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寓崎県八軍鉱両の鉱床
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　　　　　図版1　結晶質黄鉄鉱（py）とコロフオルム状黄鉄鉱（cpy）　　×110

　　　　　図版2　　結晶質黄鉄鉱（py）とコロフオルム状黄鉄鉱（cpy）　　×110

　　　　　　　　　結晶質黄鉄鉱の粒度と結晶度に注意

　　　　　　　　　黄鉄鉱粒内を埋める黄銅鉱（cp）
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