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撮桁のアメリカ(こおける

ベリリウム鉱床の珊双

筆者は脇牌7月から鰯際原芋カ機関蚊emational

A亡◎mic跳雛鮒A鯛脱y(樋称亙A滋A本部ウィｰン)

からの側豆｡湘h葦pにより亘憶子獅材料としてのベリ

リウム資源の探鉱に関す為研鏡"なるテｰマでアメ

リカ地質調査所(ぴ.S.G.S｡)およびColo蘭doSchoolof

Mi鵬sでの溜分を終えこの6月帰国したのでその一都を

ご〕こ抽しらせし愛す､

初めに盈瓜弼瓜加1如搬出量拶はウいて

原子力分野での国連的な存在がこのIAEAであり

その中の泌挑i㎝0董瓦x出猟雛andT曲n圭鶯gカミ直接

の窓則ζ扱りている留学究の選択は一麻個人の希望も

考慮されるカ裏一切IA皿Aカミ先方との交渉により決

定するので最終的返答カ裏くる凌でどこに行けるか分ら

扱いこと淋多へ実際紀筆者の場合出発堪週間前ぽ

電報で通報され実にあわた想い拙発となった訳であ

る苗手当は一席聯8～ユ2/冒と扱っている淋大部分の

ものは帆Oでこのうち留学先での贋療保険(ア川

カでは歯科は保険制度がない)の掛金納刈/月差引かれ

毎月の初釧な小切手で送られてくるので月初めには

親からの送金を待つ学生の気持&いうとこる肯これも

使い込みし扱いようとの亙A鷲Aの親心がも細れ恋い

亙AEA勧鮒sh如は広く民間企業にも開放されて

おり科学技術庁原子力局カ糠口で毎年夏朋頃選考試

験カミ行恋われる時もちろんあらゆる分野の入が受験で

きるカミテｰマは何らかの形で原子力に関連しなけれ

ば狂らないことはもちろんである.ここで選考された

候補者は外務省を通じてIAEAに携せんされるカミ

さらに夏A狡Aで正武選考秘行なわれ少数にしばられ

る外務省を出てから結果秘判明する凄で㍑月以上

肥周昇

かかっている｡実際に筆者たちのときは民間2(物理･

医学)官庁2(化学1地質)が決定したが受入先の決定

までに§劣月あるいはそれ以上かかっている.総じ

てこの種のfe11owshipは手間どることが通例のようで

あ塔帖さて留学先ではその期間中3ヵ月ごとに1

回のレポｰトと留学終了後は最終的成果と自国でど

のよう紀役立てるかということについて技術的レポｰト

を纂求書れさらにその分野で自国で奉仕し恋ければな

らないという責任を負わされている.

酸化ベリリウム成型晶高純度金属溶解用ルツポ(日本婦子KK提供)

アメリ坊地質調査所(U.S.G,S.)とCO10rado

S蟹蕊⑩o1of正座ines(CSM)

ベリリウム資源に関する国家的な探査のプロジェクト

はU.S.G-S.U血S.A.E.C.(原子力委員会)が中心になっ

て行ないこのほかU.S.BureaueofMines(鉱山局)

でも一部行なっている.とくぽU.S.G.S.のD㎝∀er

○跳餐(肺バ州はその資源が酋部ぽ簾中してV'る

のでベリリウム資源のs脾｡{ali§tも多く実際のex･

p10rati㎝tra1狐晦はきわめて好都合である.一方

ω0τadoSh0⑪童磁MinesはDenverの西約25kmの

人口約7,000のGoldenという静か渋谷間の市にあり

資源開発に関する学校として歴史も古く(1874年設立)世

界的にも名の通った大学である秘ベリリウムに関する

sp㏄舳stはいないしまた実地見学などでもその機

会に恵まれない.もちろんこれに関連あるコｰスを選

んで講義にも出またSem三narなどの機会カミ多いの

で講義などの収獲はもちろんspeakinghearinglこ

もより慣れる機会に恵戴れる,襲恕アメリカの学生々

国産ベリリウム銅鋳造晶(防爆用安全工具)(同本碍子KK提供)�
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括ここに集まる世界各国からの留学生(全体の10～15%)

の生活状況などをたがめることもできるわけである.

