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び管内各地参アし・チ聯ン鉱床で，前者慰ついてはそグ）生

塘方に例証の少癒い第三紀火成岩類と関係ある鉱懸型鉱

調査結果は砂鉄鉱床1こは舞、鞍はなく，アンチ薫ン鉱床

で菟ン中生代四万十帯に賦存する徳島県牟綬鉱出（休山）

の選鉱礁がきわめて弱い異常を呈することが指摘された

嘱．緒　鷺

昭和34年度（ノ）情報地調査は調査対象および調査位置

の関係かも第烹表のように鍵年8撒う・ら鱒年i鱒紀わ

た！羅劃に区分して調査を実施した。これら調査の対象

捻砂鉄鉱床およびアン噺そン鉱床を主と熱さら紅外部

からの1欝報に基づく驚ケ地区である。

測定器嫁いずれも韓本無線医理学研究所作製董X葺憶

：型ガイガー・ヵウンタ…を使用した。

灘．瀬声内海欝鰻部砂鉄鉱厳灘放射能強縫

管内におけ鵜瀬戸内海島麹部の抄鉄鉱床についてはす

で観未利用鉄資源調査で明らかにされてお駄鉱床の原

岩は瀬戸内海地方に分布する頼家帯花瀬岩と広鳥花醐岩

紅基づくことが報告されている、今蹴の調査は花絹岩類

中の重鉱物が風化侵食により砂鉄鉱床中！ご集積する機械

的作瑠に期待U，放射能鉱物の奮有の溝能性を検討し

驚．箋書飛県小葺郡内海町内溝鉱覇

小豆島の東南部，内海湾を範すぞ1〉内海半島疏）海浜鵜聡

ある、高松港から坂手港あ鳥いは草壁港に．／二二陸」バス

を利用し半島頸部の見購禽で下事，こ二れより徒歩による

地質は領家帯花醐岩に属する斑礪岩・閃緑岩・花闘岩

からなり，これらは複雑な分布をもつて相互に移化し混

成聡を形成している、海浜の奮チタン鉄鉱鉱床は堀感

編ノ浦の2地区紅集申U斑鵜岩・閃緑岩がその原岩と考

放射能強度は下記のよう麺粗粒花南岩がもつとも高

く，砂鉄はもつとも低く，

抄　鉄……講～嵯獣pm，斑機岩…』畷器～5G　c峯灘』

閑緑岩・…鋤（騨識，　　　　　　趨……6馨ゆ執

　（海浜肖然計数）寧一・藤鶏Pm

黛．驚　香翅県坂出帯与島鱒岩黒島

坂出港から対岸4）岡由県下津井港への定期航路上にあ

る小鳥で，坂出港から約⑳km，乗船1憾時問を要するむ

島の北半部慧閃緑岩，南半部は花闘岩からなり前者が

後者中に蛍入している。鉱床は閃緑岩が原岩と考えられ

護）漂砂鉱床でチタン鉄鉱を主とし，その分布は島の北部

寄りに小規膜な範圏であ難、

敏射能強度は麟者同様に粗粒花醐岩が高く，砂鉄は低

い○

抄　鉄岳…鴫5～4伽鶴美，閃緑岩・一2妬cpm，

　　　事蓑垂……総～齢£茎搬藁，

　（海浜自然計数）……襲叩艶

盤一（導繊）
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調　　査　　対　　象

瀬戸内海島燐部の砂鉄鉱

床

難万十麟群中のアンチ鮪
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　炉　坂と／煽1与島鞠、、｛，黒、傷

愛媛県越撫嚇　護町芦代轟

　が　　寧　大蕊島晦野々瀧雛

　摩　　　　タ

、，奪、鶴県海部穀、蓼妓町麟麟緊i臭体山）

高知県幡多郡佐賀時’i三1吉鉱山（穣智中〉

　率　が　顕鰭．勲長村藤ノ／瞼1μ。以、騨．…）

　が　　が　　摩　　押谷、瓢山（休暮、i）

愛媛県此宇和郡近永簡藩鞠、Li北麓

愛媛県鱒条常大生醗1二1・汐川鉱lj 昌！桓壌

　が　新／、些藤角野瞬別子鉱出繍1誉鉱旅牽蓬中）

媛県醗／ち　砥繍町万年鉱鵡（稼壕沖＞

媛県越知郡　芳1賑酵頚講76蔭・畢鉱鷺

調　査　期　間
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昭和3罪．蓋、欝～2窯

　2．3　愛媛県越智郡欝窪町罪代鼻

　樽窪晦は今治市の北方，大，臨、東北部に位置し，今瀦

港一尾道港間¢定期航路上の寄港地で乗船約慧時搭簸要

す恐。戸代夢、麟大島の東端にあり，付近は領家帯花鵬岩

・広島花醐岩が錯綜L分旛，．樵雑で暴メ．芦代．，晦浜の

砂鉄も分布は狭小でヂタン鉄鉱を主とし少簸の磁鉄鉱を

俸う．放射能強度は下記のとおりで異常は認められな

い
　蒲

　砂　鉄一略○～騰銀m，真　砂……齢～難O　c轡栽

　花醐岩類・一磁～6騒轡鷺，

　（海浜自然計数）…㊧噂躰翌）m

　慧．姦　嚢媛県越智郡穴黒灘町野癖江坂

　野為江坂は大、臨）北鱗方，大三島の南海岸に・、駄宮

浦港からト苧ツク道路を通ずる．海浜砂鉄は野凌江坂よ

り東方に約嚢．駄灘を簾てた下坂付近まで分布するが，

絢地が海岸近くまで迫り砂浜の幅は鑛～灘○熱に壌割ぎな

い。地質は黒雲母花灘岩とこれを貫鷲アブ塑イトおよび

紛岩からなる．放射能強度は黒窯母花醐岩が高く砂鉄は

低い．

　砂　鉄……群囎驚，黒雲母花醐岩一噂馳脚／

　（海浜鹸然計数〉……蕪糎欝騰

　慧．5　愛媛県賊智郡滅方村濾方

　高縄響、1濤響の麟藩，波擁封｛角鼻癒境とし匿，鼠の東藤

に狭小な海浜が断続して、櫛．調査／二半鳥東海ラ鰹ひ）い

　菱施した、、

　今治市よ！タ波1方豪では？拶時定期バスの便があ恐．付遅

融広く高欝鞘島を構成す1．、雲母花麟岩および角閃花晦

　　　　　　後背山地には講迄，を貫きべ、ヤタイト・ア

プライトおよび紛岩などの小毒脈がみ与れる．砂鉄は、特

蝋部と岡様な漂砂鉱床でチ虜ン鉄鉱および磁鉄鉱を含

み，測定結巣菟、何疹異常捻潔さない．

　砂　鉄一一孫～50嘗）m，花瞬岩類……懸～黍（擁験灘，

　（海浜自然計数〉・…略鉾騨n

　　　　　馨．　アン猶モン鉱床の倣射能強度

　1煽国管内におけ擦アンチ桑ン鉱床は母岩が古期岩類よ

り第三紀層まで勢岐にわた恐が，いずれも裂力充填輝安

鉱石英脈である．

　鉱況の最盛期は嘱叡郊愚去とな磐，大半は採尽され現

在稼行中の鉱山はいずれも残鉱掘り程慶であ恐．

　蕪．輩結晶片岩帯申の爆の

　結熱片岩帯中紅は寒川，宮山，市ノ川，弘法師，横道

灘一（暴鰺）
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戸代夢，葱　　毒．

羅膠畿麓　葺、 欝ノ1砿1お　鴛．甥干鉱慮

暮、蕪鹸鋤藁　　7、

捻、芳年鉱山　　賛、

薩吉鉱霞
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昭和3感年度騨賑i領；i鑓放射能調査報奮

など東西の配列を示して多継鉱山があ恐。

　なか蒸．ずく寮ノ韻鉱山は明治申期こ栄えたわが圏最大

¢）アンチ曙賦／鎖瑳　曝こと二鑑鎌・凝ジ磁斐しゾヒことで世騨白勺で

ある。

鉱床はいず麟、糸繍編岩帯中螺ヵ充填輝知、ぞ湛脈

で市ノ川鉱山を除いてヒ規模は小搭い．これら各鋤．雛は

ほとんど採尽され現在は休出あ擦いは廃山となぜξい矯

が，市ノ川鉱山で雄その主要坑であ9た千頚！坑はそ“〉後

も坑内保坑が続けられていることン鳶，調査の対象と

し，合わせて別許鉱山第娼戴i司て嚢著してい≧輝安鉱石

英脈について眺測定を芙施した．

　騒．竃．箋愛媛西褻帯大生院南ノ川鉱山

　予讃本線藪条駅の南東約駄m／こ位置する。地質は長

瀞変成岩類の石　片岩と結晶片茎卦礫からな馨謙ノ規礫岩

層からなり，鉱床は断膚に沿う裂力充填輝安鉱石英脈で

ある。

　坑内および税場事務所保管賦試料，さ1に渓流河床の

露頭について測疋グ巽果は次のとお1穿で，河床露頭が多

少高籍1である程度でとくに異常は認められなか9た。

測　定　場　癬　　　種 劉i齪蜘蜘
　　　　　　　　　　　　　　　…t
千荷坑坑州鉱　　　脈1
　　　　　　　　ミ

　　　寧　　i　粛　1
　　　“　　　　1上盤劉の粘土滞i

　　　　　　　　i
　　　潔　　　i石墨　片　1、雛
　　　　　　　　1　　　　　　　　…

　　　摩鱒㌧購緻刈
、評骸第瑚願繍　　脈i

樋　床　露　頭i　　漸

現構毒釜務懸i　繍然，il数1

　欝○

　騒

　騒

　騒

　姦4

　葡

騒～6暮

　4G

　壽・肇・驚　愛媛県新！、鷲浜市角野晦別子箋山第誌通澗

　鉱山所在地慧予讃本線新鷹浜駅の南方雛驚，甥子ラ

インの∫名あるi三濁領葺汐乱1爲蹴紅粒＝置し，新羅浜1駅｝う　1封元

窟で1、姉営バスが頻繁に運行す葛、、

　第遮通洞は南東方¢）筏津坑に到嶺本鉱山の叢辮電東運

搬坑道で，その途中坑1皿1よ！）約感，000麗の中央役局近

く，通称探通ヱ，○○躰／入口紅幅三撒余の輝安鉱石英脈

が捕捉されている．鉱脈は結贔片岩の潜懇！に沿い延長

　測　定　場　所　　種　　　別　　測定値（耀曳滴）

　　　　（溝島！蓉1之）

鐙m余で狭小となる“測定結果は低く黙常k認め膨1し

ない⇔

　3．驚　申焦代縢万申屡群申鐙も鞭

　四1萎i薦半1㌢il続瓜1或を占め烈顯万十層群中に挿徳島県罫

　　　　／　鱒部1鶏小竸模£がらアン宛蕪ン　　　輔

す恐．結晶片岩帯中鈴もの，、臥第三紀火成岩類（石英安霞

岩～流紋岩）の聡出に関係Lて生成毒れたものである

が，四万十層群（7．簸、床はそφ近傍では関連を求め恐火成

ギ類の分布が少なく，運鉱襟については；播く明な点が多

い。しか更いずれ美、砂岩・頁岩互／即、裂力充填型で石

英脈に締う輝安鉱である．

　難．黛．下徳，留1、海部郡牟岐町麟支鉱山

　牟岐線牟岐駅の北西方薩距鉢mを距て，矢筈山（標

1、．絡0麺職）の爾麓渓谷に位1猷矯。牟岐町から川又粛な

鎌1三i和猶三方頂1行ぜバスを利用すそ）が，これより徒歩で欝

叉に至！），繭又より渓谷（白木谷）沿いに急坂を辿り交

通は不便であ恐。

　牟岐鉱山の開発瑚治1期といわれ，第二次大戦中も

つ、ピも栄え終戦と同時続伽．1．江た．地質は中生代照万十

麟群に属する砂岩・、質鷹η1屡が走向N8α壌，傾斜8ゲ

握をもデ覧分布し一部に藤岩層を介資す榛。旧坑！、銭・ず

れも崩壌埋没し入坑不可能であ葛が，文献鷺よれば鉱床

　砂器・頁岩互層中の裂欝充填鉱脈で脈石として￥1英を

伴い鉱石は輝安鉱であ蕎．そ鈴規模／走向延長鷺倉m，

傾斜延長慈評伽・問に東駆／第工～第3◎富鉱体漆裏あ

ll）、、品位は第羅，第凱鉱体で1、瓢繍鍵傷以上℃

射構遣を叢諏鎧襲．磯蝿産したといわれてい賂“

　当鉱出卸現在綜廃山同様で，大切坑坑郵二1に当時φ鉱山

税場事務所お、柔び選鉱場跡があ！l，測定l／二餅堆積場付近

のみで行なぜた。、選鉱碍韓　　ll低品位の角礫状鉱が観）

　　　　　　　　　　　　れ導爲測定結果は選鉱餅が鎌

然計数請約烹，§倍」・僅かながら剤難で凌）る。しかし選鉱

　　　　，Lて獺穏ン採取試料ンひ、｝いてφ測定で葦至何ら異

常1讃ざない、、

　　測　定　場　跳 　　測定億獅
　　　（縫臓）

選　　　　　矯　　跡　選　　　　　餅

響≡1現場事務所下流50m　慰声嚢・頁岩互麟

1壌　　　　　　　又　　（蜂u　l数）

探　通三，○○伽窯　　鉱　　　睡

第婆逢洞　　 尉

中　失　役　局　　（齢然計数）
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難

5暮

総

　萎．鷺．窯　高知県幡多郡佐賀町iヨ吉鋤、躊

　土讃線◎終、・　川駅め南西方約欝楡nを距て，当時は

窪測駅から土佐中村市行嚇知県交通バス、ご利用し佐賀

町北方樽藤縄にで下車，これか瞬走歩による．現筏は中

村線の開通に、諏纏 洲駅力壽の路線・ま延長窓れ土佐佐賀

55一馨○§）



　　　　　　　　　　　　　　　地質調査所鱒　報

駅を終点とする、鉱山所在地縛藤総の酋方，三軒屋にあ

り藤縄よりは山背沿いに由径をたどり交通，運搬と墨、に

不痩である。

　当鉱山○碓見‘）猛史掠1数憩年前較、峯かのぼ讐之いわ

れ購1業権者（1三繕鉱業K．K，宵林貞二）は昭和慧年

頃婦）再闇に着孝　終戦後一時休1、1．江，現在は残鉱掘り

懸麓で生産実績は月産数t　ぐ81）贔位鱒　程蔑）1二止

　地質は四万十粥　審占板暑畷睦熱よび頁岩か鑓より，

菰深はそ○．ノ裂力を充膜する　　　　　　で間隔数劃葱主を

おいて上鑓と下鑛が平行し，と’酒繕者は合わせて一・＾条

となζ　　　一　　鑓幅iそ勲びれ、肥大部でi．○～亙、砦

愚，狭小部で彗．！～○．黛瓢とかな輔、’縮矯写　　肥大灘

　』鉱イ扇，磯響組織，狭小都一　妻　　　　綜も、，現在

まで判明した鉱脈の走向延長抹欝（糠，傾斜プ澗　簿一

叡）熱とレ擁講じご芸妻ざり，　製雛雛から霧箋度影ン然）熱鮮べ1糎よ水重彙

して採掘麺糾坑坑鶴近◇プ残鍛＝糠行纏klあるひ

　測定は坑跨切羽’　　　　　　載ン）い亀一ハご）ゾ之二が，

下1記のと4、すりとく伊騰霧毅、鯖蓄忍瀦　葦薪♪．ノ潜畷｝たの

測　　嚢　場　轡 鋼

1畔畷紅麟　　i
l　ぐガ，，鉱）　i
j

i砂岩　　　　　、
l　　　　　　　　　　l
藤臣鉱（蕪1麟～鱗）i

l蜘sも4◎鵬朔
i　　　　　　l
酔り鉱（騒20～30％）l
l　　　　　　　　　　　…
1（蹴計数）　　　1

．．（爆饗）竹

　縫

　43

　賠

　34

　蕊

　暮暮

　菊

（第17巻第8薄）

られたが何ら異常は認められなかつた。

　測　闇　嶽　勝　1　種　　　　　　劉　　1測定値
　　＿．　＿．．＿ ㎝、…．．．、．．．、＿、．、

…．＿｝＿ ＿

．＿一一．＿㎜…昼些峻．

　大切坑餅堆積場跡 低多1￥，位粉鉱　　・　　　1綴

　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　l
　二二勘膨諮　　　じ敬愚　　　　　　1窃Q

東2繊嚇隆岩姓嶺酷を渥刈56

大獺伽樋1（燃鎌）　　陣

斜坑醜内下麺i盤

斜歪醜内下鑛

斜坑坑内上罐1、煙

　3．黛．織　高知県幡多郡潤土佐村押谷鉱出

　藤ノ川鉱山》北欝方直距§至螢1を距て，江川崎駅一本

村間はバス，これより押谷までの約纏kmは徒歩、こよ

蕎、，鉱山の発興　明治芝7～三慕年鐙さかのぼ≧1）がその後

φ経緯シ，蓑、等三らかでない。澱近は昭郵30禽噸旧坑を取曙

け再藍堪力琴汁㌧＞舞、たプ罫，　　　　　　　い．でまもなく休Lliし

た磁で，調査当時轄講ケ1印亨麺鴎零　颪坑および鮮崩坑

韓現存し“ごいたが，も’貸とも栄え㍑焦皿坑は毒｛で紅埋没

しまた坑外施難粥　残留し，癒かつた，、

　鉱床『髪瞬万十層群の黒色貰器中麺胚／i台する裂惚充噴輝

安鉱贋英脈で文綬l／柔よれ寺・1論条あ鴨た模様い鑓幅は肥大

部a　m，　磁、1魏状鉱でSb蕊駕，鉱染部で2戯1瓢

寧

　イノ

鋤乱陽場事務弧

　　　　坑内外と墨、ま吟たく残麹

に惣1ず“』…1　、つた（、

一欝～）ず，調査，1二駕岩

慕．黛．難　高知県幡多郡態土佐村藤ノ川鉱“1
　高知・愛媛薩県境近く四万十郷上1欝に位置し宇和鳥線

江揖崎駅下箪，用井蜜でバスを利用するが，これから，ま

徒歩により東方へ渓谷をさ治のぼるこ，靴約工塾憩で藤ノ

／ii靴到る。鉱ll選はさ叡こ北東方約爆kmを距て燭朔は深

山を繍らすが，渓谷沿いに林道が開け，こ撚こ用井より

藤ノ摺までは往時の林闘軌道敷設跡であ、ノめ酪面は艮

好であ屡、。

　鉱山の闘発は明治20年頃と伝えられ，昭和灘麟．こで

断続して縁行され，以後休由し現在1ご至つている．ヨ　£

坑裳1は埋没し坑内状況はまつたく不明であるが，既往資

料鑑よれば鉱床は四万十層群を構成する砂岩・頁岩互麟

串の裂ヵ充臆輝安鉱石英脈で走向方向に約20伽採掘さ

れ℃いる霞であ添。

　現在廃山縷様なため測定は餅堆積場跡や旧坑浅部に限

測定蕩勝　　　種　　　　　脳

遠気坑痴撞　　　　色翼嚢

i一憂坑坑内　、黙色貰唐

紳谷部藩　　　（窯然計数）

測　銃　緯

　　　繊

　　　騒

　　　43

（環）環）

　3．3　第蕊紀屡串の墨の（芳緯鉱織）

　管内挺おける第三紀層中のアンチモン鉱床は石錨寓系

付近の義第三紀麟分嚇区域内麺慧，3知られているが，

万年鉱山がもつとも規模は大継い。、鉱揖の最盛期はすで

に過ぎたが，現雀もなオ灘丹中である。

　万年鋤、舞は伊予郡砥部町揖登に’ヲ，松1、舞市の南方直

距i縫撚を雛て，松レ嚢駅からバスに」忠想登下車，西方

1こ小谷をさかθ）ぼるζと約21轍で達する．鉱山付近は

古第三紀久万層群とこれを貫く安山岩漆ら構成され，鉱

床は古第鑑紀層の礫岩中に胚胎す餐・輝安鉱石英脈であ

ゐ。測定は稼行中）第三坑坑内について行なつた、その

摩養昌難ま岬ド鑑己グ）と毒鴛りで選鍵1精鎌請こつ㌧・て蚤洋町ら異～常ヤま認

められ欺かつた．

総一Ksoξ）



昭獅3藁年膿：四編管内放討能調登報轡（清島信之〉

測定場飼種　胴　誤1蕊豊
第鷲抗内i鉱脈　　　　菊
　　　　1，　　　　　騎
　”　1
選　鉱　場…手選擁瓢（鋤35紛　　 臆

　　　　i　が　1浮選粉鉱（翫3嶋）13羅
　　　　l
　　　　l　（i、1然、iレ数）　　　　　　　鶴
　　　　し

嘉．衛韓糠

，いが，申講者壷漂望によ舞状況聴取び．》うえ，惰1

轟．髪愛媛県嵩瑞講灘麓

宇和島ぴ1方紅臨ヱ1『る蜘1蟻讃／由、標高撫欝．麺韮）

は．第三紀竃気石花縄岩から鉱り，西欝方、連1，賦、慧が

翼慮1獲ともに四闘の山麓こ多くの渓谷美を作つてレ略。

情報爆扉月出の北蜘鵡丘

鷲考頃金鉱を鞠杓としたとい癒！l、描照1窯ある縣旧坑，墨

状鉱が散乱／、一

花醐岩曝熱1く胚彫1す導が，鉱染帯の幡は数む照から肇、○

数鷺mで肉眼下では黄鉄鉱結晶粒以外畿は他に鉱物は認

められない．この鉱染帯がウランの情報地とな9たもの

測定場所　　 種　　　　灘

金剛滝｝ヒ流i　繭花韓踏

が

近永町棄良

．ケ

残留する黄鉄鉱塊

禰罵鰹

　8叢

驚

昏窯

韓

　塗：記隣報地の西方，鎧距約誌k灘を距てた近永町～宇

和島市間のバス道路路側1蕉閥様に花醐岩1婁の硫化焼ケを

追つた旧坑があ讐．当地点は三本松の字名があり，ヨ角

点56嚢，嚢m峰む麓に位置し，旧坑は賛ぴWに開坑する覇

掘進§撚でさを鎧東方に両きを変え憩猟で中止してい

るが，花醐岩中の割目に沿つた黄鉄鉱鉱染帯を探鉱した

にとど窟る．鉱染帯履彗定結果は澱叩灘で異常はない。

　畷．慧　愛媛県試登鑓麟讐鉱鷺

　鉱区は園鉄予讃本線郁予三芳駅と伊予桜ヂ隣腔中間紅

位置し鉄道を挾んで東爾¢）山地を薦める．鉱業権鈴設定

は金・銀・銅・珪石および長石を対象とするが，従来の

調査では放射能異常について疑わしい地点が指摘されて

なつた。

山・笠松出を擁覗峰と壌　山陵が1翠ぼ醗北！な走り，海岸沿

いで緯こ愈ひ轡繋ツ礁鷺蔦な　碁が起伏し，大崎華、も，虎

1構成す鴛誼粒黒雲母花醐響驚ん・獄章｝，一部紅石英斑岩

，鱒これを貫く“黒諜i母花闘岩は棄1体続風化二欝しく，そ）

であ為、、世田1．i噛斜面　二探、鉱蕎、図1ヌ遡明な1旧坑あ

1｝，この汚染部籔追跡し漿行20職，，　　　1こ勲，

　　　．，’冊いない婆

従来，犠調査都二よ　潰摘されていた放射能異常が疑

わし、い地、転，戴，が酔♪酸化鉄汚染離の節囎，，馴 ヒ　　身

が，測定結果隷花醐岩は簿く墜澱ミ範弩後．讃拠坑内引乞で

1、！二総q糠でやや轟篤いが，こ冊浪．鶉坑内の礎ドンの影響い

考え鋸乏，

た。

蕊．縮　語

　　　　　　　覇ξは領．藪帯花醐岩・広、鵬花醐岩

　　、し，こ療．三樗石1小・糠農二獄が1灘勢く砂ベグマ

タィトや重金属鉱物鉱床を胚胎すぞ）。ベグでタイトおよ

　　　　　）れ身花闘蕪類をベースとし，その風

化分解物　漂砂鈎港とし、て代表的な粥、欝鉱床紘集積す導

ことも予測されたのであぞ）が，測瓢欝課は穂喜舞常1牢

さず，ウラン鉱床」、〉麟疑じご瀬戸内地方では海浜標

　アンチ燕ン鉱床夏その愚岩韓古期岩類から第三流層紅

　　　　であ燈が，錦くは第三紀火成；岩類と関係を

　　　　　　　　　　賦化作用に伴う母岩の

　　　　　　　　　　　　共生鉱物も複雑
でなく管内鱒鉱床は低温型に属す浸無

　各鉱床の闘発はすでに哩くは休山，廃山とな昨鉱床状

況賦観祭はごく…部に限られた。したがつて銃内側壁や

選鉱精鉱・耕などの測黛ま鵜終つた場舎が多かつたが，徳

、鶴県牟岐鉱山ぐ休レ賠　硲ま讐鉱餅が懸C欝mで自然計数の

約ま惑倍と蒼！▽異常が認められた。また高知卿三薩鉱

山（繊行中）の選鉱精鉱では贔位が低いものほど放射能

強度が高い傾向は前者喬結果とム屡せ，アンチ騰ン鉱床

については鉱石自体よりも脈石部に墨常の根源を求め得

るものゐ考察されるが，資源的には濃撮に値しない．

騨一ω07〉



地質調査断端報（第葺巻第8号〉

参灘丈献、

i）平趣　健・礁中啓策（i縫9）：？万蓉千分のi地質図

　　　　ド徳島、預よらびに説明書，地質調査所

幻通商産業省編（欝繍言未利用鉄資源，第！輯

3）通商産業省編（鴛5§擁未利胴鉄資源，第2輯

如通商産業省編ぐ隻§茄惨未利絹鉄資源，第暮輯

§）通商産業省編（欝5？磨未利用鉄資源，第4輯

§）鶴悶通商産業局編（撫57）1鰹国鉱1、縫誌

7）沢村武雄簸3名（漁6烹）1高知県地質鉱産図ならびに

　　　説明書，高知県禰工課

愚）斎藤正次穂ε名（1懸2憶愛媛県地質図ならびに説畷

　　　書，愛媛県

盤一（齢呂）




