
邸慕．認（1灘．劉弱○．綴

栃木県掘蘇・飛駒およぴ菱村地域のマンガン鉱床

　　　　　　　　一一一 マンガン第5報一…『 一

蹴渡文紺郵 纏驚　英夫＊

　《撫譲鷺薫難灘薫、総騰《論璽肇響麟離叢奮翼盤蕪叢藤懸講慰薫灘繍

　　　　　　騰縫雛麟糞欝雛難墾葉麟鞠鶴響縫撫繍，諮驚撫麟、騰

一総辮麟難鴛　瞭灘難鎌難纈藤灘総麟獅曇嚢籍鷺鷺趣撫蕊③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肺「

　　　　　　　　　　R騰魚、｝護蕨て燈（）w隷・疑燦＆至灘撫デ／盤翼！戦盤ミ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ai）灘撫鷺

　　　　　　正熱、蝕K鶴，王撫．）騨灘／臨1諏気蹴撫癩蕪，T〔x麟趨鷲撫（無欝，t／襟麟三繍讃慨箋／／｝ 1、熱、一

／潔．〕灘慧驚鱒騨蓋獣瞬麟辱鐙、義轍ly融麟織戴感《凝t細糠煕構£亀贈難熱欝．｝臨，醜根蔽麟蝋

鋳麟鰹，撒鵬ly，K醐｝，丁縫！鷲軸譲，N螂1鵜，至騰慕齢1，．1鰍lyを轟騰縦，K懸鵬灘照，臨慰難、，

轟。）騨鯉織義簸／ど～編箋、悪d撫l／）織卿置〔き癖幽喚羅藻纏嵐戦獅y齢賊捻r銀

　　　　　’』雛鷲き某）雛讐緊濤蕪　○薫薮達、韓　欝r融s磁鷲i雛v嫌鐵三慕ξ建勤》慧　撫　敵瀞　s難鴛vξ）y　重乏鷺　○難鱈9鷲媛竃縁　書鷺認董　（．｝璽聯一散鷺韓虻鷲蕪　｛、ぜ

騰撚騨灘繧翫農t鄭．鵬s緬漁繭撚1き《聡嚇搬蜘黙、頓／撒瓢脚，蹴麟麟轍

　　　　　舗細鰭慰慰鷺s磁卿臨，ま麟獲磁臆麟解i灘繍難聯餓難1孟熱匿）細癩磁（｝蝦鵬麟烹

細癌麟壌。賛短欝宅，s至蹴，灘竃（／働難撫毛／蕪鷺1麟灘瓢，鎌c／礁壌糠澱、曝く頴．｝感）τ蹴瀬舗鰍黒t蜘鍵蕪瓢

ζ）琶癖翌爆鰹．脚鷺灘驚／撫撫．

　　　　　丁蓬鷺乱ンQ鷺鴛縫∫y欝（X索S　∈。躍　t三鷺　ξ擁灘　（駕璽二）QS麺Sξ耀瞭　雛雛雛齋　（疑　（工難｛盤鷹　暴禁（熱藍ズ）難S雛雛薫、葱慕（、藩　1；難韓　驚避C畿難蕪羅

撚、麟靴c睡1識無、引．簸甑1翰（罎醸・　’騒繭K撫，K鷺撫購麟，滅響鴛鷺畷驚亀雛A轡、）麟驚s，

醜緬tw濃鷹駄戯短（）麟幽s！灘繍鴨醸い1麟芝燃騨峯w濾ぐ馨驚紬鼠鷺麟綴鱈／ン
○鷺醜〔〉t瞼舞、簾／，滋飴蜘麟陰、鷺，．醸晦麟雛＆事短璽鵬威，｝・撮鹸毘，繊d篠．磁雛謡え麟憩姜5，t！鷺

麺・蘇購1麟灘蜘（k｝麟t，撫（蘇磁衛慧灘灘1鞠礁雑．

　　　　　丁熱穀蕪熱童鱒s翻／撫㈱麟1織》t／灘鱗纏y蹴k＄，蹴嬬鶴薦ll職鷺s（）罫翻Q鷺賊難s，縫撮

／麟編論購亙雛隙鷺漁欝歓繭s細麟騰騨嵐蹴畿輝い織窺／鑓無竃聯麟賛献／y・
F慮雛鵬耀，重，難薙鐙灘硲♂覇、撚饗騰蹴sl／繍、雛）麟鋼磁1三鵬瞭（／，　門1厩緯麟糧鐙詮灘驚

黛脚窪撫／郷鍛1瓢｝ws．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　繋　　露

　　昭瀬．i瓢年よ纏i本鑓i）珪酸マンヴン髭量1の調査を行な、つ

◎・るが，今回は，栃木i簾加蘇懸ダi軽駒および菱村一・一帯に

分布するマy、ガン〆鉱床の調ご窪鐙を行な．ビ驚た。　　一た鉱

1、i附紺二，加蘇嶺薦平曝華峯郵十．二二、1高八洲喫・｝神㌧勧）沢鱗菱

瞬献莞．癒沢お、よび愛鞍の霊｝鉱1、1．1である瀞調査にあたって

は発璽三としズ『マンガン鉱、1廓の蕎縫菰搬、よび鉱．繋1に謡庶i縦をミ鎗

いた。

　　本報轡では，ぞれぞれ、の鉱1．1、1についズ，鉱床¢，）形態と

寧鉱鎌鄭

　　　　　鉱床ど母器・との騰係，お欝1こび1瀬蔦鉱1奏1二等につい

てr拳i濠、餐藷しノ訟も疏） “響三赴｝る箒

　　加蘇鉱慮は，　　セ鉱1．／lの中で，叢も大きな鉱／．／鞍

で，　孟　脚腿，　　　3（獅美に達す『る瀞紘石

は主烈ノ｝◎くラ輝石蒋テ7麟三11からなる珪酸マンガン鉱

が，全鉱滋の約簿％をしめている撃その飽菱マンガン

鉱暗緑桜▽ガン鉱竣もなる轟、鷲，位鉱もノ翻1げ一馨導驚　酸ゼ

ン
，
ガ ン鉱の鉱叢1慧，約5（），毅織疑と鏑淀麟「／’る戯

　　　　　　　　　　二，典型的な｛隷綾マンガン鉱床『だ，窪 一蟻．．疑）

鉱／、‘鞍）鍵先にあたる瀞鉱フ熱よ主としてバラ輝蒸ゼ掌ン，ガ

ンざくろ、石からなる鉱灘で，全鉱渥三韓）約鎌）飾をしめて

4レーぐ（灘3）



地質灘査断距1幸難 13讐第9讐）

蓉灘蟹！｛》操勲難欝

K撫）

喉

5）

ヂ》

隻、》

K熱暴ζ）薫《）蟹s

舷壌麟櫨ポ“三’撮鐡鷺ず

麟擁y鱗癒欝1糠曜
嶽翻／マ蛮（）由劃！i艶｛1贈

〈癖騨畿

　　　　　　　，紬1

　　　　　　　（％）

繊書頑．7糊熔

　　　　　39麟輪

　　　　　32～33

SK）驚

　（瓢〉

難～、鍛

蟹3厘27

4｝》44

　　　　　M魏蟄／鷹徽雛謬騨s

（R継謡燃1　　　幽謀糠＆醸，
　　　　　　　　（x）耀眠職肇貧（》鷺縢藤野

灘慈）

漁晒勲総，癒繭輿麟礁シ

聯｝鷹㊥讐囎鄭異r臨熱温）蕪憾t難｝

無噸腿麟鷺，欝／鋸魏，舞紬麹，

蹴曜馳1輪，L融鷺亘艶，

｝難灘建亙ni紙茎磁醸糠磐

プ蓋馬猿麟i撚

唱誓1磁聡1醗

麺贈ξ癒鎚

至響響瞬

K雛濃蜜隙w∈良

｝茎熱顯蕪

蟻〉9麟難縄

A熱欝

食

i

ボタ

毫

ウ

　　無認y漁（癒驚1紛耀　　．繋一誕凄）一腔癒（蜘壷，

　　瞬鴛翻，乏気暴灘融鍵鷺　窪1ノー42慧5磁蔀鱗讐馨鰹鴎贈顛、齢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乏蓬1爵髄謙総，漁痴慮雛）醸悲，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／l継w油盗糖

　　糠魚“ジ℃を黙受》雛ビ鞭熱　欝一ご繋！…慧磁3漁⇔盛醸灘1捻，

　　鷺麟“yΣ侵隆《．》繭1総購幽ζ』漁鷺　33厘35壌5一ヅ3（）麺隊黙t鵜蜘（／（癒縞

　　嚥1　　　　　　　　　　　　…　　　1灘灘腋／1賛，を瞭鞭海，
3翼・｝賦嚢麟難，葱敵）£／〈、）戯麟総，　澄一照4£／一二繕鞠1急編総，s欝総麟鵠

　　　毅濁灘（．脚　　　　　　　　　　　　燃夏1・騨瀬1、蕪，翻顯曲難，

　　　醐麟iジ℃，i羅識総”耀　　導（1ぜ｝彰ま（麹／3書｝蹴／（麟蹴i徳，

　　　讐濃ま繍ず㌧．辮　　　　　纏3～45欝確（｝灌隆憾）箕漁，聯産脚至緯，1灘撚戴紙

　　　懸暴y函1玉蝋i総，芝、鞠｝預贈　30－33ど糟畷3臨9L鋤・嶽，騨漁r嶽le，

　　　曜　　　　　　　　　　　　　　　燃鷺雛鰹童総，／漁慰嶽繭捻，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻）ぎ繊1嚢鷺，1）繊w憾te

　　　雛顧爵℃｝蹴ぐ湊齢”醗　　　一 　　一 　罫1・・献難縦醜，

　　　“Tξ至獄灘バぐ1箆　　　　　・　一一　　 　！漁ミ灘ユ鑓雀童艶う激）dζ）雛i艶）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P磁wi齢難

　　　麟芝儀／ジ℃も億）蛾ゼ畿　　4栖5〔）捻一三．5爽幽癒齪豊縞癒幽唾㌔

　　　“Tξ膿鵬㌦〉罵　　　潔｝畷，2（）～器瞬麟歯瞬慈歯臨
　　　籔翻！y漁《繍）茎蜘，鞠1瀬鷲　33樫／砦24一器壽灘購振叫・i糠，／職麟韓漁，

　　　峨　　　　　　　　　　　　　　　鎌磁鑓細t融，滋b繊ii驚

　　　蔦竃麟i纏灘嘉構㌦ぜ　　39一賦§磁糖／紬繊鎚it鶏，

　　　魏爵罫h繭芝x鰍醗　　　30－3遵壌9－4難麺鱒嘔麺警璽蜘撫，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鋤慕燃蜘，議i／魑王融yi騰，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葱灘騨瓢）＄i轍

　　　“丁繍獺ゼ更）欝蕪　　　　　32概灘2き23癒憾》鷺蛋鵬魔戴，

　　　癒驚一g欝紐遭恥（1幡t融曜　烈一慧3数鑑畷誉1膿艦i艶，撫置〔）臨，融蜘・蜘i

芝篭蒐蓬変圭葱篭／y“慧至製旦ぬ菱ゑ亙ジ｝（：）r総腰　3一、｛辿漁》　童糠r一騨一「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／鷺鷹瀬騰，訣琴1羅y置糖

