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渚嘩県花巻布鱗鉛付薫の新第罵紀麟基底部のウ欝ンの塵状について
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　新第還．紀申違縄1の幕葵竪嘱（大ノ、款矯に相1）基薫乙甥部に

寧ランが発見されたので，ぞの産状について調査／．ノた。

放描畷常菱　歌すのは数ヵ所であ黛が，産状を詳しく調

査できたのは繋，．，頭にすぎないむこの地域には，巽1翻）

慧母磁瑞巻　）幕蓄ざ§、卿〉惣ご，螂’の刺鰍こそオ窺

断麟で接して，湯本騒魯勢鋤麟シミ分布する。また，

の北部には蝋鱒襟llの．石英、灘．1．麟絹鰍湖、などが分禦

し，その算錘、こ鶯沢硫 麟彊宋を／難胎している登

　幕食纏1は，1勲墨、潔質熔〆多1號圃質角／　／梢寺なレ・し，

灰，霧などからなやて蒐．ハる。大部分蓬、驚霞し，いわ・糞）るド部

クぐ1ナンタフとli事1讃オL慰ン乳も鍵）ロぎε鄭慧）Φがぐ讐窪譲蒔、ノ纂瞬ぎ婁　　郭も

のは，慰鍮．勲）石英弓．壕，蕎・馨母などの破片を窒む1讐

質曙で，、とくにそσ）中に禽勲・しる、“℃物の部分“多し

秘・⇔一一略藩翼こ1よ，　フ艶ノレ灘一ジぐ葬少暴．㌢暴一1欝る譲響／繭／こ型　　叩ぐ　　鑑

力曙惹グ』）らオLる類　こグ）．勤うプよ薩舞犬オ、ら，　こぴ〉．1也壕建のヴラン

は堆覆挫のもJl〉で，一…部はそのイ麹び謹、したものと考え

　奪黛．駅、）の

叢．．裟糞が豊

東北裏鑓本，脊．建部騨珊沢湖悲方，鐙畑付近で，下部

寧　蓑　／

グリンタフ（西紬在鱗のの基底部に戦騰能異’常がみいだ

されてまもなく，こグ）戴　け近にも，ぴ纏、の産状をがす

、ウラン堆積子，碁が発発された（原子髭、ll料公社盛岡1。籍張納

｛琶三懇嬉蔓，鎌1繭鐸こよる）Φ　その規艦懇ま大き1なも」）ではない

が，グリンダフ地域の熱ウラン属書、調査研ブするンえ
Ψ
（
、
f
，

この地域のウランの産状を調べでおくご．とは，必票

であると、参え，鵬憩36年S階，数1三燗調驚を実施したむ

その糞．誘恕簸麺、に轟　　漏るむなお，・この地域と地質ご）ぢ

え『i／鰍〆た和賀蜘人樽！鷺4）大醗溜脚t騰離こついて

も概査を試みたが，顕甕，二な放射能異常は、みいだされ．なか

った費

　謬講礁勲こあノこ1靖鷺．々／更黛：を　掛えていノ1《二だいた寿罫一一罫髭然未圭公r

ネ！ 夷鯨．i．1張所佐磯、長治／．畿に際く感謝の、謹識瀦）らわす⇔

慧．癒置および交懸

　この、地域は，襲浮県1ヒζ藝帝の西部に！l！認，，豊沢川の

｝媛の．訳ダム疏）／，慧辺である。ラ、、北本線花巻駅から花巻

霧鉄鉛線に餅ノ）かえ，終、糖、1獺紅下車（穆’1要曙齢（）頒，

それより徒i琶ノご諏）分で墨議沢ダムに達することができるQ

ダム建設のために作った道路は幅，去く，トラック，大璽．

バス噸離もに涌行でき慧）。
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岩手県葎、。讐市幽鉛付近1の新櫨三紀麟．難浅部のウランの産状に／1）いて（島津光夫）
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　　　　　　　第嵐麟　　泣　羅　麟

