
『丁場紀行』　No．4　

今回で『丁場紀行』4回目の発信です。前回の『インド　丁場紀行　前編（1989年）』は楽しく読んで頂けたでしょうか？

予告していたように今回は、『インド　丁場紀行　後編（2019年）』をご案内致します。

私事ながら6月に還暦を迎えました。『山あり谷あり』の60年でしたが、丁場視察も『山あり谷あり』です。

転落する事もなく、滑り落ちる事もなく、事故死する事もなく、生き長らえております。この命を大切にし、しばらくは

社内外に対し『石の伝道師』を続ける所存でおります。

本題に入る前に私の『最初の石材検品』と『最初の外国人とのコミニュケーション』を紹介します。

皆さんは『ろう石（ろうせき、蝋石）』って御存知でしょうか？　ろう石は葉ろう石（パイロフィライト）を含むロウ感

のある鉱物です。（興味ある方はネットで調べて下さい。）一般的には、それを小さく切断した物を鉄工所や造船所なので

鉄板などに記号や指示を記入するために使用していましたが、私が小学生（今から約50年前）時代は、地面や塀などに

落書きや石蹴りなどの遊びのために図形を描いたりしていました。そのろう石が近所の駄菓子屋で5～10円/本で売っており、

それを買う時に、子供ながらキズ有無や色目（当時は白が良く、グレーの色目はダメとしていた）を選別して買っていた

のです。このろう石の選別が私の『最初の石材検品』です。

当時の基準

OK品

NG品

ろう石の原石 　　　　当時は石筆として売っていた。 　道路への落書き

インド丁場紀行前編に書きましたが、語学がからっきしで、「なんちゃってイングリッシュ」と「なんちゃってイタリアーノ」と

小さい頃に培った「外国人とのコミニュケーション」で毎回の出張をこなしています。

私は生まれも育ちも大阪市港区です。親父が勤務していた会社は、小型船で大阪港沖に停泊している外国貨物船へ生活物資運搬や

船員を本土に送迎する業務をしており、今では考えられませんが5～7才頃に親父の仕事に同行し、その外国船にも連れていかれ、

親父が仕事中は船員室で待たされ、外国人の船長さんや船員さんに昼ご飯やお菓子をご馳走になったり、身振り手振りで過ごして

いました。子供ながらも『言葉が通じなくても何とかなる。』を身を持って経験し習得したと思います。

また小学校低学年時代の悪ガキ軍団で流行ったのは、上陸した外国船員に『コイン交換して～～。』とか『ガムちょうだ～～い。』

とか『チョコレートちょうだ～～い』とか言って、外国品をゲットするとんでもない遊びです。まるで終戦直後ですね。

このように小さい頃の外国人に慣れ親しんでいた経験が、仕事に役立っているのは不思議なもんです。

何処に行っても現地に馴染み、誰とでも打ち解けられるのは一種の特技かもしれません。

幸いにしてこっちは購入する側です。石の事、丁場の事となればお手の物です。訪問する丁場でその石を理解しようとする姿勢を

全面に押し出して質問すれば、相手も気持ちよく教えてくれます。年齢を重ねれば重ねるほど『石を良く理解している日本の石屋の

おじさん』として迎え入れてくれているようになったと感じています。ジジイが原石の上を飛び回っているからでしょうか？

最たる例はインドです。10年程前にインドの丁場に行った時に採掘労働者が私を見て、作業を止めて手を振り、手を合わせて、

皆が優しく迎え入れてくれるので、案内者（インド人）に『何故、皆さん優しくしてくれるか？』と尋ねたら、『三木さん、貴方は

ガンジーの雰囲気があるからです。』と説明されました。そう言われると、当社の作業服の色は地味な宗教色だし、頭は丸坊主で

アゴには白くなったヒゲの自身を見て少し納得しました。でも拝まれるほどは似てないと思いますが・・・

インドの弟分　モケシュさん ド田舎の村で休憩　：　汗まみれ、靴はドロドロ 　　　　　ガンジーさん

前置きはこれ位にして本題に入ります。

2021年7月31日

矢橋大理石㈱　三木



丁場紀行No．3で案内した『インド　丁場紀行　前編』では、1989年3月の視察先を書きましたが、その時代のインド材は、

サファイヤブラウン、ニューインペリアルレッド、ニューマホガニー、アドニーブラウン、ニューブラウンという現在では

インド材の一時代を築いた石種でした。その後　30年経過し、インドでは丁場運営会社も増え、石種も増え、丁場も凄く