　　　　　　　ま）“丁鑓撚ず㌧）蕪童＄繊姻螺縦芝嫡ぼ藤総懇蜘・融（達漁晒d熱si総

　　　　　　蕃！1戸℃1獣磁雄き多》鯉量鍵蝋P⇔灘／剛｝h縁麟br・w・漁縄麟螺圭獄し鱒農鵬漁

　　　　　　3）“、K麟lr醸灘畿べ窮ご麟＄窺噸茎購畷〔迂薮識畷瞳鷺撫編。酸ぐ）蜘，嚢麓伊

　　　　　　（諺T！廼象騰慧葺ll》惣羅磁熱改灘鷺麦撚凱灘騨覆獣幡t難聡

、！

2
3

董

つ

ll『

2
3

1
2

蓋

慧

繊一（総爆）



　　　　　　　　　　　　　　　　　淋勲続鱗、緯び菱彬臓、鯉ン、ゲ滋床（麟二捌櫓・晒脚

．臨鍮照戦／《）鷺
　　　　　　　　£業鷺翫鷺v嫌s（．き三、

ヱ羅灘欝鵬s¢
s灘、麟、難《、総

　　　（鯉一

藩鱒 30（）十 8．（ll 肛（／ 擁、｝，瞭、）（35％） 簿 誤1駆）（x）

睾姶 1・ま（｝＋、 3塾（1　　0．5 8，鴛（双纏％） 蝋／ 綴）（＞

50－7！） 鎗（｝十 2．○　　　黄．5 7，（）！双3蓋％） 蝋／ ．L3雌）（）

轟解5（） 窯〔｝十 三．（｝　　毛），罪 ！，！x朕認％） 叙〉 ＆鴻

30

憩

欝

1灘

慧〇十

3（）十

2（｝

2（！

1．（）　　／）．4

3．○　　○．8

三、．◎　　○．5

t．5　　　（），5

4，／畑磁％）

？，僚）（3編）

嵐，1燗憐％）

覧灘k賑）鴨藁

鈴

3（／

3（）

2（｝

隷噛繊／

　　　　　と／（x）

玉購磁羅麟鋼逢

撫。〉t総嫉黙蝋甑ま

　　　器i烈）　器焉

繍、伽髪編、鱗黛熱嘘蝶y臓玉轡燃㈱s翫畿

9麟縦／繊駕撤纂歌銭雛灘蹴繍／鶴s鵜、課繭

　　　　2，50飯鵜％〉　　　　　　5

鳶襟慧煮，

論曲騨　曲1鷺s麟綴瓢

　　　　　　《墨一く醸5）

三誰．｝窺轄翻美、磁敬董

鍍



欝1簸轡難報　（第翌3巻　篤呂響）

いる導三1　でンガン剣欝葺　　よ夢、稀鷺）ままで，よ大蓬．ケ

舞、、．1設！く、　　　　　　：され亡，遇・が野離7窒，叙給嚢藤三

罫跡ま誘　　 オも撫自

　蒙鐸　／鵜1よ夢　載とし』掌課藪1バラ難畢き，　1　　穿ン罰）＞／㌧

　　　　　欝ぞ，　て棄灘ζ際1ぎの、書　蟹｝％をしめ“・唾レ・葛。　すで

　　糸旨蓋難努（）／）1）隻を錘鋼ユノ，　懸7芝3雰（x鴻t罷嚢度の鍵

が隔蝉懸、、きれる⇔

　一1．．ノ1州尊『1『1ゼ鉾の沢鉱抵ド翼妻縛鉱出薫菱蕪鷺鎌1し乳浄

　諺、／等の奨．ζ1石は多主批1炉ごチ1欝レー一ト鎌鏑．監響色融マ

ン誘1誕マンp．韓ウ藩なそ＞“緩マン3多　綜葵そ晃侵，ノ

グ、び学｛）　＆1％を！．〉｛い・。バラ簾馨f・テフ雛きマ

ー・ガン　’つノ鑓等」〉猛酸マン♪ウ年・　罫，ご馨P　トないむ

／甲ノたがって　酸マンガン、駄の、、苗岨　　　、㌦，り．　1 に彗＝滞

さ1　　　。孝，ヂ美誇（1（玲ハ《≧ン｛）雛lt／　　鋳糊　1～騨蒸ま

　　毒

　卜1　　　　　　　・雪勧後，珪難翻マンヴン翻；が．　穿

に撒寺1≦れ「灘の，ま，カiiき　 蔓婦1掛讐、而ll舞鱗ご、もる窃

　さ、鍬

f　気つ外ゾ昌㌻

1 娠鷺

豆． 序　 欝

　　　　 駿でン．ガン騰簸茎㌧船

難讐和33醸総甥i≧71三1から3指

　　　　　　　　　　　急
　　　　　　　～＿、．戦×κ筈諮

　　　　　　　　∴ミ溜イ
　　　　＼　　　　へ、乾尊薪、！

　　　　ぺ
　　　　！　　　・x鍵戦・一

　寵、トぞ▽壽　、ザ≧

　　1　訴　篭1瓦k　　　揮　牌
　　、　　K　l　N楡．、騨爾

　イ頭勢　　／墾
　　＼馴

／　 ／竃〆、

慧　　〆報／ン
＼／窟ノ賓
　藷曳』　　 菰〆・　蓄

篤鍵◇
　　　　　類．、

　　　　　　〆〆1、　／▽

　　曝☆影☆／

　　　　　　一総．

　　　　　　　　　へ憶瀬

　総蕊、嶋、　籔麺　　　．．…　1

購1総　 、、冒　　ノ聾

｛／　弄潅　il地ツンガン》　、ご　i（妻

磐1㎜1まで約2（）1ヨ聞1ごわたって，その爾　講こあたる栃

　　　　毛郡加蘇村聾安癬蓑郡飛駒村へ轄よび凝村…藩、購繍醗刀

布す墨ジマンガジ鋸、沫の、縫を行なつた礁本調査は，昭和

1蹴年媛褻妻ヂ謹中グ）珪酸でンガ）ノ鉱調査の一　誕と1．、て

臼な、．たも群）でご甘）る。

　／麓地／．菜一1は、擁難．の 婆なマンジゲン　1麟潔ゴ、無しノ，

陸鉾くから，鐸二罫なマンガン，賑1、iξが多婁女存噴三してい犠）鞍なか

でも加　響磯豫麟『濱紳畷、の深騰光路語㎏1握，翼択

の諸譲3．編ζ騰　塞で、る⇔とく・瓢1趣13 壌ま，本磐頭癩の

　鞠l／響，ヅ蟻　　）紛め頃ゆ藩ほと風、ど連続して出鉱して

潟ヲ，現在までに約熱数万tを産出している毒騒識4．）

