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同沢より約50m上流の卯根倉鉱山元山坑に至る道路お

よび大荒沢上流の標高約660m付近の沢沿いにみられ

る。そのほかは，変朽安山岩および流紋岩が花闘岩類に

1直接している場合が多い。

　大石北方無地内沢においては流紋岩および安山岩が花

闘岩類に直接して，基底礫岩はみられない。また断層で

直接するような箇所もみられる。

大石層は酸性ないし中性の緑色角礫凝荻岩および同質

砂岩・頁岩・泥岩・硬質頁岩との互層参らなる。またガ

ラス質安山岩，同質集塊・集塊岩質凝荻岩等の複合体か

らなる部分もある。本層は流紋岩および石英閃緑玲岩に

より貫かれている。

5．放射能強度

　測定器具はDC－P5型を使用した。特に第三系基底

礫岩に注意し，基盤岩および第三系の放射能強度の測定

を行なつた。一部カッティソグあるいは坑内（卯根倉鉱

山元山）のほか工事中の国鉄燧道等も調査した。その結

果は第1表のとおりである。

6．結　　論

本地域の基盤をなす花嵐岩類の示す放射能強度は・石

英閃緑岩は一般に低く0．01～0．02mr／hで，桃色を呈

する黒雲母花崩閃緑岩は，0，025～0．035mr／hでやや

高い。またこれらを基盤とする基底礫岩あるいは直接す

る第三系を測定した結果は基盤岩より低く異常は認めら

れない。

　昨年原子燃料公社盛岡駐在員事務所が水沢川上流にお

いて見つけた黒色珪化木の転石から0．03％のU308が

検出されているが，この転石はどの層準にあつたものか

は不明である。噛今回の調査そ大荒沢上流の標高約680m

付近の基盤より約100m上位において炭質物の破片，
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