増えています。その背景にはインドからはバラエティーに富んだ色、流行の流れ柄が産出され、世界的な需要が増えた事が

大きく影響しています。

2019年6月14～22日の9日間で超強行日程で丁場視察した時の出張を紹介します。インド人もビックリの超ハード日程でした。

日数 日時 宿泊場所

1日目 6月14日（金） 成田　11:10　→　シンガポール　17:20　、　シンガポール　20:25　→　チェンナイ　22:00 CHENNAI

移動　：　3時前起床、　CHENNAI　04:55　→　THIRUCHY　06:25　〔飛行機〕

視察地区　：　TIRUCHIRAPALLI　AREA

視察丁場　：　シトラスジュパラナ、BAMA　IVORY、コロンボジュパラナ、ニューローシルク

移動　：　THIRUCHY　20:10　→　CHENNAI　21:20　〔飛行機〕 夜中の1時就寝 CHENNAI

移動　：　4時前起床、　CHENNAI　06:05　→　BANGALORE　07:10　〔飛行機〕

視察地区　：　BANGALORE　AREA

視察丁場　：　インディアンジュパラナ（2丁場）、レッドマルチカラー、バシャパラディソ、

　　　　　　　R1・R2ブラック、PP4ブラック

移動　：　最終丁場　→　ホテル　〔車　約4時間〕 24時就寝 TIRUPATI

移動　：　4時起床、　ホテル　→　最初の丁場　〔車　約1時間半〕

視察地区　：　CHENNAI　AREA

視察丁場　：　ハリケーンブラック（3丁場）、クパームグリーン（2丁場）、ウィスコントホワイト

移動　：　最終丁場　→　ホテル　〔車　約3時間〕 24時就寝 TIRUPATI

移動　：　4時起床、　ホテル　→　最初の丁場　〔車　約6時間半〕

視察地区　：　ONGOLE　AREA

視察丁場　：　ブラックギャラクシー（2丁場）、グリジオコットーネ

移動　：　最終丁場　→　ホテル　〔車　約4時間〕 夜中の3時就寝 VIJAYAWADA

視察　：　6時起床、　VIJAYAWADAの有名なSUBRAMANYA　AWAMY寺院に安全祈願のお参り　

移動　：　VIJAYAWADA　15:25　→　VIZAG　16:30　〔飛行機〕 24時就寝 VIZAG

移動　：　5時起床、　ホテル　→　最初の丁場　〔車　約5時間半〕

視察地区　：　SRIKAKULAM　AREA

視察丁場　：　サマンサブルー、ラヴェンダーブルー、チタニウムパール、フリージアブルー

　　　　　　　レモーションブルー、バハマブルー

移動　：　最終丁場　→　ホテル　〔車　約2時間半〕 24時就寝 VIZAG

移動　：　5時起床、　ホテル　→　最初の丁場　〔車　約1時間半〕

視察地区　：　VISHAKHAPATNAM　AREA

視察丁場　：　チダホワイト、RIVER　WHITE、

移動　：　最終丁場　→　VIZAG空港　〔車　約2時間〕、

　　　　　VIZAG　15:00　→　CHENNAI　16:20〔飛行機〕、　CHENNAI　23:15　→ 機中

9日目 6月22日（土） 移動　：　→　シンガポール　06:10　、　シンガポール　08:00　→　羽田　15:55

CHENNAI地区 SRIKAKULAM地区

・ハリケーンブラック ・サマンサブルー

・クパームグリーン ・ラヴェンダーブルー

・ウィスコントホワイト ・チタニウムパール

・フリージアブルー

BANGALORE地区 ・レモーションブルー

・インディアンジュパラナ ・バハマブルー

・レッドマルチカラー

・バシャパラディソ VISHAKHAPATNAM地区

・チダホワイト

TIRUCHIRAPALLI地区 ・RIVER　WHITE

・シトラスジュパラナ

・BAMA　IVORY

・コロンボジュパラナ ONGOLE地区

・ニューローシルク ・ブラックギャラクシー

・グリジオコットーネ

6月19日（水）

8日目 6月21日（金）

3日目 6月16日（日）

7日目 6月20日（木）

行程　：　インド内の案内は中国協力工場のインド事務所　モケシュ所長

2日目 6月15日（土）

4日目 6月17日（月）

5日目 6月18日（火）

6日目



◆6月15日（土）： 昨夜は24時前にチェックイン、シャワー浴びて、今日の用意して、1時にベッドに入ったがウトウトしている

