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　　　　　　　　硬　　　＼

　　　　　　　燦嘗＼

鵜％　虞競藤嬬1裏轟運懇1翼では尖滅流奏癒くなつてい絡ようで

あ鶴。鉱石はおもに黄鉄鐘勲らな！㌶．懸醗を欝んLでい

　　鉱体の中心部は婁髪琶状…醗であ導が撃灘§1蘇鉱－！、状

嬉畿し　乱暑

　纂L欝　毒曳劇縫異‘誘

　放射驚雛、常1意叢講ξの一1舳戚濃、、添煮の藩導分紅塁認め1、三ンれ，た藷慕む

輝、／熱灘度鐙放射能乙異常輩ヒ数m紅癒ざ孤魯達続し、鮮最鰐欝｛〉

ノ鷲、爆に達も　　厚瀞は比較ili檎、．くi数一欝¢瓢／こ至蓄膜：であ

るQこ齢部分　戸ド均試，料の化学．顧／摺藪は導3（鬼黍．参駁懲ノ鉾

夏》裁焦欝％銀㌔凱た．蓑耕雛．擦飢，鑓撫瞼塊”

欝齢集1一湧らな靱x線粉，癩麟折によ慈とか数静結轟紙、度

磯i翻い燐荻石て　ぞ｝乙とが確認毒治総e一．見砂岩摩ルγ

ア濫ルス様頓規え、難もので㌃愚が葵　灘　　　　　　　　．〉

て；騰石瞬石姦罵／毒・な・評ぐいL　穿ラン数燐》イキ奪に一様

綻8脅漣れてい茎、）こ幅、募オー一ト礎ジオグラ　ぜによつて

辮三認粛1もたQ　Xl麟篠穏擁鰻紅よ鵜と真欝γ夕ほ、翻少墨二の

＄r撃雛慰められた學　妻i嶽の1条羅蒙の｛き＞繊、’よ葱罫は　 ゐ

らオ／しなマ、、ひ

　1二のよンな産状を星継漣ラン，護本邦では鞍めで　〉

凱少繋．紛寧響ン漁，禽燐粘板岩中紅セ）曇，そ漆隅、1化物

　構　壌驚の際の変質作ノ擁によ・、て局部的瓢灘～評璽猷〆た慈、

硲・斐竃られ≧1褥まノ　疑癖ラン燐茨薫1としては本辮（｝は新

潟難中条（！纏＄晦＆）工（1）鞍ついで磁葺認さ露t、たものであつ

てき　ウランと騰む媚関1鍵1係は1“、、，貿嚢烹てレ、《ンことが饗ぎ難図

から糞忍誘られ’惹　（づ〉瀞芋1　　　　工嚢叡））窃

ご囲

　判

霧、　　麗

！＞冨款［　　講1

そ

緬ご77設ノ∀駈孫

3
＼

○

一＿一

潔

〆ダ発、　＼、・　　擁！　　．ぎζ藁xミ蟹

　　　　　＼、　　ノし〆　　ミ

　　　　　＼跡㌧
　無騰　　　禰煮費㌶警融が（
　　　　　　　　，庶転㌧敷　　ん

第譲麟 ｝碧ii鐸暴茉鋸雛騒麟（灘∫i茎を濫　　　　　　　　　　　　嘩つ

ヂ憂奪纏鐙謬量煮騰総婁）醍二奮董難驚興三縫撒唾翠難簾驚搬羅≧

ミン

　　3薫1　　　漕厄

洩灘纏裁ti（〉篇麟黒1峯》隻》幾重，響鷺蕪纂雛欝霞灘i疑葦論畿薫驚嬬

　　　茎購鼠）蝶欝難（耀鷺欝歌．》灘慰較雛t灘

　　　　へも　　な　お　もオひ

　黛．慧　瀬罫馨辮鉱灘藝顯

　纂撫蓋　位髭、．慧よ導く交淳騰惇嚢玉図）

　　ζ床、藤響響鷲暴、叢，貯辮翻斌／擬纏万分の工地形織
こもき

諜．1、）載蝶　鋒　灘捕、暮択、）職雛瀧繋零、1、．暮約薫艶慧灘灘付近の瀬

戸川圏麿林内瓢あ暴。懸、1、、罪の瀬瀦洲入鍔購勢林用軌遂＞

蕪慕一（§嚢薫）
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朱
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　叫、　　　＼＼
　　　　　＼　　　　　　＼．
　　　　　　　　’＼