筆者は昨年8～9月の約40日間をU.S.G.S.で9月中

旬から今年5月末までCSMで過したがここに報告す

ることはU･S･G･S.のgeOlogistと共に歩いた丘eldtripを

中心としてベリリウム資源などについてお知らせする.

ベリリウムは何に使われるか

｢ベリリウム｣とは元素記号はBe原子量は約9これ

のおも狂原料にたるベリル(Bery1緑柱石)は普通はうす

い青みどりの六角柱状で美しいものは宝石となりま

たエメラルドやアクアマリン校どの宝石もベリルの一

種である.ところカミベリリウムの用途はその金属

･は比重1.84と大変軽いことまた比重4以下のほかの元

素が最高6鮒Cでとけてしまう中でベリリウムは

1284Tという高い融点をもち耐熱性をもってV･るの

で航空機や宇宙飛行機の材料になる.またベリ

リウムはX線をよくとおすので琴線管球の窓として

早くから用いられまた熱中性子の吸収が金属中最も少

狂い上によく散乱するので原子力方面でウラン合金

などの燃料棒を入れる燃料被覆材(サヤ)としてその

用途が注目され原子炉の炉心のまわりに用いて反射体

として熱中性子の外へ逃げだすのをはじき返し効率

をずっとよくする役目をする.また原子炉内でのウラ

ンの核分裂で飛び出してくる高速中性子を熱中性子の

速さまで減速する減速材(酸化ベリリウム)の役目1をす

る.ところカミ現在最も大きい用途はなんとv'っても

合金向でありとくに銅との合金ベリリウム銅母合金

である.板･線にすれば非磁性でバネ性カミきわめて

よく(バネ材料･ペロｰなど)棒では堅くて電気伝

導度よく(溶接の電極材スイッチ都晶)鋳物では

熱伝導度がよく強く(各種成形金型)ぶつかって

火花がでず堅い(安全エ鼻)自護た最近とくに注目さ

れてきたいわゆるベリ却(酸化へり咳姦)は高級

耐火物ノレツボたどや熱伝対保護管･化学装置向などで

あるこれらは将来は大きく伸びる用途の1つである.

ブｰムのきっかけは政府(A廻C)の鉱;百買付

U.S,G.S.としてベリリウムを重点的に取り上げたの

はここ数年間のうちでとくにウラン･ブｰムに次い

でベリリウム･ブｰムを作った1957･8年頃からである.

ペグマタイト中から出るベリリウム鉱物はベリノレ

(Bery1Be012%)でアメリカ本土のサウス･ダコタ

州(第1の生産州)コロラド州ニュｰ･メキシコ州を

主とするペグマタイト鉱床地域から副産物として生産さ

れておりその最近の生産量も750トン(1953年)を最高

として現在300～400トンと少ない.それに反し消

費は7,000～9,000トンと大きく世界生産の90%以上を

占めているので不届分は海外生産国(ブラジルインド

ァルゼンチンモザンビクなど)から輸入している.ちょ

うど世界生産が12,900トンとピｰクに達した年の4年前

の1952年に原子力向けのベリリウム原料の確保の必要

性からUSAECが国内産鉱の奨励金付きでの買付実

施を発表して以来世界ベリリウム鉱業への大きな刺激

となったわけである.これと併行してU.S.G.S｡を中心

とするベリリウム資源の探鉱の実施やOME(O筋｡eof

M1ine｡･1Explor･ti･n)の国内資源の探鉱補助金(補助率

50%)制度の施行など資源開発に国家的な努力をして

きている.国内鉱の買付はその目標量4,500トン近く

が達成され10年目の1962年6月30目で打切ったが探鉱

補助金制度は継続している.