状態で早朝3時に起床。時差ボケはシンガポールでの乗り継ぎと寝不足で時差ボケ自体がボケている状態。

CHENNAI空港に移動。今日から超ハード日程の丁場巡りの始まりです。

・シトラスジュパラナ　：　この丁場からは、ウネリ柄、雲柄、斜め柄が産出されますが、当社は全体的に斜めに流れる

　　　　　　　　　　　　　柄を限定しています。

　　　HP公開画像 　　　　 このような柄を要請 原石の上から水を掛けながら確認

　　　丁場　ピット1 丁場　ピット2 ピット2　ワイヤーソーで大割

・BOMA　IVORY　：　当初の訪問予定でなかったが、次の丁場への途中で、アイボリー系の新丁場があるということで視察。

　　　　　　　　　　　 2018年6月採掘開始の新しい石種。まだ表層1段目であり中途半端な流れなのでイマイチの印象であった。

　　　シトラスジュパラナと同じ丁場主で幾つもの丁場を所有しているインド大手石材業者が採掘し、形状は非常に良い。

・シトラスジュパラナ丁場事務所　：　水分補給（ココナッツウォーター）と採掘予定石種の評価を求められる。

　　　石種名無しのグリーン系御影                タミルドゥ州のバハマブルー似 ココナッツウォーターとクッキー

・コロンボジュパラナ　：　日本橋2丁目で大量に使用された石種です。今回で5回目の訪問なので丁場とも仲良しです。

　　　　　　　　　　　　　訪問時には、残念ながら良い柄の産出量は少なくっていました。

　　　　　　　　　　　　　しかし、シトラスジュパラナの丁場からもコロンボジュパラナtypeも産出されるので、

　　　　　　　　　　　　　今後も供給には問題ありません。

　　　　　　　　　　　　　後で紹介しますが、インドのウネリ柄では、レッドマルチカラー、インディアンジュパラナ、

　　　　　　　　　　　　　バシャパラディソ（パラディソブラウン）に次いで世界的に供給された石種です。

　　　HP公開画像 現状のメインピット 現状は太い黒柄が入り不安定



・コロンボジュパラナ丁場事務所　：　昼食（丁場事務所で食べるので丁場メシと呼んでいる。）美味しいが飽きている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　我々にはフォークを用意されているが、私はあえて『郷に入れば郷に従え。』で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　右手で食べています。御存知の方もおられるでしょうが、インド　ヒンドゥー教

　　　　　　　　　　　　　　　　　　では、左手は『不浄の手』で慣例としてインドでは左手をトイレに使用します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　インドの一般的家庭のトイレにはトイレットペーパーがない事が多い。つまり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　そういうことです。しかしインド人も色々、何しろ13億７千万人もの人口を誇る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　国です。宗教が違う人もいるし利き手が左の人も当然います。つまり、自由で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　左利きなら左手を使っても大丈夫。日本人はインド人から見ても外国人だから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　何とも思っていないようです。私は両手を使えるのですが、とりあえず右手で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　食べるように心掛けています。手でのカレーの食べ方ですが、親指、人差し指、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中指、薬指で混ぜ混ぜして、人差し指と中指と薬指の3本でスプーンのように

　　　　　　　　　　　　　　　　　　掬って、親指で口の中に押し込むようにすればインド人も褒めてくれますよ。

　　丁場スタッフが笑顔で配る 　　　右手で食べている。現地人みたいです。 昼食後に日陰で休息。既に疲労。

　　　

・ニューローシルク　：　一時的に人気があったローシルク（ピンクオレンジ系地色に細い黒柄が平行に流れる石種）が

　　　　　　　　　　　　丁場閉鎖されたため、2018年初めに採掘し始めた石種です。参考に視察しました。

　　　メインピットを斜めから見る メインピットを正面から見る 　丁寧に水を掛けてくれます

＊ホテルには23時前にヘトヘト状態で到着。ホテル内で簡単な夕食を食べて、シャワーし、荷物整理し、1時過ぎにバタンキュー。

◆6月16日（日）：　早朝4時前に起床し、チェンナイ空港からBANGALOREに移動。今日もハードな一日の始まりです。

・インディアンジュパラナ　：　1990年頃から採掘している丁場で、当初は1社だけでしたが現在は2社が採掘しています。

　　　　　　　　　　　　　　　私は、採掘開始間もない頃に視察してますが、当時のピットは終了しているそうです。

　HP公開画像 　　　　S社丁場全景　〇が採掘中 　S社丁場のメインピット S社メインピットの壁

　S社丁場の原石 　　　丁場のガラはこれで運ぶ M社丁場のメインピット 　　　M社の壁に水を掛けて色柄確認

 壁のアップ 　　　　倒した壁、これを小割する 　左写真に水掛け 　　　穴に膨張セメントを充填して割る



・レッドマルチカラー　：　1990年頃は丁場は1社だけだったが現在は数社が採掘している。今回はその内の1社を視察。

　　　　　　　　　　　　　

　HP公開画像 K社丁場　メインピット 　壁に水掛け 　　　原石

・バシャパラディソ　：　1983年に採掘開始し、インドでは2番目に大規模の丁場。（1番はニューインペリアルレッド）

　　　　　　　　　　　　丁場主は1社のみ。10ピットで採掘し、各ピットの採掘量が400～500ｍ３/月なので、全体では

　　　　　　　　　　　　約4,000～5,000ｍ３/月　採掘し世界的に売れているから凄い。販売先のメインはイタリア。

　　　　　　　　　　　　全てのピットを見るには時間がないので、メインのピットNo．2と3を視察しました。

　HP公開画像 　メインピットのピットNo．2の一部

　倒した壁、これで約80ｍ３ 小割中 原石画像 　　　色柄写真は必ずスケール

・R1ブラック、R2ブラック　：　黒地に細かい白点が入り、PP4ブラックに似ています。

　　　　　　　　　　　　　　　  訪問時はR1ブラックは雨水が溜まり休止中。R2ブラックは丁場整備中でした。

　　　R1ブラック丁場（休止中） 　　　　R2ブラック丁場（整備中） 　この腰巻（ルンギ）は定番ファッション

・PP4ブラック　：　インド黒御影と言えば墓石用が有名ですが、建築用としてばPP4ブラックが有名です。

　　　　　　　　　　PP4とは『パンジャパリ（地名）4丁場』の意味で、この辺りの黒御影は全てPP4ブラック

　　　　　　　　　　で流通しています。オリジナルのPP4はG社の丁場の石です。今回訪問はB社丁場です。

　

　HP公開画像 黒御影の鉱脈は、このように比較的細い場合が多い 色柄確認

＊ホテルに到着は比較的早く20時頃。途中で夕食用のアルコールを買い込み、夕食はモケシュさんの部屋に集まって

　ルームサービスでミニ宴会。私はこのスタイルが一番好きです。理由はシャワー後に短パン、Tシャツ、サンダルで

　OKだからです。インドのビール（キングフィッシャー）は軽くて美味しいです。なかなかやるね～～という味です。

　モケシュさんはインド産ウイスキーと水と炭酸水でハイボールもどきが好みです。



◆6月17日（月）　：　今日も夜明け前に出発し、途中の現地人ご用達の店で朝食です。朝から定番のカレープレートです。

　