繋．驚質齢概略

　黒譲母花li．鐸を基盤とし，それを覆って新第三紀中新舟

世の総，1．属（大荒沢相響1）が分布する貸酒鉛瀧泉付鷺．

を薫る断麟の東側には，虞綴・男助層が広く分布する雛

謙た，この地域の北部に寺よ，翼新世の石英安1、£1暑および

i馨彗質の火山騨屑盤鞠蕪属石が分羅している曝

　雰盤の花騰岩は，中粒灰緑色で，紅色のガノ長石　（微

斜長蒸浄ペルト石）を斑点状に含む黒雲母花醐嚢で，比，

較的均質で，・一・部でペグマタイト・半花鱒嚢の編脈に翼1

かれている、羅、三館／，拷の至．、界には断魑が発達してい端　

合が．勤い礁またき一部では野石英斑罎の1脈に欝かれ、で

、の～＼一△4☆兆／／』歴◇☆△＼＼

△△．＼じ＼◇乙　r3・△舗／Ol

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　櫨馨灘
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」毯　｝難　郵圭爾 鐸？　擦　鍛　（1霧薗護巻

秘・婆）殻。i』絞膏雛i搾総筆で　）凝）カ§，　　　　　　　　　　　　聾欝二魯

隷才隻、ん石曽緑灘石など㌶変化しているむ

　鰐譲，，ノ、藩は， 工翻幾川魯、㎜／血流，　　　耀嘘す凝），紬

、輩、，籔熔享籍騰質角礫1縫灰鑛旗いし1，。蕪／薦などか噛なる鍵、

篶，炉だ，　／瀬類三グ）案韓1、、蔓柴肇お｝裕楼砦発糞聾憾酬るプく　募瀞溺／こネ醤1し、司て

いる崇この地域にラ鯵貼るも騨）は，紫色の飛礫を含む緑

色の角確　罵旛，蒙擬甦の変　歎！、1嚢（いわゆるヅ欝ピラ

ギト），馨欝鼻、後、の、毒、出。岩（t職績玉y蕪鷺篇xt黛慰歌を黛曳す）蔭，

重譲　叢欝臨こ畢よ1愛”で蓑丞ノ＼婦」ごう尋こ鐸　　疹黙肇碧沙キ曇墨アノレ欝一一ズ

ど渉湯婚韓つ・ずオ／轍蓼叢．懸サし酬ぐ㌧・るゆ

　ま／セ摯　謹酵藻轟蘇驚運．．護ど　妻く慧纏驚縫げ奮グ）ゴ毒！派ゆ瞬惑ダ　 承／．

葛む烹，禁胴罠ダムδ）手寸1猛て釜韓1ラ　ンl　l　寵鳶終まラ層玉｛）o一黛7，　≦槍o～》

で，　それ，以建薄で≧も，二事議、は鷺藩ぎ欝醤蒙の鞭｝／を轍1．，ノている。

タ“ムグン　 ダで尋ま携縛璽と13）鐸嬉嚢磐襲灘＝ヌ葺）オギ、淳歎レツ翼，　蜂懸罹￥よ

東傾斜を示している。，つぎに，1、梼、1を構成するお聾　器

；載舞こ鷲〉』、て：適シ曳く還ン。

　変質欝織嚢

　灰緑・色なレ・し鋳㌦溝色，塊謹、メ越凝　籍　ぎ，惣．蟻　　ノ斜．～ 1藁

、鍛れん．婆＿ご幾されている⇔いわゆるプ讐ピライトとい

うゐミ豊塚影三丁臼で》難！三藻襲、　　　　　　　　　　　　　　薪多　／辮

蓬叢濱三罫と・彗　馨　1葛ま㍍鷲．1と、乃亨騨，戴忽こ菱／じし。てモ》・る。際還銀の

餐レ還怨木謬犬ダ）塗曙幸溝藻も縛，妻蕎．♂／隔．隅ず鉱1｝〆｝てレ・るΦ繕慧懇麟の｛授1

像をなしているもヂ）は麿色鉱ノ／勢と考えられるz、・，繕、．、え 、1．亨

曇よ轡妻払碧ずξ墓糞、、ゆ・そ群）ず畿グ）　薮）膏搭シン1よ隊，講渇了1（．スポツ

属、め・縁れ，孟／石・縄へ母・櫨署などの集鐙となってい

る。

　変質繋慮潜

　灰紫色あるい尋赤紫色，塊薩．》γ、ξ山鱒がかなll）臓く分

、、ぎし¶て㌧・る。こ礎〉　　1は，袈y…遺｛）罫）i三矯c，　ときに重；鐵漫隻yを皇（！

紛x重．L騨蕪を考勘す葦寺霧喪タ）漉計　華　霜欝婆る“　，　1華／、．く争　総

麟1．欝，＝たこ／／ヨ瓶ニン奪）がミ騨第欝1．獲資汽よン　ー論喪i‘歴　母藩二馨鰹イヒしノて㌧・

る敦ご学ナ撹）も闘）も凌〉る漕ζ，　三楚1全郵　お趣／差際拷こ　／旗さ馨も隆穐レ瓦恐

ものもある，、騰無三》tノいも融も，緑溌議『魯方解際llこ蹴／ヒ

しー甲ぐレ、る。　蒸曜難曇よ瀦驚墾レ践，．終ジ薮翻撰1　”糞グ）緩　 碁ご謬芝ゴヒし，

て『レ・、》。夢栖糞導餐Lグ）も覇）で／よ，　看講長茨y恥　　蕎（㌘）　の亀

沿に　　ミ鉱の1．、みこみが～、められ、る導

　驚礫疑茨蟻

　1炎趨く色藩）る㌧・／よ幾薫オζ力謡つ犬ゴ髪総を色を1．／認、，　この嬉豊，転粟三

蒙羨も，広いご分二醇を示す難箋　i　～　　　　　　糞・ソ∬弊1薦・

馨蔓二撮こ変化し，隷質の蒲紛に噸蓼様な変質癬勿を盆二、

瞠＝蕎、る。　またマ7．秘婆髪鍵麟勿治“　芽楚1ヒ1、ノプヒ、　期・ら才もる縞薯聡

翠、l／裟／穣力’馨蹴暴三）オ駕選）婚糸　　慈域よ驕奪1犬もる㌧藩裏轟藤表ン賛奴こ盤三

じて㌧・る湯蟹禽もある。避嬉樂も1黛とλ，ど1鵜婆碧の疑1 嚢、1・であ

“）むなお，ダ1雑　灰湯、と1よ風、だ1ものの・T一期3ζこは角養樂を、緊

．孟、、だ熔岩も含まれているかもしれ。ないぐ　区」劉がつけ！こ

くい⇔
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　縫輝芯繋山総（岩脈）

　紫羅嫉馨メ鬼）沃で，　獲1質は一畷報恥碕灘い。　群／l獲瀦1の三1灘1、罫蒼が

、多く雰　遷（護鷺藍薮c　tむx綴r鷺　／こ憂驚秘・ものも膨）る雛遺鶏誌び）余斗

長，勲嵐新鮮で，わずか韓方解石を生じ、ているにすぎな

いの紫蘇饗、，、二ぎは乏緑盤瀦1形で，量が鋳く，～・・部，方解石・

麟、泥贋に交代されている瀞普通輝石は由形あるいは破片

状である肇その他，鑑1形の磁獣鉱を含んでいる、，石、麹

1拍導脅噴覇．幾騨）斜・長署1と／天争鶏琶玉」）℃幾せ一殴ノ著犬を5糞漆一力“ラ．スカ斗ら

なるむ

　男助縷は幕館麟と断層で重され，この触域では1と鷲鉛濠

羨製／寸1猛尋こ慨ン⊃薦一ずる箒桑義！獲纏嘉ゾ濫》・しノ芝起、蓼・｛撒“）1、走ダー 小護1．シキ i・オ嬢

よ考　し縁磁、、聴状の豊灰漫などからなるQ

　欝頬購ゾ（1、！．1襲募1（欝碧舞ll二）尋ま，翼愈鯨嚢蹴）メ駄費緯こラ卸殴ぎし』てレ・

　が，　こ撃）地域　（、、墨沢川沿い）　は最l　f馨馨で，　海1成堆積彗勿

と、轡烈激）れ、る白・色グ）総1乗　｝　｝　簸ナ廷、轡，　1葺狩鐸鐙グ〉業烈曇霧求ざよ叢ヂ

細かい三灘の発き麹ノた、！、，輪灰醜鋤が分布してい懸）。鋭

藝オいし水搭で，著しいi貌、靖、積を．攣す部分もみられ．恐ゆ

　．、i紅怖螂ぎ）縷褻／　藁 1．iジ＼の良蕊麟露こ尋よ1灘蕪終f費lj．げ轡オζ議翼1、1二1し、ノて

斗・るむ　祠密更邦1難｝レ縁課／謙翼薯四僻．茸叢奪菱彗勿渉ζ発鍵嚢し饗『v・遺）登

　ウラング）麓状

　含ウラン堆樵、，、騨は，．薄館／l瑠の羨鷹部に認め｝、）れる登発

、発さオ浅、』てレ・る1藤、募麟よ糞貰力穆鞍こ，及岐ノでv・るオ書肇一一薄騒まダム

　詣ぶどのため麟落し，現嚢鋒沃を1麹らかにすることが

できるのは，鶯沢の霧2，第3蒙，糞難だけである心ダムサ

イト¢）騰馬や一焦1竃の暑響．糟（；藏』麟1）の．罫熱騨暑よ／月、欝しノタ・揺｛ずくこ

とができないが，遠峯すると，難！びW，3ぴWの不整合

、．

1をも蝶ゴて塾マ雛縫繋釜の鼎1鰭こ摩f醜牡色の麟／疋声1礁錘塚一1カ§のり，

さらにその．ヒ部に変質安1．ll嚢が璽なっている関係で，

誌薦藩藁よ導茶饒藷）る乱戸は毫驚絶とブ激ゆて㌧・る⇔遠捲　舅獣ぽ陶

誉兼で蓼擢、警に叢婁底轡婆を謬1べるこ二とはできないが多そ才しに

ヌ，褒い部分では，〈）．毒驚難ヅhの鱒を；挙す。つぎ1こ，　籔獲

篤＿，　駕3　　藁について1洋しく述べる。

　第嚢露鰻

　、雪ン2雀暴饗は多醸魁尺と遡》幾邦1の旗＝碧荒、1慧か莚〉婁3（x）艶㎜焦1瀧

　　　　）小ヤ，麺）ヘリにあ、、）て，鶯沢戯働・ら翫熟．紮．か

に｛強蟻1している継鐸響暮1灘鷺ラ数した，よ｝に多護懸i藻の蔭騰岩

との不整合面より約i．6瓢、聾泣に鷺なる麹礫・灰審中

に異’常オ葱め1㌧れ、るの三　翼の＿ヒ1皐繭三ではシニ花1灘翻の1藍凱熱

に郷｝融（風化している）薪）魔τ麟y癒雛t総をもウ

た寮ヨ．舞瀦鯵葵のり，そ跨．熱に職醐∫ii壽のノ」・1瓜王3／漂を黛嚇聾拶ぐ講篭

、一の綾摂　婁箆妻．さ藩オ§璽妻なつて㌧・る帯・乙の轟嚢拶ぐ質鷲少禁藝ま野　暮

饗・．挙、．　母などのぞ演踊一を弩鋸み　（マ欝涌監湯から肇終糸壽室1れた），
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