ブｰムは過ぎたが大きな成果

国家機関の活動と併行して民間企業でもベリリウム

鉱床の開発に力を入れたことはもちろんであるが現在

アメリカ最大の生産を上げているコロラド州のBoomer

鉱山は1957年から生産を開始し鉱石としてベリルの

ほかにベルトランタイト(跳伽臓砒餐｡姻餐鵬三〇ジ肌｡｡

合ベルトランダイトｰグライゼン脈(コロラド州Boomer鉱山産)

右側点線に囲まれた細脈状のものがペルトラ;■タイトでまわリの淡黄

褐色1こ対し淡紅灰色で寓別できる

合ベリリウム凝灰岩(有)とほたる石礫(狂)(エク州SpoτMount且in地

区産)凝灰中の点線部はほたる肩でその凋縁部はとくにBe0の含有が商

いほたる肩の礫(若)中央部はほたる石の紫色を星し灰黒の細脈は蛋白肩

脈周縁の白色リング部はとくにBeO分が商い�
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B.042茄)の含有が明らかとなり一躍ベルトランタイト

が注目されるようになった.また一方現在探鉱中のユ

タ州のSporMountain地域に発達する新期火山岩

(凝灰岩･流紋岩など)中の鉱床もベルトランタイトを主

とする全く新しいタイフの鉱床として発見直後の1960年

ベリリウムラッシユを巻き起こした.このような動き

は今までペグマタイト中のベリルを対象にしていた業

界への新しい指標となりこの種の鉱床探査への大きな

刺激になっている.また一方アメリカ政府は毎年夏

期にアラスカの資源調査を活発に行なっているがベ

リリウム資源についてもuS.G.S.の専門家カミこのプロ

ジェクトに参加し金緑石(Chrysobery1,BeOA,lO､,

Be020形)を主とする有望なベリリウム鉱床を発見し

ている･ちょうど筆者在米中にこの鉱床発見の正式

発表カ三ワシントンで行なわれるや数時間後に鉱区獲得

のためのヘリコプタｰが現地に現われその設定に競合

している記事を読んだことを覚えている.

ベリリウムのブｰムは去っだといわれてもベリリウ

ムに対するる関心は強くまた国家的な研究調査活動も

地道なカミら精力的に続けられている.

←

狐列飼朝服泌0軸煎星in地

蛾の黄ペリいタふ繍ヨ潴地籍

鵜娯一リンダ撚鉱勇鮒外

脈;鰍黛鑓箒雌ζ鍋豆榊｡の魏亜

鶴で付遼㎞欄ま離砂漠ヨ蝦

貸棚峻く叙w岬薙で趨ん

でk喝幾鉦樫壌イン啄パイ

ヅで期アを採取してい義藻由

苗地1ζぬ鋒一リンダ箪婁禽橡鰯

蹄(王粥婁締§員鋤飼)

命

嵐列舳鰍も郡鰍奪簿脇汰

1州ζあ鳶べ"ウム鋤え1ベ

リル剛敏一叙す葛花鯛着羨

獺洲且i鞭滅蜘室紀ぶり紛然･

し紺荷してい義鉱酸所裕曹

夢双1曲鮒a醐燃一瓢歳)蓑｣

差繁煮出牝兇学し紀イと

1ミ臓千カ墾薦畿願料部詳漉灘

撚脈杁友毒入)忍の壬ン

1溜学錐選人と案内似迦質調

魔蕨撚禰いず松も黒漆雛吻メ

アメリカのおもなベリリウム鉱床

筆者が歩いた主要な地域は別区の通りであるがこ

のうちDenverからユタ州のSaltLakeCity間の鉄道

を利用しただけでほかはすべて政府所有の自動車によ

ったがこの走行距離は約4,500km(北海道稚内一鹿児

島間1往復学)におよんでいる.このときのおもな鉱

床について述べよう.

ペグマタイト鉱床

アメリカのベリリウム鉱石の生産量が少ないことは

前にも述べたが鉱床の大部分はペグマタイトからの

ものである.大きい生産少111といってもその量はわ

ずかであるがサウス｡ダコタ州の南西部にあるB1ack

Hills地区カミ最大である.ここの花商岩はプレカムブリ

ヤ紀の粗粒花闇岩が広大在地域に分布しこの中に数多

くのペグマタイト鉱床が発達している.見学した鉱床

の大部分は休業状態であったが珪石･長石･リチウム･

雲母などを採掘しベリルは副産物として生産されてい

る｡アメリカ最大のリチウム鉱床のEtta鉱山もまた

雲母鉱床のNewYOrker鉱山も共に休止しており採

掘跡は当時の盛大さを物語っている.とくにEtta鉱

山はずぱぬけて大きいスポジュメｰン(Spodumene)の

長さ数メｰトルの巨晶がみごとに発達した特徴的なもの

である.このBlackHi11s地区は戦前｡戦後も一応ベ

リリウム鉱のアメリカの主産地としてその生産を続け

ている.

ベリルｰベルトランダイトｰグライゼン鉱床

コロラド州もペグマタイトからのベリル生産では前記

サウス･ダコタ州に次いでいるが州の中央部ロッキ

ｰ山脈の東縁部LakeGeorge地域のBoomer鉱山を�
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中心とする地区は現在ベリルとベルトランタイトを生産

するアメリカで最大のベリリウム鉱石の生産地である.

この鉱床はプレカンブリア紀の花嵩岩のうちとくに細粒

花陶岩中にベリルとベルトランダイトガミグライゼン脈

に伴って産するものでBOo㎜er鉱山はその中心的存在で

ある.古くはモリブデンなどで探鉱されたことカ…あっ

たが現在のBery11iumResOurcesC0･が鉱区を所

有して1956年9月からベリルの生産を開始しその後

1959年にベノレドランタイトの存在カミ確認され初のベノレ

ドランタイトの商業生産鉱山となった.B00mer鉱床

のほかにRedSkinMaryLeeChinaWa11などの

鉱山カミあるが現在稼行中のものはB00merのみであ

る.鉱床はN10｡一20.W方向でNEに傾斜する長さ

約50m幅0.3～2.5mの不規則脈状のもので全部坑内

掘り見学当時(1962年8月)の最低坑道が約33m下部の

5号レベルであった.鉱石の品位は不定でさらに下

部へ大きく続く期待は少ないようである.現在はシャ

フト1事務室分析室(後述のベリロメｰタを設置してい

るだけ)鉱員10名以下であった.主鉱体の周辺には

露頭をグライゼン脈に沿うて掘り下げた旧坑が点在して

いる.この鉱床の生成はこの地域の断層とジョイン

ト生成後であるといわれておりとくにグライゼ;■化作

用はジョイントの交叉部分にみごとなパイプ状で発達す

ることまた鉱床を含む母岩の花闇岩のBe分含有が

最も低く5ppm鉱床を含まぬ中粒～粗粒花筒岩が6

～7ppmということは興味深いことである.グライゼ

ンおよびその周縁部には大量の石英を含むほか白雲母

･黒雲母･ほたる石･トバズを含んでおりベリリウム

の鉱化作用は中心部に近v･ところにより顕著のようで

ある.

この鉱床からは開発以来次のような生産があった.

･･5･年9月一･･6･年(鷲レ濃荒雌)

∫ルウユｰ王ウユ'テン

ポ･パ縫帥一鰹
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､凸イパ

｡"､リ,ぶた

舳1書蝋㍊｡､クv髪へ

l11磐オずw

言､霧､〆丁曹1ル･

ノ多輸出入の動きふ7アフ1デ■gφ
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鰯11㎝トン以上､､''

醗500トン以上､､一一__^__'''

⑧looトン以上'l00トン以下刈｡トン以

ベリリウム世界産地分布図

336トン(Be05.0%)

1,028トン(Be02～4%)

1961年(RedSkin鉱山を含む)805トン(Be03.37%)

1962年750トンほかに若干(Be03%)

合ベリリウム凝灰岩

アメリカ西部には広範囲に新しい火山岩類の発達カミ

ありとくに酸性火山岩地域中のベリリウムの含有量分

布はウラン調査と共に1950年前後にU･S･αS･のgeo1ogist

たちによって行なわれたカミここモこ紹介するベリリウム

鉱床は1959年12月に発見され1960年のベリリウム･ラ

ッシュを出現したユタ州のSporMountain地域のもの

である.現在BerylliumResourcesI口｡.(アメリカ2

大ベリリウム工業会社の1つBrushBery11三u㎜の子会社)

VitroMineralCorp.(この地域最大の鉱区をもつ)Combin･

edMetalsCo.(AnacondaCopperCo.と協同)だとが

主としてボｰリングによる地下探鉱を行なっている.

これらの鉱床を含むSporMomtainは古生代のドロ

マイト｡頁岩を主とする山系でこの低部地帯に凝灰岩

流紋岩カミ広範に発達している.この凝灰岩の上部で

上をおおう流紋岩と､の境界に近いところ厚さ2～5湖

の部分にベリリウムの濃集した部分カミ層をなして発達

しゆるく西南に傾斜している(別区参照).

鉱石は微粒のベノレドランタイトを主とするもので品位

現地分析用ペリロメｰタをかこんで左からしao氏Dr.Gri節tts(アノ

リカ地質調査所)筆者Pasco氏(Bery11iumRes.工nc.)Murty氏農ery-

11二u凧Res.Inc.トレｰラｰハウスのキャンプ分析窒前で(1962年8月初旬)

コロラド州中南部艀ヅキｰ山脈の一部でモリブデン鉱床とベリリウム鉱床の

地fヒ学探鉱に参加真夏でも残雪のある山頂(約12･OOOフィｰト)までジｰプで

登りさてこれからサンプリング左からKing氏中川氏(化学,2値)

Gri飼tts氏�
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BeOO.5～1.O%はであるカミ臭い部分は数%～10%の

ところもあり鉱量も相当膨大であり世界でもユニｰク

な存在となっている.鉱床発見の動機は当時ウラン

探査のgeo10gistカ茎凝灰岩中に撒点する美しい紫色の

負礫あるいは石片を発見ユタ州首都Sa1tLakeCity

にあるVitroUraniu㎜Corp･で鑑定したところX線

ではじめて著しV･Beの存在を確認した.もちろん鉱

物結晶カミ微粒であるため鉱物名が明らかでなく初め新

作物“Vitroite"としたがその後主としてベノレドラン

タイトであることカ峠1j明したということである.この

紫色をした負礫片はもともと近くの古生層中に数多く

発達するほたる石鉱床の鉱石と同様なものでベリリウ

ム分はこの石片の周縁部の灰白色のリング状をなす部分

に濃集している(写真参照).現地は準珍漢ともいえるよ

うな樹木も水もほとんど放い所で各社のトレｰラｰ･

ハウスのキャンプボｰリング車などがあるだけの著し

い乾燥地帯である.筆者の見たBery11iumResources

InC.の探鉱現場はトレｰラハウスの事務室兼居間ほ

かに分析試験室などのトレｰラハウス請負ボｰリング

車2台職員4人というものであったカミボｰリング

は3インチ径のものを400フィｰト間隔の碁盤の房状に

行なっていたとれたコアは分析室のベリロメｰタで

測定し含有品位をチェックしているが現在のところ

合ベリリウム層はずっと連続していることが確認されて

いる.これらの鉱床も現在鉱山局冶金研究室や企業

体のテスト･プラントでの鉱石処理(主として粘土鉱物な

どとの分離)に成功すれば各社とも開発に着手するこ

とになっている.もちろん冶金学的にはすでに精製に

成功しているカミ選鉱過程が困難であるといわれている.

アメリカ鉱山局でもベリリウムの選鉱･製練には今後と

も大きい課題として取り組んでいる.