＼＼／陸
　　／翻
　　叉△＼＼
　　　　　　　　㌦ど

○　　　　翻糞
』＿　　一

　　3∫oηゆ～／　断画

ゐ　　　　　　　　　　　　継

　　　　　！　　　紛瀞灘0　5（）く罰
＿繭　　　3裁衛

　　　　　　磁メ／殊
　　　　　粘韻、轡

　癒灘す）

藁融繍《）藩沁雛縄）鍾漁融s醜｛）蜘w轍凱翌τ雄

媛醜懲藩繍i慰羅、沁洩熱総欝雛蓑、i（撒就翌v糞y無

繍鶏艶憩轍窒翼藤欝烈憲澱碧

道を徒歩で約嚥分で蔦橋沢入“に至勢撃そこから訳沿

い裟上馨約嚇分，下り驚分で坑1嚇轍達した．蕩橋沢は

途申急峻な所が多く，山遂の補修がない場禽慧かなり¢）

時閥を要し不便であ愚、

慧．驚．濃搬質および鉱床（第感図）

花嶽岩および花嶺斑岩紅貫かれ響ま軌た書生矯からな

蔭，東から繭に流れる筒橋沢の爾側に磁坑がある．昭和

懸一薦聯轟時採鉱した旧坑捻悲側轍あるが，今礁は南

側の懸坑を調査レた．

　鉱陳は古生層の欝理に平費就胚胎する層状瑚ソガy鉱

鎌からなり，見掛上上盤位から，チャート，硫化物帯

く約慕嚢雛鶏，噂ソガソ鉱体（約総轍），黒色粘板岩と

なゆている．走懸蟹齢鷺（同艇叢約欝猟以上），傾斜

　濾愈広渡文利によ為（拶欝）

導｛）。N　（1薄延長約藤雛以上）の1粥輩叢事轡祭鉱された，，姦鋸ヒ

物帯はおもに閃灘鉛鉱からなり，両盤との境界はかなり

鰯魔であ嬰、ツソガソ鉱体はおも紅パラ輝石からなり，

一一部にヘルバイ鮎婁1讃癒産したことがあ燃．黒色粘板岩

は珪質堅硬になり達続している．

慧．慧諜放射龍異常

放射能異常は下盤の黒臨粘板岩の部分に認められた．

灘纏魚以上の部分は窯瓢×濤灘程度認めら軸，最

蕩毒参搾幽であつた、鵯の部分の平均試料の分析値は

鱗〈＞講、蝋葱駕，ぐ壌、37駕であうた（分析§関根節郎・

磯野満）．

母岩溺磯放射能強度は次のとおりであつた．

粘板岩

砂　岩
鋳聖一卜

鉱　 石

捻一欝μ／灘

欝一捻Pが
7噸呂　〃

馨～7　が
　このよ与なウ欝ソの濃集は花纐岩貫入の影饗鵜よって

粘板岩に微量に含有されていたウ予ソが，変成作獺の結

果として講部酌轍濃集したものと還られる．

欝．黛の穐の鉱癖の概婆

上記以外の調査した鉱β．1は第葱図／び獄〆たとおりであ

難．大部分捧山中のものであつたが，放射能調査を中心

にその概要徽北か齢順に記す．

露．蕊　緯翅珪職鉱撫（試第惑，藝磁号）

