことであった

がこちらの商売を知ると岩石についての根掘り

葉掘りの質問にガイド役を引き受けざるを得たい羽

目に陥った.

夕食もこの夫婦と同じテｰブルについたが一見

陰気た感じのする礼儀正しいイギリス人が加わり

両者の通訳をやらされて全く往生Lた.このイギ

リス人はアルゼンチン人の隣室に部屋をとった関係

から知りあいにたったらしく奥さんは気分が悪く

て寝込んでいるとのことであった.彼の話ではケ

ンブリッジ大学の生化学の教授でヴェネズエラで

の学会の後カナイマを訪れたが巡見にも行かず奥

さんの傍に一目付き添っていたらしい.私に｢無

機起源の石油があるのか｣たどと見当違いの質問を

して困らせてくれたりしたがたまたま文芸春秋で

そんな話を読んでいたのでたんとか話の辻棲を合

わせることが出来た･アルゼンチンとイギリスの

戦争も話題に出たがアルゼンチンではもう戦争の

後遺症は消えているとのことでイギリス人の旅行

者も問題たく受け入れると言う様なことも話題にた

った.翌日の朝食でも彼等と一緒にたり奥さん

の病気はテプイの上空を旋回した時の船酔いならぬ

飛行機酸いだったことが判明してひと安心した.

1988年3月号

写真19ロッジ風のホテルの宿泊設備.

写真20カナイマの湖と水量の豊かた濠布.

写真21岩石巡見のトラクタｰ付きリムジン.�
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竹田英夫

写真22アウヤソ･テプイ遠望.

写真23ロｰライマ層の砂石の浸蝕と同行者､

翌日の午前中カヌｰ中こエソジソを付けた様な遊覧船に

乗って美しい湖と水量の豊富な濠布を見物し正午には

カナイマを出発するというあわただしい旅行であったが

ロｰライマ層見学の目的はどうやら果たせた1

最後にロｰライマ層から産すると言うダイヤモンドの

生産量について見ると第2表に示す様にヴェネズエラ

では最近下降の傾帥こある.これは1970年代にグァニ

アモ(GUANIAMO)流域でダイヤモンドが発見されて生

産量が増大したがその後は新しい産地が発見されない

ため生産が停滞し現在は当時の兆程度にまで減少した

と言うことの様である.これらのダイヤモンドの品質

は宝石用工業用BORT(研磨などに用いる層ダイヤ)に

分けられるがそれぞれの生産量の比率は若干の差はあ

るもののほぼ均しいものと見て良い.

宝石用のダイヤモンドは研磨されて指輪やペンダント

あるいはタイピンなどに装飾として人気があるがこの

値段は主にカットした大きさ(カラット数)包有物の状

態などから見た品質及びダイヤモンドの持つ色によって

決められている様である.

こちらでは原石を入手することが出来るが原石を安

く買ってカットさせればという様なことは夢夢考え放い

方が良いらしい･と言うのはカットさせて後初めて

その品質と色が判明するからであり安い原石と言って

もダイヤモンドと言う以上は値段が張りカットした後

で中に包有物があることが判明した場合は値段が半値

近くまで下がると言われている.

もしもカットして品質も色も予想どおり良い場合今

度はカットした処で悪いものにすり換えられる危険性も

あるらしい･こちらではカットしたダイヤを指輪に仕

立てる時でも宝石商に見せてデザインを決めた後持ち

帰り指輪が出来た時点で再び持参して爪に掛けて貰う

というやり方をしてすり換えされたい様にしていると

のことである.このようなことを考慮した場合少大

写真24ロｰライマ層の礫岩.

写真25ダイヤモンドの採取現場(絵葉書より).

地質ニュｰス403号�
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策2表

ダイヤモンドの生産髪

1971-1980年

宝石用

工業用

�剔

生産量世界

第g位

宝石用ダイヤモンド

1978年

宝石用

工業用

�剔

1985年

1986年

�吽㈰�朽��
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㈬���か�㈷┩
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南米第1位

世界第14位
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㈰�住��㈷�┩
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高くても信用のおける店で買うことが一番良い方法では

たいかと思われる.

ボリｰバル市にあるオリエンテ大学(UNIVERSIDAD

DELORIENTE)ではダイヤモンドのカットを教える

教室があり2年間の課程でカットの技術を習得出来る

様にたって居りさすがにダイヤの産出する地域にふさ

わしいコｰスと感心した｡この教室にはダイヤモンド

をカットする機器も良く揃えられておりベルギｰ製が

その大半を占めているとのことで南米には珍しく実習

が中心の様である.

話は相前後するがダイヤモンドはどの様にして採取

しているのか興味をお持ちの方も屠られると思われるの

写真27ダイヤモンドの研磨を実習する学生達

(オリエンテ大学).

写真26ダイヤモンド切断機(オリエンテ大学).

!988年3月号

で簡単に紹介して置こう･こちらではダイヤモンドは

河底や河川堆積物の中にあるためこれらから採り出す

とき金を採るのと同じようにバアテによる椀かげ方式

を実施している･これはダイヤモンドの比重が3.5と

比較的重いからであり最も多い石英との分離は比重の

差が大きいので分離することは容易であろうと思われ

る.ブラジルで聞いた話ではバテアの中に石油ピッ

チを薄く貼るとダイヤモンドの結晶面が石油ピッチに

くっついて選別し易いとのことであったが大分昔のこ

とで余り確かたことでは無い.

このようにして集めた重鉱物の中からダイヤモンドを

選別するのは経験を積む必要はあるにしても余り難し

そうではたい.カロニｰ河では乾季に水量が減るので

以前は河口に近いとこ一ろでもダイヤモンドが盛んに採取

されたらしいが最近は段々奥地の不便なところに移動

して居る･地図を見るとこんた人家のたい処に飛行

場やヘリポｰトがあるのかと不思議であるがこれらは

ダイヤモンドか金を採取する機器や人間を送り込みま

た産出したダイヤモンドの運搬もする為に造られたもの

である.

ヴェネズエラではダイヤモンドも金と同じくその産

出量の実体を把握することは極めて困難であり90劣以

いないのかも知れたい.

サンタ･エレｰナ･デ･ワイレソの方でも純度の高

い良質の金と共にダイヤモンドも産すると言うことたの

で次の機会には是非この付近のロｰライマ層の見学を

兼ねてダイヤモンドの採取現場をレポｰトすることにし

たい.�


