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　嵐窯。叢　璽蕊’　嚢

　．紅の1縦と・運＼／磁罫総罠どδ〉薦、ぐ荒，、、竃，よ磐や撲ひ ．環汽の｛ヒ講3町嚢

1罪　1、分1率弓疑にある“ここ1で韓羅　茎の幾三屡犬41瀬麟より1災

灘．甕ゴ鷺の礫瀬、、1凄に1隔牽勺蘇）○撚に籍．滋ぞ沙！鐵部瀞島瓢るむ

この．ヒ率部は穫粒男ル灘一ズ砂海讐象下半蒲三は懸7ξ）（）％騨）

小礫ないしグラ灘ゴールを奮み，水事方1鄭こ約慧瓢連

轟罎し、て㌧・る尋こ¢窟無の漢敦墜驚罎は1重i糞襲謝｝L女の糸㌣磯鑑蒼ゴ薄≒

し、多査二’1聾ン、轡の藩，ミ襲は…1、ド祁は（）．（／烹柔％u壽⇔（9…27）算

触“ド鮭蕃瓢は○．（擁（）％賢暴（）呂（R一窯6）を際　針瀞

　凱才麟払のほか礫　 のマト1穿・クニ叢に狭舜窪舞、　騨濠蠣忍め

られ、たのはT｝置戸磯（）トレンチであるが撃　化馨金強塗碧籍の凝褻

は（）、（）（質％　U慧（鶉　を示すにすぎず，亦芝礫　　i爆1中の

ウラン1霞馨膏臨よ鐸縄ギ甑でに㎜ヒ記濤力穆節が礁．、穿忍されて、幽

る群

　壌．婁　鵜講嚢串の雛騨ン

　欝i講誕鱗奪鱈率ズで風方ブ讐（駕黛図（1｝、癒）1旗響寸露＿．蓬』1簿オ藤慧

めら才t，　ウランの携黛譲三壕職王、、1，慧さ漆黒たΩ

　響矯図はそのスケッチで，ここではN⑳ぴ鷺貫＄3（ゾ

とN噂（ジ鷺旨N叙碧の2二方1鰐の奪鄭葺i島ガ発達馨／騨．多　またま才も

にN3バ鷺欝1蕪藏1の塁、彗れ鴛iも発癒／贈る⑬鳶震射欝　慈常を』墨

するの1讃i瀬で爵警さ才Lる罵勲タにN撒ず蕪，S叙ジ覇）一…鷲）の

　　　　　　ものと筆こ漆駕と契藁菱す添イ池鐙蓑1鷺簸嚢に沿、ンもの

で努　ぐ総くに責燐掌ギが　㌧藤歌する鷲一窯7，　鷺8窒繋蹴は麟然誰野三数

の！3一εギ藤を環　劃Ω節寒難こ｝註って渇よ1灘郷かに懸、．，瓶壕：の諜舞

　　　　／郷
．〆〆．／

／

　　一騨　　一一＿
　　　　　　　　　　　　　＼　　　　 獣磁

　　　　　　　　　　　　　　〆鷺

　　　　　　　　　　　／／・　　瓢へぐ灘嘩

　　　舜記蟻擁〆岬　　　　　　岬／　　　 ’縁ノ／／
摯綜諾ダ〆贋受離際　　　　　　　　訓　　　、．　　観移’
　　　　　　　　　　　　　齢＿噛　乱　議園／

，藤ぜ

（浜繍・灘．†．颪43婁（）懲、〉

燈，郷聾）

〔纏＄〉萎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆの

ド藷く曳鱗礫ぜ〆所一嚢甑肇繊驚輝う　／戦鰍麗常謙揮シ

認潔；囎／舞，獣ン群駄轟　ぐ／簸鷺おo轡陛欝¢ヂ3に麟　 （　）1

　　蜜灘三（き醸i　　ノ卦　窪1讐マ蕪離1藩畢中纏．賜翼ぎ、肛、、乳

一一瞬醜轡

嶋．韓51

〆、峯溺翼量叢爵盤藁販舷蕪
～ノ　　　露．盆避、ぐ蔑・鞍

蜘灘鐙灘／驚舗醗
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証難計蒋蒋疑　（鷲14巻　葦辮／2・馨・）