馨　　　1こ床ならびに鋸；物三媛生轄関して尋よ，　ζ、村豊文齢によ

る、霧、llな研ノがある。そ・ので畿，擁灘懸嬢ぴ＞一＾薄翌二）マンガン

鉱鎌についてはきテ蓼ず本弘遺導　護蓼聾丸！i綿　 ）に歎導

　　也二穿参マン期ンi床調誘讃）事　蹴、法讐尋ま多勃詑繕製趣

／韓濡菰穣兼率1．～一塞i“1繍鋸ど㎜ピ）らに，

　碗慧がぎ），それぞれ興瞬鳥1、る報煮葵なさ勲』ている。

　1態警らは夢本璋霧竃こ分配する鴇マンジゲン鉱床ジ融夢F、，三注

と1し，てii　酸マン．ゾジ’　　丁　　　　　　玉　　1に漁譲懲を才3▽・脚　ノ　まi

｝1猟丈吟た。し〆たがらて，．号～報・ポ野では，それぞれの鉱／l、

に“い旨、1勢，i濃／楽の窄、嘗！鑓とノi、滋，、窺費媛講勢粋妻薫器護．鉢、，1ゴ麟犠

　　　　　べろ　　　　　　　　　　　　　　．く…、2　　一斜
　　躯き《《・y－　　　　　 k
奨露☆☆☆審’蕪羅．へ

　　　　険、　　〆　 ＼　　 菱　　＼、　、
　て、　　ノ　　　騰～　　＼　　　　　　＼

鯨脚饗・X＼窃慢．ヤム、△
　　衛軽、ぺ』メ＼　（　＼気　 ＼、

謬
．
、
、
、

、濯オ鑑態・し筑Vゴ貰翼＼バ〔

襲鰍㌧！気∴』㌻◇

△☆◇灘☆1．
馨乞＼』、△蘭夙
／　／複　　叉　／　／　　　　 1
、〆　　／，　　、 ＼　嚇　　ノ　（ゾ　ノ

　　ノ　き　　ノ　　ル
’
1
￥

鋤

一

k

L｝1

．糞ヌ

　　　メ．．窪　　〆紀　　　、、〆

ノノ　デ鱗

　髪1聡爽、、、之iに　　　の養 ．））

44一一くぞ18彗）



罐礎！写、．ノ鶴蕉繁盤、雍篶、灘鐸へ叢よ蔦罫萎麺季す士恵」議のマ　 ．ガ

　　　　　讐藝蓋，擬　　 鐸

　（　宅鷲訂孝畦緯霞憂1莚欝配箋）

業麟　婁露1愛一晒

ま毅　 肇越　　　鍵盈四　　1．1、1　　づ観 桑IP　i蒸こ　警．　薦卜 紬論

購i　薫馨　　方i還　蕉驚 i11　　桑労　1、罷　　 玉3薫　零町 舞考．幡く葦、、／f擦1 激 づ争男二置呂一訣簿婆

叢i　棄嶽　　遷暮 強　 1．／i　　餐毒　蓬撃　　 i毒緩 讐k ／ノ　　 ノノ　裸蕃離1デ 拶　戴
番．議

飛麹　野

　　　　　　　綴　　 瓢，1

へ糞．　　　　　　　　3！妻も　32（｝

・由　編採詑鮮 も
筆

≦蕃灘一，7

　　　　　　　鐙婁、み

／ノ　餐野髪、髪餐雛誇．零篭　彗ぐ薗 試蓄’　1、1．1　鷲砺　1露

／、誉　1繋　　 鷺導蕪‘響液 解　が　が　た．1，、懇簿　醤メ～、薄勘次郎

飛 曇　1神　翻l　i 殺　　餐拶　1繋　　繋呂呂至卦 ノノ　　　　 ／～　　　　 ／～　　　 ～囲　　　 ノノ ノノ

嵯）　孝斐　、、・、　i、嚢

　　　　　　　　　　　業1澱
雛縫嚢駄i、縫　　，翫1　蚕ミ　　董ξ簿

　　　　　　　　　　　雛1きぜ

だ　　　ぴ　 1、嚢1

／ノ 一へ．，縁弩

北　爪

が

　　　鰻　津寸　　　　i二難　　　li。1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工33畷季“

　　　沢入愛嚢1濤 懸採　鷲暮写

紘戎罐マン鵡磁軽簸欝に瓢’て奉！［偽砦

　澗 蒙　）たって，いろいろと鷹／　l♂　　　〆冨

講麟紫熟ご滋 甑舞1　器i鉱「1擁惣撫叡二，今井　　澤1“／

恵　業昧式へ蕎．，風1穿、叢気株　 録二に鶏欝ご 垂　卸濃・。

　　　　　　　　　驚．　叢檬査襲蕉鼻，隷

煎灘塾。鋒に，本獅、長旗、多紛マンガ瑠濾フ翰覇、㌣

するが，　その関係尋、麺喜鷹隷こ示すと漆ラ3りである9　構　i隔

　毒 1．ヒ，、、黛覇玉の鋳馨．ilは1蕪でぎな漆轟った1イ｝㍉ マ　　謎

で幸奪嚢嚢夢な鉱縫1を薦劉餐／〆たぴ熔蒸繋疑範卜1山の泣享不熱　 区

撃ll繕1ゴ躍㍗1レゆ

　　　　　　　1雲．地形および地質概説

　覆1辱、森蝿1、塚難よ，礁ゴ 訴1ぎ、㎜1入歪慧ゼ糞蕪ミ灘1鱗逡撫鋸縮鯨、1量翠藪

舞，二まプ、二がるの　，そ融、ぞれ．）．織域鳳ついて　　ミる・＿と

1｛ヌげ丁『．｝鮮“こ

イ｝ヲ磁毎

　　　．“鯵よ夢季．ぼ、iぎ？（）／）酎淑）（擁講¢）1．．1．／ヒ　憲態黛で撃N～入乱

＄鷺シこ藩　るる／ズ、罐慧グ厚郷μ1オ藩響し／，二　、）溺び鴨，該よ，！．派＼塵彗

室奪黍才し夕　i“1影韓豫、．鰭箒オ逢鷹、身　　N鷺一8礁万直1鑓）妻嘗細鵡

／象と義ノ、奮．覧ら謝L流西・。、懸、灘i蒙懸憐＾ 鴨批i1員濫警＝　坪葺kl　　）

異惑選伽羨聾懸む．鵡寡難が醗、才Lる聾oごつ桑葺疑‘雌薄購彗！よ貸海鍔

雛｛瀬、ン鯉3慕〔）灘玉　r　　靖ヌΦ

　秀嫁鈎歪轡、∫繊ト歎　還誉、i蕎髄・き節鴛く疑）参、、．臨／こ　）煮＃雛農 餐㍉・1濃美1

（蒸、宰蔦）菖鱗）翰メ軽辞 舞（園多125購）腺ご、．lli．1（1多（潜賦灘）レ．嚢

し／‘）1、li　lこ藩》る難ぞず健灘ゲ）曝蕪／糞導　一 一慈』起こ1覧嚢緯繋甲弩掛萱）撃　一ト

ごあノ▽η｝　1 ／購灘量揖署鉦涯ll襲妻、ハす愛壕笑、も携、i，．響裏弾（）／）鞭工灘ぎ重誌難こ

ラ｝瞬ざし．噛てレ・ゐ訟

　　恥鑓峰1　献柔き護絵、薩 1毒議欝．｝簿霧慧！ζ1瀧ドー壽醐零　　 ／ii‘ ）溺妻

　、肇 、1．誕、1望暮ぐ）（h論藤葺㌶ひi一鳥　妻毒メ，、1ザ　、・るカζ》 ぎ窪！彗〔7、拶
鰻1

だ　　　が　　／ノ　饗： ノ／

細醐三鱗蔦、ぶ婆一罫婁ミフヘ劉慧凱・1ざ 言ノ

に、、娯，），一般に緩㌣かな、藁．彰をな乱／ているp　“．嬉業，

レ・き誉オも魔）緯ゴii¢〉難二鍔犀萱磐、輩．　1を3叙｝～雲淑＞薫鷺｛雄｛呈糞報pケ・瞬すず

る欝

　灘藩蒸欝類∫態（’）慧．，，愛（こザニ）レずぐ／よ，　藩碁ラン1黙ヌこ！よ謡．ヂジ擁驚二叢艮こよ

為麟麟砿1．1誉窪蕉脳祭ま虚肇愛き オ　歎襟ぐ簿1糠議1　駿趣プく

蒸麟謹！l羅讐　醤、1藩　｝）オ転銑酵象 壌熱謬暴蔦鷲二嵐ず～糖／よシ　仙愚愛慧1貰慨－薄

．爵ト騒誉襲1こ，よる，難駐 馨，1．1ま：甑¢）1趨蕉窺霧艶l／　　㌧漆ζ護　難ひ

　こ1．才隻，！ひヂ）恥1 ，T　セ　三｝ヲ　…ミ輝、曼．菱．i亀＿隷騒／霧灘・欺雛嚢　をノ　琴論孫

撫詳
鐸釜 鉱／麟曝よ、　　／l鞭麗訊1、、，簸薫〆駿、縫臆翠ざ峯　　／　餐　　1＝ご．ド

爆曇、ll　繋翼こニラン1・ナ1三．至才更、撫。

　婁．譲，叢嚢騰

　　　　　　　素ぐ批風、、ビプ｛1羅ラン1艦，　i黍デ　 ζ　　礼　熱軸こ．一殺、

　　　　　　　欝llよ夕　、升ヤート　（葦、墨晒綬）韓lll占／穫 岬笹1．難鵬

麟轡1騰一1　　　勤ゾ＞なる。加蘇．麹．老獲は，

1醗娘こテ窄摩一ト韓’ll占誉翼El違慕とし簿　と二く！こ“葵ギ…ト7　i

較轡，獣レ・ヂ）漆鱗、1峯致町蓄．気、、難p　i・1　藝雌㍉、．l　l賛1　　　》る。

　　　　　　　　　　　チャート澄｛艦黛冬鳶薄く1な1ラ》＼1総li巽

踏計韓　／　一終露郵講　 輩　敷イバ1竃ら津も懸〉，）　唾ヤート！叢艶窯岬糞雛駕

ジ1　誌挙毛‘ノ）と爵窯岬3 罧鷺蒙1薫窪　　　ヒ凶｛墨21　｝勢る二愉

怒　　襲う虞1〉流裳る。糞奨　難竃宴　難複琴脅葱亥糞▽・し，虞輩，　　　轍羅婁翻

¢）葦ギ1㎡，亙　穏｛　・響警　遜 鋳l ／　　嘩」や・一トとご粕　1，　郵叢　　学ゆ禽

あ誉る書 諺、こ，　ξ鐸・1　歪郵†怠こ　　鯉フ♪レ）／ス～殊tレ・し

才レi　盤　　　　　i　　を～　納1業警　講1、エ、畿を．虹し諺峯ll振　睾

1腕、コ〆♂ンズ1〆1ミに挫まれ』マ　　ヂ謹　　掌が襲く，　 鷺鐙．享．、惑．蔓

　潅爵、義、、．1嵐1静黙よ穿〆翫ノ彗二垂〉蓉ぎ講　　舛1羅ケ．懸ぐ虞三ll

．7～！瓢柔畔懸嬬驚E戎賛　1劉　 ン，　話”　1 鋸よ畜　1　　　〆〕マ満

．ノレス潟　憂蕪　曝警を ／　　　　碁、l　l，糞7獣’3レンτ7調飛　、，二元斐デぐ

㌧・熱蝦一一畠ププi群誉輿蓑婆護『∫建漢域韓こ路　こ津璽，，毅二、じ勤る繋瞬舞叢．夏、韓藩i襲

姦5一・・（（3＄7）



　　　　　　　　　　　　　　　　1瞳、質．、、資斬月報

煮／1、、ど鰍》．》礁い窃

　慧，慧　驚縫鱒緑爆類

　翻三麟雛球“趨瓢は，沢二績，覇　　 鷺，自菱．ギ、1、／　」、／l縄

織捌1が、ある。離1慧誉｝亀　　、擁、、／た1旨　ご、二では

、ぎ略すノ爆）窃

　ll溝ケ花7照、．　、萎憂舷町の東方昏m¶　　　滋

、、油（三，37撫葱）・ 一・烈帯＿曽1獄ノ，屋）　脇鎗汰ノ呼村に

　　　、．磯に1隔，膿諦ノ犬｝：いが，さ1ミニ灘y靴向か♂二）て鎮

三岱豊く終遊入し．てい騒のと、鶴才繍ぐ、そのため1・二既

　）　u，、，ば讐！鶴嫡嚇愛麓二〉みノ、らず，ミ｛　　塗こ

接触　　　勝げ、1、曙はう帽ゐ“

　轄類、職　醗1、鉄物1　み敦1，劉ノ蔓勉卦韓）、1，、1、1

　　　　　　攣イト覇ペグマ凱・！i・がきわめ｝1ない（，

難鋸纏～二石塘が月石轡、，，、準．、曳，ミ卦　 購を／賊分と

し，燐／秒ジル鷺〉幅礫、息．、 ／賂〉ど糎曇）、，

　婁．1零聡莫欝燃類潰）

　鑓よ姻郡飛’鹸童i磯の緯晒2／轍鍔タ地、1，、、胸ρ　ら

勲ノヲ古1　デ熱　　貧、ノ夢・，きの実い鱗峨ゴホ．ルンツ「エ．ノレ

ス化1’／て．・濱｝萄難薩鑓擢談，酵襲紅柱石蒼｝，彗、

1ゴ、』ぐい）ζ）

　、．i、、1播澗村け近では脚1攣醗鍵ジ欝◎一1，躍身、贈三．轡が．轡

雛どなしい綴、抗。ぴ、・る⇔そ曜　 敗雛一憩ξiゴだ，

濠．墜轡期弓　　　　　石后1 は，㌻．．華蹴隔．尋長爾㌶

　　　　　賜　 ／ミる鐘

　　　　　　　　　爆．鉱燕概説

　零量鑛蕉は，拶舞1い、群、疹悪爾県髪通1、＝，　もっとも許数

のマン，ガンパ．舞、蓉が分醗〆，窪　な翻蕉1彊鵡なし、　・る。

／
＿
拶 劉叡ζ、、3ごれば，．本地ま、黛のマンガン鱗都紹／二磁’ぎ

慧羅、撫／二，鋼隅壽竿に1、、1噌るチキート麟の ド｛　二あた

碧，カ1蕨ず職．1、黛サ．．鍔い、㌔村．聴域の課は，ほぼ瞬鳳

蜜　、痘蹴趨　　・る。

　鉱床のヒタ胃…、、！∫豊、、、凱㌻い嚇／ノもチヤート←＾部睡業紘籔

審）で，嬬ll分の．朗、は，いずれ，か灘が猛娘糊う・，

塊状磁・であツ）⇔∫／患域の調嚢で、七くに興i，1、深いこと

は，1加蘇讐　駅軸難沢曙1｝峯一一一一鷺　　　　　斌
1。、1

1など〆1　　夢いずれ．も礁騨汗枚肇劇嚢誉涯，、、、、は

．雛、1、飛、匙 、、．癬であるが）、瀞凄．搾耳 一瑚　覆3葺1ン、洲一…一鋒

号善鮮、　緯魯　趣」繊ll1．1等’う鉱講肱望一，1，1．叢が

塊溺麟，祭，1、、、婁が欝　窪　慧ヅぐいる⇔＿れ，1ガ鱒

実は，ウ海蒙の漆砿 ヒ，、セ　　！羅議鯉隅を考える多えに

　　窺“、、総奨、つものと、懸われる。

　また、そ，物／』二ついては，塘、鯨、纏域と飛駒舞菱椿覧

　ジ麟　 酷，機は1

譲筈』さ），こよる。

ぐ第置、3、、…第9一）

押では，ややそ拶）性質多、菰しているむ

　すな才、ンら，加蘇．1麗、／lはバラ輝1猶勢フ瞬呼きマンガン

ミざくろフ響・マン、ガンづi銃汗・ガラクスジ薪・アレ、ガ器一

石嶺緑マンガ）禰躊ヤ欝ヅス撫アラ。ベンド’≧灘譲詫

しド，》一 轟　　　　　勧獅一為煮

　 づy，第蓬駒購、、、三擁寸地／駅は灘絶マンガン鉱珍アt　ゴ獄一一

葵憩ベメント聡等1』／訟／ノ、，バラl／、，、蒼㌧数7江欝，歌，一

般に少なくな．ヅぐ！、・る9

　妻／想葛に》麟・曇よ麟酸マンヴン斌物をづ憾二裟1真嚢1：1し夢

挙　博よ　マンガン、嚢嬬主ど授》の臨・駐）る。』、、瓦湾3

形態，規／亡，．一、石、1鞭」の穣類等については，それぞれの

逡鱗について，1瞬に詳細轍述くる“

　　　　　　　　　慕．餓蕪各識

　器．翼、撫蘇鉱山

　轟．置、薫

　緩）木麟翻脊『！・二久我（旧1螺　騰践、、1、村大賭　遜）に

あ碧，騰漁i．、’、）西、，ノγ欝k凱に騰む鋤、i．1に至る鷺は，

1瞭覇光線鹿難．、、擢、、よリバ、冠）｛編§あり，力麟繊1 11繭停1 ヌ

所に近く蜘．ll　弩所があ婚，ひ、凄，・だ，約籠二縫．

する。　爾は　運で垂ラる。

　鐸，量．．畿沿　、重l

　／㌧、111は，1葛藻　年に　 繍さ麟’，’　彰経寸近の二酸化饗声

、／ガンを採取1．た霜いわ聡る章そ群後，大正の初期にも

　　　　　ご』酸化マンガ諺採／ll籍獄“、といわれるが，詳

繊こ不1、ノ／であるゆ大憂葺4イ／㌶！月，今井栄＿鋤が

講・、とな13，　、本11．1　ノ響の霧　鴛を　　隷、’，毛、』ζか　　蝉瞬鞠捻に播、擁1

治裾磯麟）蓄、ノ、重L激こむ　謬薄舞，　野　麹i2｛）　欝まて、，　　ギ了さオ／しノヒオ㍉

1導i、，　　　　、、ll　l．籍）死亡1こよζ），垂1嚇1雛鎌1、、1評麟亨亡一

鰍ご、、丸、門≦れたΦ購器欝，ノ餅井、砿業絹賑擁擦畷立さ

勲．》重　，歯蟹独遮鞭　曇に一一壷∫授獣撮凶幣笹され．》．本三l

l！大鋤／．になつて現藝、1に至．ヅぐいる。

　瓢．業．講　、礒

　誘1辞．1、紛地質適鉱床にノ1）いてはド綴壽　．文に、、鷲）論1

　　　　　　監ので，、，毅ノい慧とは省略し．て簡蟻に述べ

ること払．凹£1 ‘る。

　鋤．1。1イ寸，近を1成す蒸轡熱諺1，チヤー・一　賭麗籔、1禽

、継滑（．蕨質．磐，と粘板イ1註の翻蓉窯）／嬬潮幽瓢，鰻器等

ゐ
．

ゴ，、る、、これらσ趨1は，本地域ヂ1）北繭1防ら北プ単肛

露1 i鑓㌶鵬屡類ξこよ穂触変成｛鰐寵蒙り，、、、、四．、母渉

ルンフ諜ルヌ、憩　1蔭、、菱、」．へ羅ホルンフ萬ルス趣ざくろ葵

l　／lホルンツェルス勢釜の串ルンフ慌ル、スになって製、・

る。さ／．｝に，火成唐とい錫一1、．、1よび変輝、／、．1・が、，ξ誌載さ

れ曽ているが，灘　）は磁㌔ぎ，、葺、て．きなか〆）た。

　鉱床は，これ、ら古生層のチー㌃・一一ト麟懲醗沸之癬礁聖

簿ホルンフヱルス・ざくろ澤1　母ホルンフ諾ルス）と

4／3一一（鰹）
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の間に胚胎するレンズ状ないし，層状の鉱床