花縫岩中のペグ畷タィ1・鉱床で多昭和鱗年以来採掘

審れ，当時は欝余人で，珪石・長石を出鉱していた．

鉱体の大きさは走向延長暮獅憶，厚審SO瓢程鷹で，全

体として，珪贋櫛％，長石3窮駕位と兇込まれた．こ疏）

中瓢アラナイ／・が不規則に散、熱しており，その集舎部分

の大きさは導～鐙嚢灘であつた、，放射能は構とんど母岩

と大差なく撃欝～濾縄海であつた，

嚢．鷺欝韓鉱幽

昭和鍵年曝鱒から軽索蕪○癒滋癒架設して，月約慧叡

の囎ソガソ鉱を出鉱中であつた。母岩は簡盤とも千枚チ

華一1瑠粘板岩はほとんどなく鼻したがつて放射能異常

は認められなかつた．鉱旅は幾肉鶯8む帽嚢ゲ慧　（同延長

鈴～欝導蕪〉，傾斜驚嚇（同廷長熱～欝○瓢），富鉱体

の落乱．は東，厚さ韓§　’韓鶏懲であつた．鉦諜ぎは双白色

ないし，栗色の炭囎ソ（醜漁齢～憾駕），二酸化鉱（M捻

《義総一驚駕）およびパラ輝石仏蝕鎗駕）などであつ

た．

　　　ギるなぐゑ
　雛．講　A景織鉱覇

　母岩は両盤とも千枚チャー一トである．粘板岩はなく，

放射能異常は認めむれなかつた．鉱体は潭さ3む一藝躰鵜

鉱着は茶魚炭囎ソからなる．

騒一く難露）



畏野県騰筑摩郡下の放メ、箋能調糞　（林昇一鷺1懸議、山鯵駕／

　　　　　　ウゆさほ　
　欝畷　傭濃竃騰鉱畿灘

　韓本電黛冶金（株〉の鉱区融欝本プエ騨・ア群イ鉱叡株）

が灘鉱1権で塚行中であつた．鐸約鍵ll（Mr去糠一憩驚）

を広島覇）竹原製灘1響の竃解Ψソガソ矯慕して出鉱して

いた．

　鉱擁モは謡縫舷層の灘趨薄曇1鍔）麟遜嚢を兇全紅一切る菱一ぜソガソ

鉱・プy郷葬騰脈か疹なる、、薫曳講舞懸異常㌢　まめられ哩ず肇濁二塾を

の粘／茂禽曇簾潮4隻／壽勢ヤート馨～曝騨∀熱でεもつた農

　鉱石は灘、桃色の菱マソガン鐵1寒鷺，戯び織色の禽畷ソガγ

方薄翠廓鍵）みか勝なる轟一・蔀に一鉄、鵜が鉱染L．ぐいる藁

　　　　　よみず
　簿轟潜瑞鉱癖霧）

　鍼l／米イ寸1丘紅はギ籔熱1が多い蟻・　欝《盛1大にマソガγ鎌1を

1緊掘した熱七鎧“．鱗．趨趨薫していて繋慧く7駄露叢瀦く霧謙であつた，

　　　　　　　　も　　い
　欝．馨　朝羅（臓一位熱長〉鉱識

　ツソガソ鐘凱ず本の胃マ灘建轍‡巽鱗犬チヤート欝＿ヒ盤！は華／曳チヤ

ー卦からなり欝局部／約に粘板・岩があり燃～欝罵r／熱嶺を難