非常に便利な探鉱器ベリ目メｰタ

この名称はベリル(beryl)ぽメｰタ(㎜e鮭)をつけた'

berylo㎜eterで1959年頃から開発され60年にはウ

ラン探査のガイガ1カウンタやシンチレｰタと同様ぽ

広く探鉱翻ζ用いられる様紀匁りさらに現地での簡易

分析にも使用凄れ非常に有効枢機籍となっているヨ

これは前記の葛00㎝鮒鉱山曇卿rM⑪狐1他童災地区の探

鉱現場には採掘された鉱有やボｰリングの鴛アの分

析用は備えづけられており現地で窺要匁役割を果して

v'る.このベリ漠メｰタ紐)構造は別区の通りであるか

鉛でシｰルドされたラジオ1アイソトｰプのアンチモン

124(Sb脳)が下部に装置してありこれからでる㌻線

がベリリウム含有物悠当るとBト8紀変換し中性子を

出させる.これカミ螢光板一フォトマルチフライヤ

･チュｰブを通してカウントされるようになっている.

アンチモン124は半減期が60目と短い不便カ∫あるが

初めの80～100mc(ミリキユｰリ)カミ10～20mcまでな

っても使用可能であるので6ヵ月位は有効である.

機種はもちろん野外調査用現地分析試験用実験室

用など目的に応じて数種あるが販売数が比較的少桂い

ので割合高価である.DenverのU.S.G.S.では野

外用実験室用(中型)のほかαS｡独自で設計して作製

した大型(写真参照)のものがありいずれも役立っている.

野外用はとくにアラスカでの調査に効力を発揮し大型

のものは実験室でもよく用いられている(爽験劉1姻参照).

アメリカ地質調査所(DenYer)のベリリウム

調査研究

現在ベリリウムを主対象として調査研究に従事してい

る人は地質技師6名化学技師2名おりそれぞれが

地区や鉱床タイプ別に分担して実施中である.ブｰム

が去った現在でもこれらの人々は当分の間ベリリウム

に関するプロジェクトを実施する.ベリリウム調査活

動はまたベリリウム鉱床の地球化学的探査法のテクニッ

クや知識の進歩にも役立っていることはもちろんである.

最近pattenなど(1962,USGSProf.Paper450-C,PC

104-C104)によるモｰリンの鐙光法が最も野外に適した

もののようでレインジは1から100ppmのところま

でわかり能率もよく1目で60個のサンプルが処理で

きる.

紙面の都合で鉱床に関する詳細な記載ができず残念

であるがアメリカのベリリウム開発の現況の一端をお

知りいただけると幸いである.なお上記鉱床地帯の旅

行のほかに別区にあるように火山岩申のベリリウム含

有に関する研究調査にも参加の機会を得コロラドから

ワイオミング(Ye11owStone国立公園地域)一モンタナ

アイダホの各州を訪れたカミこの旅も風景の美しさと

共1ζ非常に印象的放ものであった.(筆者は鉱床部)

Ye11owSt㎝e国立公願の一部を流れる峡谷鮮かな黄色に変質した流紋岩

この公鰍まワイ法ミンク州州胴部を占める一大間渇泉群と美しい森そして

YellowStone湖をはじめ多くの静かな湖からなリその広さは東西55マイル

南北約70マイルにおよんでいる�
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Ye11owStone国立公園内の原始林を走

るハイウエイに餌をねだりに現ま)れた野生グ)

犬熊慈すがに車の外へ紺るのはうす気味悪

㌢･(螂獅8月末)
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ベリリウム分析纏置概念吉鐘

(アメリ劣地質調難所ヂンパｰ寛所殻獲圭)

アンチモンSb124

ベリロメｰタ

断面図

{今幸一ンもL{肚

YellowStone国立公圏内は非常に多くの温泉が出ているがその一つ

rBerylHotSpring｣と名のつく青緑にすきとおった色が美しい温泉と

Shaw氏(地質調査所)ここでとったsinterはベリロメｰタでの分析で

Be011ppmとやや商い広大な公園地内で多くの試料を集めたが感

心したことは根のある岩をハンマｰでたたいてとらず下に‡地た最を砕

いてとったこと公閣内の規則を守る子供のと勃沁教えられ恕公搬遺徳

によるところが大湊い(1962年8月)