　　　この店の奥で食べました 　　　白いのはヨーグルト、ご飯に混ぜて食べます。　正体不明の料理

・ハリケーンブラック　：　2017年12月に初視察し、今回で3回目の訪問です。

　　　　　　　　　　　　　今やダークグレー～黒地に白柄のウネリ柄の定番となりました。

　　　　　　　　　　　　　丁場は小高い丘を3方向から3社が採掘しています。3社共に需要が多く、採掘したら即完売。

　HP公開画像 A社　丁場全景 A社　メインピット 　　　A社　メインピットの壁

　PA社　丁場全景 　　　PA社の壁、これ私です。 PA社　メインピットの壁 PA社丁場の原石

　PO社　丁場全景 　　　PO社　メインピットの壁 PO社　メインピットの壁 ワイヤーソーで小割

・クパームグリーン　：　1990年代からグリーンマルチカラーやヴェルデマリーナの名称で親しまれていましたが、

　　　　　　　　　　　　この丁場は閉山したため、近郊で採掘している石種をクパームグリーンと称しています。

　　　　　　　　　　　　2015年まで同地区で20丁場で採掘していましたが、現在6社のみです。その内、輸出対応可能

　　　　　　　　　　　　な丁場は3社のみです。今回は最大手の1社を訪問しました。

　HP公開画像 P社　メインピット 　　原石色柄確認 　　　　原石画像

・ウィスコントホワイト　：　日本では10年程前から流通している白地に黒模様のウネリ柄。

　　　　　　　　　　　　　　大きい丘山のアチコチを8社が採掘。その内の3社が量、質ともに比較的良い。

　HP公開画像 この山のアチコチで採掘している 　　　　P社丁場のメインピット

＊ホテルには21時過ぎに到着。昨夜に引続き、シャワー後にモケシュさんの部屋に集合して夕食会でした。



◆6月18日（火）　：　今日は、オンゴールに長距離移動です。昔に比べて車は良くなったとは言え、快適ではありません。

　　　　　　　　　 　 起きていては怖いし、景色も見飽きているので寝るだけです。このような出張は、どこでも寝れて、

　　　　　　　　　  　何でも食べれて、潔癖症でない者でないと務まりません。であれば私は雑草育ちなので適任かも？？？

・ブラックギャラクシー　：　黒地に金点柄が散りばめられた豪華に見える石種。現在では日本でも施工例が沢山あるが

　　　　　　　　　　　　　　今まで視察する機会がなかったので行けておりませんでした。丁場自体は大きいとは

　　　　　　　　　　　　　　聞いていたが、想像以上に大きい丁場で、5km×1ｋｍの地区に35～40社が採掘しています。

　　　　　　　　　　　　　　山というより広大な丘を露天掘りしており、上から見た風景は丁場と言うより鉱山です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　世界的に人気があり、価格は上がる一方です。今回訪問は2社の丁場でした。

　HP公開画像 上から撮影、見渡す限りブラックギャラクシーの丁場。会社同士の境が私には不明。

O社丁場部分 インド人の検品 　PM社の丁場 　　　PM社の丁場

・グリジオコットーネ　：　別名シルバーブロンズ、スチールグレー。2つの山に丁場が存在し、15社が採掘している。

　　　　　　　　　　　　　2000年初めに日本に紹介されたが当初人気がなく、2010年頃から人気が出てきた石種です。

　　　　　　　　　　　　　この石の丁場も初めての視察でした。色んなタイプがあるとは知っていましたが、15社の

　　　　　　　　　　　　　会社が採掘していると知り、納得できました。

　HP公開画像 この2つの山で15社が採掘しています 　　　　　野生のホロホロ鳥を発見

　K社　メインピット K社　メインピット壁 　小割中に作業を止めて記念撮影 色柄確認

・今日の視察終了　：　昼ご飯は何を食べたか覚えていません。バナナ？　クッキー？　ココナッツウォーター？

　　　　　　　　　　　ブラックギャラクシーの丁場事務所だったと思います。もう疲労困憊でヘロヘロです。

　　　　　　　　　　　今から4時間かけて、VIJAYAWADAのホテルに向かいます。

チャイ休憩 　　　同類と思われた。 何か分からない神様 　簡易寺院で安全祈願

＊ホテル到着が夜中の2時。シャワーして寝るも、疲れ過ぎで目が冴えて寝付きが悪かった。



◆6月19日（水）：　今朝は、ホテルで朝食。今回の出張でのホテル朝食は初めてでした。

　　　　　　　　  　午前中は明日からのスケジュール打合せとVIJAYAWADAの有名はSUBRAMANYA　AWAMY寺院に

　　　　　  　　　　家内安泰と安全祈願に付き合わされました。宗教が異なる私がお参りして効くのかどうか？

　　　  　　　　　　同行はモケシュさん友人のお巡りさん。お巡りさんが付いているので、入口ギリギリまで車で乗り付け

　　　  　　　　　　長蛇の列を横入りし、付きっきりで案内してくれました。これって違反ですよね・・・・

　　　  　　　　　　5:25の便でVISHAKHAPATNAM（略してVIZAG）に移動です。

疲れているからホテルで休憩したかったんですが・・・・ 　　撮影禁止ですが、お巡りさん公認で内部撮影

＊18時に海辺沿いのコマシなホテルに18時にチェックイン。久しぶりにゆったりとして過ごしました。

　でも夜は、毎夜の事ながら日本からのメールチェックと訪問丁場の写真整理で結局寝たのは、24時過ぎ。

　毎夜写真の整理をしないと、どの丁場に行ったのか分からなくなるのです。丁場と丁場の区切りは、当初景色を写して

　いましたが、その写真が丁場の遠景か？単なる景色なのか分からなくなるので、最近は空を2枚写して区切りにしています。

◆6月20日（木）：　今朝も早朝に出発し、チャイを飲んでいざ出陣、その後朝食は道中で食べました。ローカル食らしいですが、

　　　　　　　　　  カレースープに硬い揚げパン風が入っているようなものでした。味は？ですが何とも表現しにくい食べ物でした。

　　　　　　　

この店で朝チャイ 　　朝食のローカルフード 元気な水牛 　　瘦せ細った牛

・サマンサブルー　：　採掘開始は20年以上前からであるが、薄いライトグレーブルーで中途半端な色合いのためか

　　　　　　　　　　　あまり日本では広まらなかった石種。

　HP公開画像 丁場全景 メインピットの壁確認　　　　　色柄確認

・ラヴェンダーブルー　：　従来の丁場はオリッサ州で1社だけが採掘していたが、この丁場は閉鎖となっている。

　　　　　　　　　　　　　現在（2015年から）は、オリッサ州との境のアンドラプラシュッド州側で3社が採掘。

　　　　　　　　　　　　　G社丁場の石が一番安定しています。前日からの大雨で丁場はグチャグチャでした。

　HP公開画像 G社丁場 　G社丁場の原石 　　　　 A社丁場



・チタニウムパール　：　採掘開始が2013年で日本に紹介されたのは2017年後半の比較的新しい石種です。

　　　　　　　　　　　　今回で3回目の訪問だが、表面のボルダーを取りながら、横と奥に広げている感じでした。

　HP公開画像 メインピット 　メインピットの壁 　　　　天場に流れを確認

・フリージアブルー　：　この石種も採掘開始が2013年で日本に紹介されたのは2017年後半の比較的新しい石種です。

　　　　　　　　　　　　流れがある石で、丁場の正面は少し斜め流れ、側面は45度斜め流れ、天場は平行に近い流れ、

　　　　　　　　　　　　丁場での原石取りは、丁場側面の45度流れが仕上り面になるように採掘している。

　　　　　　　　　　　　どの面を仕上面として原石取りしているのかを確認するのも重要な丁場確認です。

　HP公開画像 メインピット 　メインピットの壁確認 　　　　靴はドロドロ

・レモーションブルー　：　この石種も採掘開始が2013年で日本に紹介されたのは2017年後半の比較的新しい石種です。

　　　　　　　　　　　　　バハマブルーの薄手として紹介される場合があるが、バハマブルーとは丁場は異なります。

　　　　　　　　　　　　　　　　近年は世界的に見ても、バハマブルーより人気がある石種です。

　　　　　　　　　　　　　

　HP公開画像 メインピット 　この部分の色柄確認 原石の色柄確認

・バハマブルー　：　丁場がSRIKAKULAM市近郊なのでシカクランブルー（正式はスリカクラムブルー）の別名がある。

　　　　　　　　　　このエリアでは比較的古く（2000年）から採掘している石種です。約5kmに亘って、約40社が

　　　　　　　　　　採掘しているが、大きく分けて道路から見て、左半分がダーク系（約20社）、右半分がライト系、

　　　　　　　　　　（約20社）がアッチコッチで採掘しています。建築用だけでなく、濃い手はヨーロッパ向けの洋墓や

　　　　　　　　　　モニュメントの需要があります。需要が多いからダークは原石代自体が高いのです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回は時間の都合で大手のD社丁場だけを訪問しました。

　HP公開画像 D社　丁場全景 　D社　上のピット 　　　山キズ多いためクズ石が多い

今日の視察終了、チャイで一服 油が怖い揚げ物 すっかり馴染んでいる 　　　モケシュさんの部下

＊ホテルには21時頃到着。食事は『インド最後の晩餐』ということで、シャワー後にモケシュさんの部屋で夕食会でした。

　インド出張はハードで危険も伴いますが、彼ら（モケシュさん、部下のバブさん、部下のデバさん）と一緒に丁場を回る

　のは、毎回　新しい発見、勉強もあり、楽しい出張でもあります。それに対し彼らに感謝を忘れないようにしています。



◆6月21日（金）：　5時起床し、海辺を散歩。今日は丁場視察最終日です。ハードで長～～～～～い出張でした。

・チダホワイト　：　初訪問は2014年10月で、VISHAKHAPATNAM（VIZAG）空港に降りたら、空港の屋根の大部分が

　　　　　　　　　　なく、周辺の家も倒れていました。数十年ぶりのタイフーンが上陸した後でした。

　　　　　　　　　　よって通常は車で行ける丁場も、その時は徒歩で約1時間半かけて向かいました。

　　　　　　　　　　その夜のホテルも停電が頻繁に起こり、一人でエレベーターに乗った時に停電になり、約20分間

　　　　　　　　　　閉じ込められましたのですが『その内動くやろ。』と寝転んで動くのを待っていました。

　　　　　　　　　　当時は1社だけで採掘していましたが、現在はその1社が採掘権を手放したので2社が採掘しています。

　　　　　　　　　　前日の雨で普通の車では上らないため、ジムニー風のオンボロ車にギュウギュウ6人が乗り込み、

　　　　　　　　　　ヒヤヒヤしながらガタガタ道、ドロドロ道を登って行きました。

　HP公開画像 ここが丁場 私　（前に2人、後ろに4人） 山頂がチダホワイト丁場

GA社ピット V社　メインピット 丁場からの景色 　　　帰りは歩いて下山（滑る滑る）

このオンボロ車で山頂の丁場に向かった。

インディージョーンズの世界です。

今回の丁場訪問はようやく終了しました。自分でスケジュールを組んでおきながら超ハード過ぎました。疲労困憊です。

ホテルに戻り、シャワーして、荷物をパッキングして、VIZAG空港に向かい、VIZAGからチェンナイに飛んで、

チェンナイ　→　シンガポール　、　シンガポール　→　羽田への帰路。

今回も凄く勉強になりました。そしてインドの皆さんに大変お世話になりました。インドの友人たちに感謝致します。

その思い入れのあるインドですが、7月25日時点でコロナ感染者　約3,140万人、　コロナでの死亡者　約42万人です。

前編に書きましたが、インドには身分（戸籍）を持たない人々が1億人とも2億人とも正確に分からない程暮らしています。

この人々は感染しても死亡しても集計されていないでしょう。とすれば、たぶん死亡者は100万人以上いると思います。

また、ワクチン接種など全インド人が全員受けれるはずがありません。こんな状況で次にインド変異株発祥のインドに

行けるのはいつになるのか？？　　

いずれにしても、亡くなった人々の中には今まで知り合った人々、お世話になった人々もおられると思います。

心からのご冥福を祈ります。

今回は長くなりましたがこの辺で終了します。　次回は『トルコ　丁場紀行』をお届けする予定です。

ありがとうございました。