した．盤、床を、籍線韓N70一象y慧　（同延畏紛～勲瓢〉撃傾斜

駁yN（同斐器長盤○驚筆弧厚・瀞灘レ㎏綴）（》撚）であ9た雛譲、愛

もに炭マソ（熱勲照一娼傷）を約玉，㈱窺1二踊鼠，た．

鉱琶穣の讐ヒ猟奪はバラ難薫菰が多い．

　韓．ぞ　八本沢鉱畿！3）

　花騰岩類の影響を受けたとみられ嘩》マンガン鍵床マ　》

る、，冊下湯義から葱・号箏　窯響辱　黎一畢の鉱体1が麟／懲さ漆隙た。　玉

一畢はマγガン／鍵る体と統イヒ｛擁燐鄭募選蕎生し。てレ、恐艶響ンガソ

鉱撰鯉、灘罫さ欝鷺燃で糞その爆虞／欝涯詣ヒ盤位には閃薫1蒙翰鼠ζ穆

黄鉄、灘、が厚零欝鎌三にわたり臓1妾しているのが特微で

屡　きゅ　蕪肱夢慕からはヘノレバイ1・鷲）を羅讐した韓　粘板墨蔀鴨

ほとんどなく叢窯射藩肇　1鐸ミ欝認めら露ヤなかつた，、，

　謬．霧黒駕鉱霞

　昭和紛～雛年頃，勢黙慧耕一ト炭マγ（纏蕪貯駕1〉を

約！聾○○○婁出鉱したが多調査当時は参穏謎薄全蔀1慧ll襲して

いて詳細不瞬であつた．偲岩は青茨色粘板岩い（警費チヤ…

トは総とんど見られないのが終徽であ嶺．放射能は凝1板

岩に欝鍵海，チヤート7～衡繍海であつた．鉱床は走

向NSザW（同延長約蓉叡燈，傾斜7ゲN　（同延長約導O

m）章擾葬さi～i．§鷺であつた哉

　　　　な　がお
　慧．嚢叢鱒鉱麟

　鉱床は花1麟岩との接触部に近い古生層砂岩中のタソグ

ステソ贋英脈からな轟．母岩は珪化をうけ，その中紅脈

幅欝～暮叙撚の石英脈が多数みられる．放射能は母饗

　ポ石講韓離とも紅驚細繕絆／難“黛つた，、おもな鉱ぐ鞠は驚熟

マγガγ重讃・荻璽石・ジル舗ソ・螢石なと1㌣あつた．鉄

マソガソ重蒋慰脈際ξご多く認められ，結燕の大叡！蔦～

篇敷灘灘であつた．

　本鉱床は昭和捻年発蒐瀞れ，第慧次大戦申採鉱藝れ
た．

　　　　むな　どア
　講．欝濃欝鉱晦

　鉱雑奉の葦鮮揖は下盤iはお《＞に激瞬顛曇畜漆國＞なり，　E蚤分餅聾こ

欝～雲辱厭〆無の放射豫諺があり，化学分析賦）結鐸、ほ毒30導

蟹矯誌傷で墓ンた．この灘蔽理　婁変婁して／禦褐麟、になつ

ている浮欝、桑多・い無

　鉱体の一ヒ盤はチャーi・か疹なる、ところが夢い　鉱床1。髭

走向罵60Q黙き頼斜慕ガs罪／諺さ暮．導～葱．（b礁であ鶏，

鉱爺fは｛娠贔麗蝶のバラ輝石マ　㌧つた倉

　　　　かむぎぎ　さ
　難・嚢蓋　騰木董飛鉱畿