地質調査所入口にて1962年3月よりウラン鉱床に関して留学

中の同僚坂巻氏(右)と筆昔地質調査所の雄物の番号はr25｣そ

の下に小さく内嚇省地質調査所と記されている建物がみんな褐

色レンガで似ているので初めのうちはま1ごつきます(1962年

9月初旬)

サウスダコタ州BlackHms地区はペグマタイト鉱床が多いここはアメリカ

で大ミい雲母鉱床NewYorker鉱山もちろんベリルも少し生産されたがズリの

中のベリルを見つけている地質調査所の地質技靹定ち左からHaW1ey,R鮒e,

Shawの各氏ここのペグマ多イド登禽な花開岩はプレ爽ソブリア紀のもので近

くに送人の大統領(リンカｰン蝶シントンジ鵡ファｰンンノトスペルト)の

簿人泣像を膨んだ有名赦鮎s虹賊脱養鰯並公開もζの花鰯瀞から恋悌仙喝

(1鮒2･雫8月)

コロラド州の首都テンパｰ(Denvdr)にはワシントンに次ぐいわばアメリカ西部の

もと締めをなす政府機関(Federa1Center)があり地質調査所はもちろん鉱山局水

理局(ダム湖がい関係)調達本部林野庁その他あらゆる機関が集中しているテンパ

ｰ術の中心にあったこれらのものは現在ある郊外の約12km離､れた広大往原野に移輯

を開始し始めたのが1942年の由まさに先見の明ありというところ�
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刈コを入ると広鵜があり

受付嬢が呈､人虚すみ蒙)鐘

1蝋赦ケネヂイ大稀領留)実

雛jぷ撃大きい写輿秘1隻られ

災い愁滋のパックアロｰ

蛾泌蝉一クは内務街着

葦ま地澱調査所⑫嘩洲タア

メリ勲刎秘質調斎椚ま6,O

⑪導入城上お簑くのデン､パ

榊支所1ζ減約菖中000大う

怒約婁申§o豊入は地形灘鱗{乍

関係残養秘地質鉱物化

蝉物鍵雑務赦登とな榔て

い蕃裏地のトレｰニェンク,

紀繊このフ式チラ1レ･セン

列ζ現場が近いので各機関

紀外国人留学生がきている

(漉62埠勧月)

繁験蜜鰯斌リ憤メｰ券の本隊(薦)と耐数鍵綴(崖)お釣纐鰍ψンガ織の愁似註繊で便閑刺鳩島1ご

縞く機冷翻鴻放射線防護用のもの宥､繍批ダトしてあ義も郷該小製自動澄度織機灘凶唯㈱虹ア

宙筥ンヂィショニングされているがこの様在測定窒はさら;ここの様にしてあるベリ閂メｰタは野外用は

5～10kg室内用はスケｰラｰを含めて40～200kgといろいろである

大袈ペリ憤メ㎞翁(地繋飼養嗣ζ缶篭設計)構

造は蜘閣のとお蔓であるが大型の1㌔乏ム缶様で

中心の孔と金属棒は試料挿入口線源(アンチ

モン124,Sb124)を固定して試料を中心金属

棒に通して下降させる上にのっているプラスチ

ック容器は試料中央孔の左は赤ランフ

試料と標準試料(右4本)試料は約4009rの

粕粒に粉砕した火山瘡試料賞ンテｰナはプラス

チック製で中央約1,2C㎜1ま中空中央の試料の

よの金属棒は線源逓く凄で試料をおろすときの

棒(管)

測定装髄電源室とはコンクリｰトブ目ックで仕切った別室にセットしてあ青

ベリリウムの含有はppmオｰダｰで測定できる�




