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●表紙の写真：p.28，新連載「ペルー共和国ワンサラ鉱山開発史」より
上列：�ワンサラ鉱山探鉱・建設時期の写真／左：道路工事中のヤナシャラ峠（1968年5月）／中：三井道路を乗馬でワンサラに向かう（1964年12月）

右：ワンサラ・キャンプ前の日本人とペルー人（1966 年 1月）
　下 �：�南方から北方に俯瞰したワンサラ鉱山全景　左側：従業員宿舎群　中央：総合事務所・中央倉庫・重機修理工場　右手：選鉱所・精鉱貯

鉱舎（2012 年 6月）
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●表紙の写真：南方より俯瞰した宇部伊佐鉱山の全景（2012 年 9月）
中央が伊佐鉱区、右側が丸山鉱区、中央上部が雨乞鉱区
下部の伊佐セメント工場から横に走る道が宇部興産専用道路
（p.3，渡辺賞「岩盤切削機の石灰岩採掘現場への導入とその効果」より）
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●表紙の写真
リニューアルした自溶炉の 3次元 CADイメージ。
他に類を見ない変位制御型フレームと洗練された炉体冷却技術を融合した新炉設計により，240 t/h
操業ならびに多様な原料処理を可能とした。

（p.3，渡辺賞「佐賀関製錬所における自溶炉リニューアルと生産性向上」より）
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