鎌奪う曙忍めらオ㌻るほか愛煮嬉樗禽晒ぎ常力章勲い謝茎・分で麺ぜ褐石が

赤饒化し，石英が灰色を蝉1す、煮が特幾である。

　イ鉱辮ン糖㌦の羅fj寒デ議ξ）．（濃i％u薯Os（鑓一鷺ゲ）夢　（1、（）1簿％

u≧、ぐ）蕪（鷺一28’）夢o．（）（）4％u薮）呂α峯鷺藍1）夕（）．1）04弘uボ施

（H一戯）をメ貰しノ，教i謎鋭慧嶽楚寺の筆き瀞掌縫は2つと4（）．（》（）雛…艸

拶鞠劔である鱒門i三鷺長夫欝）によると錘糞地区外の愚齢、1

範菟7ランの濃集部を忌，、鳥、．う肇（）、綴％U轍達する部分を

報沓し，二齢現簸を水による溶脱，移勤，再蹴分による

ものと説鵬しているが挙このG、職では夢その産状からう

下部から毒．懸繕の作縮によって濠鎚したものと考え

るな

藝．　ウ謄ンの賦韓状態

　現在までウラン鉱物として肉眼的に認められ，ているの

1まH　l　、の1馨蒲イ豊湖三申グ）燐／薫ウラン鉦説〉謬ズξ，嚢鉱に讐

フイン濱｝オζ溝じ葦、鐸驚う“感ヨ聾然）鰹・畳｝著1グ）ネ才鋒欝敵に，よ碧x

華鎌骸磨郵隙、1夢、浸、1、こよつて謎、められてヤ・る⇔

　この橿ゑ，　…叢1簸萄編轡瓢蕎笛1褐斜紘勲葉題渉銀こウランが！ぐ

常に博，まれているので，これ，らについて述べ恐。

　慕．量、燐灰ウ撃ン鉱

　a鐵i賢3）難一i岐、1、、弩お懸のウラ’塁禽藪の三多乗の婁磯繋／に

糞忍劇）られ惹む　報繋、慧績聴i響）径2憩燃3、蝋下の小燐持b薯犬を鑑

／ノ，ミネラライ葦・によ鱗 瞥易に識甥できそ礁

　聾．慧　謙7層ン讃

　群穣繋葺蔦メ3）によると，ジ欝歩峯鵠；li蓮⊃蘇拶籍譲蓼響：などの／欝、ミ

を題三劇）る繕癖叢罷1轍毅雛二欝ll鰭勿鱒　議　鉱審ざ、よご罫疑饗鰭勿などを

燃、芝2、、葵、藪症／懲i蓬琴i／鞍惑》摩1’，　x彩姦料1誘綴轡新浸、、恥、よ弓ぎ薮癒1

播象4、鑓蓋（s）夢3．4ごA（韓），2、欝A（玲，2．鑓．盈（螢）勤

2、艇A（鈴餐導てお彗，慧一3メε堰下の麟め｝し灘粒をな

1、、ノて憩婁一孫台

　§．講　蕪難嚢灘趣緑1擢凝勤肇潟叢宍欝器

　ノ嵐ヲ1繊i幸に二舞いて慧二雛樂中のタ　　1匙お，よでドそ（ア）ラン薄1　　ウ

ヲンを奪“，む慧と力醤慧められ，　ま　弄鉄、1曝こ』普藩齢均にウ

ランが　　曇、抗てレ・ることはすでに難孔撚料〆公社の武／

ぼ置．蒔ネ蜜奪戴、、　／こより幸疑諜全き｝搬，てレ・葛7憾雰　当ゴ癒IXのアノレ欝

一一ズ響惚 で中のウランについ｝てご懲鱒構驚なことオ　、，、懇め！、）れ

る瀞

　アル灘一．ズ紹、垂は蓑瀬耀翼濫の、ように箪二却7峯咲綾墨鷺・鐸、、、嚢∫、難

の砕屑粒とご，れらの粒間を埋、める細粒部か1　㌦るが，こ

の蕪1醤烹麟験よ、、．、蒙慧ξ：轡麟糞妻雛驚ヨ魯糸諺耳笥舞羅麟陽謬編尋とき／こ葉燕．1ミ

戴敏軸重受欝麟勢などカミら逸試り，　とくに1褐翻、，駄イヒカ叢鐵捜．．㌧達藩合

に委ま雰辮む箋、母この驚諏澄穫聾劉璽鐙そレ・，　ある丸・・は顯矯羅銑鴛辱勿の

細かい粒閥を満たして擾1紘が分布する。

　図版窯はニウランを含、んでい1る第欝，葵．麺）亜炭の鱒臨下の

砂、麗の研撃輝ヤ凱対す1る原子核乾板によるオー／・ラジオグ

ラフの顕微鏡写萎．薫で，石英㌧疑石の粒闇“を理める部分に

ウランが欝まれ凱いることを明瞭に示1、．ている⇔この写

　　ぞ比較的広い範囲から撹線を放編え．ている部分は、，、、

雲、糞などを謝む部分で，その中で特に。ダくの　総飛跡を

ξ灘・してレ・考蓬羅7濯嬢，1編鉛ミ、鉱噌沿，；褐蔀甕鉦び率ぎσ）｝潜i妻繁縫、，黒、’1蟹

物鐵でほとんどレダー一ディシ鷺ンを示さぬ物霞である。

また，粒闘を理めて狭い幅で鍵飛跡を放出しズいる部

分は微細、．1、母・緑澱石・褐鉄鉱・霧嚢母からなって

おり，いずれの鉱物もヴランを、≧んでいるよう盗見え

る．この図版のとくに多量の鍵飛跡を放1．銭している部

分も撃その酔、婦11＝1鐸舗遜が皐勺4ユ4黛と表／・う評驚糞窮騨1に；bた萄こ

とを5無麟1に入れると，器フィン石・や閃ウラン緻のような

ウランを主成分どする鉱物とは考陵、られないし，もしも

存峯　するとしても顕1数鏡で韓、多、、」，められないほど▽））超’｛　粒

騨）もので藩）る馨

　図版3および4は，H繭ξ．里勲！（（1．080％U轟）

び）研1欝薄携相に対するジ乳トリップキ去G　l：零一一1・ラジオグ

ラフ乾籏，ストリツプ用猟運，Ty墨）融鷺丁一蹴欝ρに，よ

る、オートラジオグかラツの醗襲御媛麓讐腎装で，i翼腕叉3／ま農　1、ミ

は／、．　鯉二蓬，部舜》均一・に放出され、ており，ウランが

騨　　葦遍1こ｛緊まれて』・るこ二とを鱒二蓬妾善1喘，、、蓬三明している趣ま

ゾ、二麟！阪遮は縛一縛試1鱗の・趣グ）葡茎1分で，、、、、雲碍二呼韮の誉．査明鯵誉

質か班1　醗の2（）一紛倍の　農線が放l！．建ζれたことを

示しているゆ二の1、、、．幽へ罎の小範囲内の7’、縫（縄飛跡数／

£玄蕾〆醗e）は〔）．1）3（綴孝撃　　：！｛）％±）｝で，　紙」％に垂舞

算す葛と（）、（）櫨弘難Uとなる鞭

　また，　Hl　頭鑓…i3（（）．○○暮％u証美）ミ3）　のストリップ

軽、によるオートラジオグラフでは，．　　／：のl！妓鷲ガ）慮蠕1

蒲‘の1鐘葬璃に鉦レひて．ズ臨幾しノた1賜驚隻鋸接よそツ）　　葺丑の　デニな

知・し涯嚢改焦の農ン，1挺が離．1．1しているグ）力鯵…惹ダ）駐》れ、る。

　｝ト難3一湿．鍔）研馨　1ぴ1、こ対んして篇ンタクト渥ま轍、妻るオー一P

トラジ、オグラマを糟い唱てア、，を算出した承翻渠はこ次のとお

りで漉）そ）窃

　馨，導鷺／寸薯ξ　　満1笈ll．、彊資　童期二潔畿男難勇1数欝霧1輩1響1絹　γ｛慧

掲色．巽、箋．講：○．2醸飯獄♂　欝88鱗　　4猛1鷺　○．○器

　轍のように黄、1、、叢溝藩よ」樋没に○、（擁ヲも厭」，　1褐鋳ε穏二

｛）．簑％癖U養緊ン際竃蓬鑓芦梅！畿、よ（）．鷺睡U履奪を憾、蕩み，嚢綬蹉二蒼

は1、嚢、＿、達糞とi馨積罪一穿んで㌧・る。

　騒幾質物
　鋤乏ノ資零漕樹敬1紺霧鞍弊弓叢㌧・脅獣象饗2霧隙璽で、蓄忍潔）ら才L，　これ，

ら1膿毒億弩．藩で斑蓑ゆ為く審“才Lぺ警壌　くシ欝節瓢韓介糞麟犬を　 ．ミー購

合が、　薙二れらを手選でできるだけ純粋／、二した試料に

つき工業分墨／、を1行なぐ）た結渠は第3表のとおりで，灰分

中には209薪儀（兼，原炭に換算しても約漁、．7％U論8を

密麿しているむ　£滋A（）の規定による発熱量の補正を行

なうと　｛3，蟹灘力雛り一となり，褐炭F麟こ属し，いわゆ

る璽i紗之である沿

！登一（882）



新潟嚇形県境小1勤鎌、慰1の禽ウラン床に㌦いて（1妻磁、慰1畷瞳俊雄）

第3糞　第燃露頭亜炭の署析結、繋褒

　　　　　ξ
試料番号　、、践麟、精名i

．一 1 一　ip…

恥6i亜炭i
　　漂三＝（韓および竃」の轟1‡

水、分　　灰分
　（％）

輝発分
　（％） （％）

　　　由 嘉　　（．麺

（〆”跨・一　　　（％）

叉、尽）さ

○漏、蕊○の分漢難、鋒沈

　　　　1　　　　卜　　　　i

無　 蒲蕪　気す。

　　　襲腺し☆翻｛1㌦奪㎜エ．蔀呂×（

　　　　　　　　　　　　分麺討獲　馨

三4，64臣．照蹴．エ（／協．5（）蘇）・（／．鷹…激＞

　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ

．，ξ欝㌧｝1：黛）・　　リーど轄謝之F3韓

P
．
雇 》呂）ぎ虜’隔祐（磁、，、1噸一馴野（水分一発ll　＞

隊　、

　こオ／ゐの亜炭は…片ごどに放尉能強度が異な9，図版

蕪のように2個の燕巌片の研磨片に対する原子核乾板に

よるオー一トラジ、オグラフはそれ、ぞれ躍驚光轟驚撰響が異なるば

か靭銑沢，エつの試料蓑）中でも感光濃穫は異なり，濃淡

の縞嚇灘に～紡邸（左の試料ではほぼ，㌘1乃殉，君の試

料では鉱．、ヒ～膚下方1翰なも」）と，ほぼこれ、に1佼するも

のが膚の試料の1：映で認、められ、るq図版で示したオー1・

ラジオグラ7は肉ii艮て鷺農淡をき識、琴輸榊きるほと蘇熱聴簡に才1）

たり　縫（編時問，轡癬1三／）し、プこため，強い濃摩の部

、刀）裂飛蹴ま識別二讐・騰であるが，矧嚇1雛縄．iで欝た

オ～1・ラジ．オグラアの観察に。褻ると，ラジオ：認撫でドに

、1麟，奮，獣？れる磯飛跡の集1、淋認められ』ず，癌→・ラ

ジオグラアの濃淡はウァン・含翠撞の劉ノ’を示す翻）～二考

え．られ．るQ　し界がつてヴランは爵凝牲1網こ決1、』ご均一層こン溶

まれ』ごいるのではなく，不均一異こ分布してい廊が，クラ

ン鉱物は認めレ三．＞れない章このような欝鋒はす矩蘇、芝．北大

’判灘好輿劉に礁贈、，、，、、められており，筥城郷薙郡二灯融1

炭砿の例より叢炭柄こ吸葦蕊羅れてい偽ものであろう撫

　亜炭窃湖．建1微灘　7）結．果は1瀦　にζ虹れば，ウ

ランの多い層．理轍平行な部分は，／　壁！に沿・・＝、｝て騰、l／状に

排列する徽ミフジットの部分に対／，碁し。，擬義のウランの小

さV・湖鱈異よビトリットオ｝）なっている、，まブ層灘暴こ1顎

するウラ溶）、、獅・部分は層理蓬擬7樹、戦唄．．驚，対耀し、，こ

こでは諏建ξ下州敵粒1犬．膨勲認められ翫

騨．む寧び

　当地区分含ウラン鋤擁：は中新／麟…ぎ部ξひ今市互騰闘，）蕪鷹

紘分布するアルニトズ艦醤に主として縫ミ胎してお／l），

　磁域の地3．逝や鉱辮撮の状況，から熱水溶液畿）群ミ用があ

．・、2たとは零えられないし，？また，漂砂源のウランの濃集

も考えられないので，地下水の作用により花照自1中の可

／、津篶ウランが溶脱警越墨！勢憲れ、畢再沈1鍛して『濃舞難、〆元♂蘇地

下水型鵜、霧するものと考えられる鼎またき門剛謬轡

により認められているように鐘ウランの分布が基盤｛7）構

遭勤りも・1熱、1の構．罎鱒支灘1されていることなどから9地

下水面蘇謄鋤考えるのが妥当であろう籍

　今r鯵£麟が｛、、、水性職劃勧ξ煮）箏，越　嫉之そ鐙議下

位に分、齢る’汰の、悪い源地性」『緯積物である，1、、乳は地下水

妙ラン鉱／．凝冶成に，三つの好都澱筆件豪’示すもの
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図版1　　アルコーズ砂岩の組織を示す透過顕微鏡写真
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アルコーズ砂岩のコンタクト法によるオートラジオグラフの顕微鏡写真

試料小国H－16－1（オートラジオグラフの露出時間約414日）

継

図版3 黒雲母からのα飛跡を示すストリップ法によるオートラジオグラフの顕微

鏡写真　試料小国H－11（オートラジオグラフの露出時間約216日）
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図版4

灘

黒雲母中の黒色物質からのα飛跡を示すストリップ法によるオートラジオグラ

フの顕微鏡写真　試料小国H－11（オートラジオグラフの露出時間約216日）
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図版5 亜炭のコンタクト法によるオートラジオグラ7の紘大写真　試料小国H－16

（オートラジオグラフの露出時間約397日）