である。鉱床の数は多く，元山鍾・向山鍾・
みつやま

満山鑓・奥山鑓・三沢鍾・塚本鑓等があ1る。

現在主として稼行されているのは，元山鑓で

そのほかはほとんど休山している。以下元山

鍾について述べる。

　鉢床は露頭（荒井川水面より116m上部

に位置する）より採掘され，・現在，荒井川の

水面下一160mまで連続している。 走向延

長は最大240m，傾斜延長は約300mであ
る。

　荒井川水面より上部！ま，現在すでに採掘済

みで，詳細は不明であるが，鉱体の上盤は粘

板岩で，下盤は珪岩であるといわれている5

下部では，上盤は一般に珪質粘板岩1あるい

は千枚珪岩◎下盤は塊状珪岩である・局部

的には，上盤にも塊状珪岩が見られることも

ある。

　鉱床の走向は，第2図に示すよう年，東部

ではN50～70。Eであるが，西部に向かろ

につれてN80。E～EWからN80。Wに変
化する。傾斜は60～75。SEないしSW，で
ある。

　鉱床の形態は第3図に示ずように摺曲・断

層が著しく，榴曲部に富鉱体が存在するよう

である。しかも富鉱体は，3～4個存在し，

それぞれの富鉱体は上部から下部へ向かって

S60。EからS80。Eに方位が変わり，落し，

は60Qを示す。

・また一般に榴曲が著しくなるにつれて，走

向の延長は見掛け上短かくなるが，富鉱体の

幅は厚くなっている。走向延長が長くなり，

幅が狭くなった部分では，摺曲も阜純になっ

ている。

　鉱体の幅は，最大7～8mで，平均1．Om

程度である。下盤は塊状珪岩であるが，鉱体

が中石を挾んで2～3枚になる場合がある。

このような時は，中石は塊状珪岩ないし千枚

珪岩である。塊状珪岩は，最大8～10mの厚

さの所があり，このような場所では鉱体の幅

も広くなっている。塊状珪岩は平均1．5mの

厚さを有する。鉱床と母岩（上，下盤）との関

係の1例を示せば，第4図および第5図のよ

うになる。下盤より塊状珪岩に接して，（i）

鉱染状のバラ輝石，一（ii）バラ輝石＋テフ

ロ石，（iii）縞状炭マン，（iv）微粒紅色炭マ
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　（繍）のバフ輝石芝懇主とする鉱着は，擁業聴玉から灘赤

盤まで，種々の色を桝糞す欝主として下盤塊状珪1癬・に接！、．

て二騰鳶珪1嘩㎜る治晶，　（鴛き凄ごξま＿1汰饗郵ギ薄3　／ま　　　妻菱し

詩
穏

・擁誰概）鑓先／．鼠鋤，駅が劣／摂ノた部分等は，渓

マンが、簿ち承．ず，バ嚇朝）みからな，、羅三驚なつてい

る。

　鏡下では，ノ壁瀞E馨磨マンガン轟1ろ石お、．疑紹 蔓、）

馨蓬マンガン鉦きど鷲フアン，ギポマンガン1、角閃際で謬が発

ら才「1ノる登バラ麟．1贋ゲ揖ノがンざく）着は，いずれ，も

慕鑓（）i、｝／麟纏艦㈱を然煮し，バ韓妬は，双M募一際ノい。

　瀧）／瑳の鉱難ノ瑠茎位は，舗1≧表臨．繊5，＿示ふと

おりであ曇〉。

　§．亙．轟　磯お1ごび、エ。津虞1、．1

　謎　ilは現蕪…精二燐オ面（1鐘路孫）ζ跨，』購幾

下部のエ8艦繊1を1，、．1、！、1 楼，月．、郵，、鉱？『｛）／）一8（獄を掃1
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鉱：量は，　　盤嚢のおおよそ7（）％と推定される⇔　したが

つて跳1婆駿・マンガン鉱の擾　　諜夕8（》蓼（X）（）t×｛）、’7灘菱絡愛獄鶏t
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　誉．慧薦軍銃山

　轟．慧．還、位灘搭ζ媛咬襲

　砺木蟻　1蓬市．｝二入残（照、 ビ麟　澗加蘇村上久我）載あ

り，誉．毛1沼市の鷲方欝，k撒に当る静力麟甕鋤llに隣接1、、　丸お

／り，鉱lilに室る／鱗よ葡節の力瞬鋤 ．1建l！様である鎌鉱
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第6図　高平鉱山坑内外実測図

石は，主としてバラ輝石からなる珪酸マンガン鉱で，少

量のアラバンド鉱・テフロ石等が含まれる。

　5．2．4鉱石鉱物および品位

　本鉱山から産出する鉱石は，大体2種類に分けられ

る。（i）バラ輝石を主とする鉱石，（ii）テフロ石・ア

ラバンド鉱からなる鉱石。

てi＞は，本鉱山のgo％を占める鉱石で，鉱体幅の狭

い部分では，すべてこの種の鉱石からなる。鏡下では，

バラ輝石・マンガンざくろ石・少量の菱マンガン鉱・ピ、

ロファン石・ダンネモル閃石等が見られる。バラ輝石

は，径0．5～0．6mmの大きい結晶が見られ，双晶をな

すものと，まったく見られないものがある。またバラ輝

石の男開に沿って菱マンガン鉱が交代している場合があ

る。マンガンざくろ石は自形の結晶が多く，径0．02～

0．03mm程度である。

　この種の鉱石の品位は第3表No．ll2，3，4に示す

とおりである。

　〈ii）は，鉱体幅の広くなった部分，例えば第5坑，4

坑の立坑付近に見られ，鉱体の中央部にあって，0．5～

0．6mの幅をなしている。バラ輝石に接してテフロ石を

主とする部分，アラバンド鉱を主とする部分の順になっ

ている。

　鏡下では，テフロ石を主とする部分は，テフロ石・マ

ンガンざくろ石・ピロファン石等からなり，アラバンド

鉱を主とする部分は，アラバンド鉱・テフロ石・菱マン

ガン鉱からなっている。いずれもgrαnoblastic　textureを・

示している。アラバンド鉱を主とする鉱石の品位の一例

として，第3表No．5に分析結果を示す。’

　5。2．5現温および鉱量

・本鉱山の鉱床のうち，朝日鉱床は，荒井川水面より約

、51一（693）
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栃木県加蘇・飛駒および菱村地域のマンガン鉱床　（広渡文利・竹田英夫）

る。

　これらの各種鉱石の品位は第4表No’2，13，4に示

すとおりである。

　小川鉱床の鉱石の性質は少量のテフロ石を伴なう他，

宝沢鉱床とほとんど同じであるため省略し，分析品位の

み記載すると第4表，Nα5，6， 7，8，9に示すとおり

である。

　　　　　　ぺ　祈祷穴鉱床の鉱石は少量のテフロ石を伴ないバラ輝石

を主とする珪酸マンガン鉱と，緑マンガン鉱・チョコレ

ート鉱からなる炭マンとがある。珪酸マンガン鉱は鏡下

ではバラ輝石・マンガンざくろ石・石英を主とし，少量

のアラバンド鉱・ガラタス石および華マンガン鉱などを

伴なう。バラ輝石は宝沢と同じく大きい結晶と小さい結

晶が存在する。この種の鉱石あ品位は第4表No．10に

示すように低品位である。

　また炭マンを鏡下で観察すれば，ハウスマン鉱・菱マ

ンガン鉱・緑マンガン鉢などからなり，その品位は第4

表No。11，12に示すとおりである。

　5．3。5　現況・品位および鉱量

　さきに述べたように，野峯鉱山では現在宝沢鉱床と祈

祷穴鉱床がおもに稼行されており，そのうち宝沢鉱床の

現況は従業人員21名で，月産100tを出鉱している。

鉱石は上鉱と並鉱に分けられているが，それらの平均品

’位は次のとおりである。

　種類　　単n　　Sio2　　Fe　　鉱石の性質

　　　　　　　　　　　　　二酸化マンガン・ブ
　上鉱　42～43％　20％　1．5％　ラウン鉱・チョコレ
　　　　　　　　　　　　　ート鉱・炭マン
　並鉱　　29％　37～40％　　　　珪酸マンガン

　宝沢鉱床の鉱量は中央坑より下部において未開発の鉱

量が期待されるほか，2号坑よヴ中央坑問の残存鉱量を

見込むことが可能である。すなわち，2号坑一中央坑間

の残存鉱量は40m（走向延長）×20m（傾斜延長）×1．3m

　　（幅）×3（比重）＝3，120士

と算定される。さらに中央坑一6号坑間においては

50m（走向延長）×35m（傾斜延長）×Q。7m（幅）×3（比重）

　＝3，675t

と推定される。したがっ，て，全鉱量は

　3，120t十3，675t士6，795t

となるが，この中珪酸マシガンは全体の85％をしめる、

ため，◎795t×0・85ニ5，775t，となる。

　次に祈祷穴鉱床の現況は従業人員が42名で，月産300

tを出鉱し，’その平均品位は，Mn28～29％，SiO240

％，Fe1．2～1．5％である。

　鉱量は2号坑中段より下部はほとんど未採掘であり，

2号坑中段一2号坑間の確定鉱量は　50m（走向延長）

　　x25m（傾斜延長）xlm（幅）米3（比重）＝3，75Q　t

と算定される。、さらに2号坑一3号坑間の推定鉱量は

50m（走向延長）×30m（傾斜延長）×1m（幅）×3（比重）＝

　　4，500t

となり，確定および推定鉱量を合算すれば

　　　　3，750t十・4，500t＝8，250t

となる。このうち，珪酸マンガン鉱は全体の90％をし

め　8，250t×0．90ニ7，425tが算出される。

　したがって，宝沢・祈祷穴両鉱床の珪酸マンガンの埋

蔵鉱量は

　　　　5，775t十7，425tニ13，200t

となる。

　小川鉱床は着鉱してまもないため，下部の状況が不明

であり，鉱量の算定には至らなかったが，宝沢鉱床とは

別である可能性が強く，現在開発している部分は炭マン

を主とした高品位鉱が多いので，今後下部への発展が期

待される。

　5．4　十＝八洲鉱山

　5．4．1位置および交通

　栃木県安蘇郡飛駒村大字入飛駒にあり，桐生市の北東

20kmに当る。栃木・群馬の県境の根本山（1，197m），

熊鷹山（1，168m）ゐ山頂付近にあって標高1，000解

1，100mに位置する。鉱山に至るには，山麓の上藤生部

落より，約3km，・N80。E方向の沢を進めば現場に至

る。この間の所要時間ば約1．2時間である。現在，標

．高700mの地点までトラック道路が通じており，鉱石

は，現場よりソリでこの地点まで運び，トラッタで桐生

市へ運搬される。

　5．4．2沿革
　詳細は不明であるが，かつて安倉清人により，主とし

て二酸化マンガン鉱を採掘したといわれる。その後，昭

和31年11月より八洲鉱業株式会社の手に移り，第1号

坑，2号坑が稼行されている。

　5．4．3　地質および鉱床

　鉱山付近を構成する岩石は，チャート・粘板岩・珪質

粘板岩等からなるが，チャートがかなり厚く分布するよ．

うである。花崩岩類の影響はほとんど受けていない未変

成地域である。一般走向はN30～60。E，傾斜は50～

70。SEである。

　本鉱山には，・大小種々の鉱床があり・，1号・1号新・2

号・2号新・3号・青石・青石入口・巻原・茸出等の鉱

床群が散在する。現在稼行中の鉱床は，F1号新と2号鉱

床である。第1図にそれらの鉱床の位置を示す。

　1号新鉱床は，チャート中に腔胎する小規模の鉱床

で，上盤は塊状珪岩で，下盤は千枚珪岩である。露頭で

確認される鉱床の走向延長は45mであるが，第15図

に示すように断層により連続しない。鉱床の走向は，N

57一（699）
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