　鉱業権嚢は壌内文三で，調養　瞳鱒余人で擁約3暮～

鵜裳（縫器3鯵～薦傷）を策化工（株〉に向け一ぐ出鋤ユて

いた，，

　鉱体は下盤に粘板螺・筆土盤にチギート翻）丁獲境矯にあ

罫例で鮮…般に牽耀蜜の発妻懸がよい蜂撒ヒ穣王鎗荻白色砂質『

粘板岩は部分酌／こ．欝擢ル紅達し舞化学分析の結果は

馨〆〉馨甑○雛露であ環）た．蘇戴はお毛に炭マソからなζ／，

一部嵐騰贔位のハゆア熟マン菱蒙中心部菰産一妻一る．下部は

バラ輝欝が多くな恐麟向にある．上伊那鉱床とは母岩関

係および鉱灘の性質を異紅漁』ぐい恐．

　暴．捻　諏撃螂鉱幾磐

　調査当時大生坑の轟、饗を薄約3雛t（緩鷺総～欝駕）東

化工（株）に向け出鉱していた羅

　母曇鑑緊チヤー！涯点鰹勲びあつズ壽大部分1，婦絹澱紫｝から

なる。下盤位の石　建粘板岩には断続的鵜鱒～30鰐海

を灘し化学分繕の，海灘果は難、さ○琴○．蓉縫駕であつた羅鉱薦

1．童．無もに漉づき炭喋ソからなる、，

　鼠膿　浜横趨鉱霞騰

　薦毫岩は響醜撫も勢慧薩犬チヤートからな箏警すこしはなれ，

て千枚ヂャートがあ膿。鉱体の近くに』は粘板岩はない

が無付近の粘板岩は薫～撮掃駕撫であつた。調査轟時

の1撫捻澱数蕎tで，炭マγ婁○傷，パ謄輝聡雛嚢駕で
」勢鴬）ゾ篭農

　　　　　な　む　い
　難．簸　叢良井鉱ぬ

　昭和鍵歪昏藝月か膨でyプざ“ン鉱を稼行中であるが覧毒蕊

間数纏、大同製鋼（株）に出鉱L〆ぐいたにすぎない難繊

寿奪の母嶽は1鱗盤撫も霞♂簿、いし遊｛色の轟粥女チャ～一ト　く／華懸

驚幅轟鷺購〉で拳　灘質籔聴鼓塞なく隻　し翫がつズ叢曳射熊異？罫ダ

ン本認められなかゆた．鯉蓉は走向N蓉恭～鱒繊（i司延長

爆～欝騰）章傾斜婁ガ慕（瞬延長数欝鷺），厚瀞欝一雛

離瞭であっ驚．鉱石捻パヲ輝石を混えた，荻魚ないし茶

臨の縞状炭ヂy鉱であつた．

　農購壌沢鉱山
　鉱、購は砂ナ懸申のアγチ善ン石英脈か那な愚離明治雛｝舞魚

頃から知難れてい難．鉱脈雛黒穂粘．土鑛で，脈幅約薫蹴

のうち瓢硫化物の多い部分は欝一婁蝕騰で断続して、、・

翫鉱1聡は黄鉄鉱のほか無敵r嶽舞蹴　　無縣三織鷹欝総が

欝一一（難嚢蕪〉
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諜忍めら熱、た。放翔能緯毅授二の費葬楚が慧陶蕪μゾ暴要、ぞ沙岩

＞う＆i難〆》1誌潜∀熱で廃　〉ノ1こ、つ

　　　　こ　ナヂゆ
　隷．蕪小樽鉱鶴

　塗捜：畿の岩贋1遺おもに1砂岩ンノ三〉な葡嶋母肇1轍溝ないし薩

鯨のザ擁女チヤート　（！釜罫さ鷺～§講撚）　からなり誓　聡霧、翼器

炎褻は夕・ない，，§号滲敏の一繭部にある墨強疲墜ず慧欝弄ぼ！超で涛）

つた．

　　　　ザ　聾．豊学　簿灘毒鉱義獅

　賛3近の肇1着は砂；岩鞠）鞍糠1襲葬、無、／三熱し，チヤー“博少な

い潰爆岩は、．！ゴi、、、婁と奪ギ放チ鱈一一・（厚錨響～鵠撒迄，

萱難牽鉱のもの）　から1セ丈り，　翻墓1穏裟講　騨謬駕紫乱1．疑まとハ・ど癒

く碁放射能騰常も認めら騨1慧．かつ舜，また｝珈圭聾調査一一1時

辱嫁償瓦L．た夢壼内は鍛とんどガゆ二建碗褻し“ぐ1墨潟璽貯不繋講であつ

た価

　　　　こうぎ
　諺．撚嬢沢鉱識鋤

　鉱業権麟，錦織保　数入で採鉱嵐、ノごいた，浅ソガγ／

体めド1二爆翻意湊、総停擁曳チ華…ト　（／禦審慧轟・婆獄〉，　際コ，婁

慧こ白ない髪．．議疲臨の銭蝋飛チヤー一ト沁。払な恐。

んどない漁’摯その、，紅うな難鯵》の馨碧1蓬，　一鐙受鞍灘交身搬蒙オ麟1

い鯵舗3冨こあるがラー連一懸管雛三轍乏しい撫

　繋三i鍔坑鞍一部の・でソガγ鉱体の晶至二盤位細戒》螺淑

岩があ難，厚響は韓叡勲，熱一灘鍵海，隣ぐ）誇．春憾鬼

であつ　　il三捻　 麟、）一部マソガソ／レギ本に轍1接する、拙盤

靴！享懸iO導撚の濫㌃鍍岩治監あり夢慕むへ壌謬瞬ゾ髪1喜分瀞黛結果

は欝熱〈〉書（1．｛給雛・～｛｝．｛翼）7駕であつた。

　　　　　うじゆ
　讐．箋麟　黛。珠鉱織

　付1鷺の磯イ．ミ濾大部分渉＼撒の蓬茨質牽、4板岩で暮　熱～i誌．

蓋繍〆難でも躯つた．　／体の昆〆　菅1白ないし次繊闘）葺瞬幾チャ

…1・，貰ぐ嶽iiは彗彗霞チヤ・一1・オ寵三1）なる⇔　董、γ7蕩歓のツソガソ

魏為叢の磁認灘鑑趨叢鍔）塩職更楚尋が蓋嚢メ繍〆｝蓋秘ぴあゆた婆

　　　　おうビむ
　欝．欝穴糊鉱幾

　昭和鍵年以来壽．蓬行申で静彗．ま、索驚諮撒あゆ，

t（難簸認駕）を大判製、憂、瞬（株）に向けて出鉱していた、．

　賛輩蹴鑓）岩・石紘港雛・販キ暴が多い資識蝋鱈武の鐵岩ぎ塞桶ヒード漿窪とも

千枚チヤー1・（爆さ慧一駄輔　ンむ略な箏，粘板藍茎　藤

体付近靴は全然なく，したがつで放射斑異撃緯も認められ

なかザゾ．

　鉱選導愈灘蔀憩蒼憾鞍一婁｛ジ黙　（匿1難、幾烈）　尋○燃），鱗箋斜7（）～

総壌（1覇延長憩（1～亙欝ご痴，厚審○．暮～蕊、§撚であ鵜．鉱

石は嚢もにパラ輝石か1　窮燭織難塞茶鶴ないし茨色

の縞状鉱があも），平均贔位暴・無馨翻一醸驚であつた．

　　　　ゆ　ギよし
　讐．瓢　難議鉱畿

　林誌鵡癖爲で宰1往／轡の讐転／緯鉱はパ礎鶏麹響籔りの縞｝i鼓鉱で聯

》つでき躰大縄聯蟻霞の擁、構甲に嚢試てレヅ遮，，

　　　　　ゆもドあの
　縫麟臨麗激欝鉱畿

　零慧藩筆轡毒嚢縫懸憲奪㌻た轡一壁一1・中の瓢／米のた瀦／徽一携銀姫

．遜．1．1無び多く雰畷γガソは低贔位であ1）瀞母岩1蘇爾盤滋峯、

千枚チヤー1勇》なる。鉱床は走遡》熔Ow　G響導延長20

～慧○艶〉鮮傾斜馨○。呂　（i驚延長i｛》凱）鼻鐸、1さ黛○掬30α簑で

あ鞭。鉱石はパヲ輝石を1、奪む珪螺ソである．

　瓢慧嚢　葦籔灘鉱畿紛

　棋融繊年、業擁ひ小規模轍欝、鉱していた．母岩は両盤

とも麹1色癒いし次尋艶¢）ヂ疇父チヤートからなる．畷yガソ

　体の伸嫉雛約3e総をへだ℃ぐ凝嚢細片婿饗l／れ、轟

い粘板憂1があ1匹蓋藝噸葱7弄冨！hであつた。萎き難、石はノ書ラ輝

畢写を奮’む遊ミ繕、獄いし淡“薄色の懇三一マソで裏もる。少1量のプラ譲会

慧抽ざくろ聡1が認め拳、れた．“

　雛．灘墨　灘器鶴蓼窯綴砦）

　昭溝ll3驚蓬罫瞬まで／凄鍵鉱され、た9　ミ　塞を、よ古1生層を欝更く花

縄斑岩の接触部に近い後旛の中に発燃する硫化物石英脈

　毒馨〉。潔熱憩N農（1。鷺夢穆繕欝＄び＄多簿織懲i（）～20鷺mで

ある．鶴蕎捻黄鋼鉱・閃強鉛鉱・方鉛鉱が鉱染している

蒙鷲であった，、放射能慧花轟薦i鋏一慧鎌r海，鉱脈蕊

・知憧、蓉メ縦／薦で‘あ》ひた“

　轟麟　慧滝鉱霧5葡導）

　昭和篶年識蓬懸1疇鵜編沖の鉱床の付近のものを数人

で採鉱し塾月郵」30t（鈎董難婁む．％）を驚洋、鴨県の信越イ駄攣鷺／株1

の藷蓑舞に向け繊鉱していた。

　花／、、，葺轡類の接触変成をうけているために珪マソ謬、、ゴ主

とす罫菰羨藍に塞じ）ていξン。母岩は両盤と亀撃纏女チヤート

ゆ湿らな播，涯二鷺建鍔）一一翻諮ご荻誉覇色犠縫茂曇舞びあり／慧～i蓉μぎ

声，鍔篤たが，化学分析の結果は嬬○誇．棚傷（・凱五

疏辱、慧）で凝）鷲〉ブ慧今叢欝石硫はバ謄購籍f配器熟とし妻ア勝ノ璽ソダ

勲戴蘇驚ぎ蟹鉦裟などン毬欝忍めら才もた⇔

　欝．灘墨　螺麓鉱織難）

　摺慈挫沖戯ぺ磨摩タイ1・、鶏ぎ，　もに蕎英から欺

り，長麟獄少なく，文象花ξ翻岩質／、部分を混える．鉱体

の；大、をき劉．1、慧、5窟ユx、欝灘×璽）灘・泣であゼ）⇔　輩fl英は涯二1鐵で

あ累が大．部分採擁i済であ》ご）たむ蒸、嚢母の部分力糞ヒ較ll物煮文

射能が蕎いが，一一般に焼けは少毒、い、、かひて少量ウラ

ソ藩トーソ糾響凌嚢、鷺Lノた拶挙氏であ獲

　嚢．欝穴沢鉱鶏鋤

　羅纏噸から採鉱されゾ鋸臓楚沖のアソヂ備ソ石璽亀

脈である箒i繋坑が慧事　暮認図）られ・，一一部は肉蕊塩駈撫イ無が

薯し．い．贋英脈の幅§一鈴む翻，延長は数m確かめられ

た。欝岩鱒、，よび鉱脈の放離能は露一慧○μハドごあつた。

鰍、石は蜘錯融戴融および輝安鉱の藥合からなる。

墨、織　　論

　釜）　長登騨業西筑矯、弩、il下の古猛、麟舞のΨソガシ鉱床を中

心紅敏射能、調査を行なつたが，一般／ご変成度、、阜低く異常

はほ熱んど、窯、羨）られなかつた．全般的にチ鱈誌轍比し

諺導一く聾嚢農）
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