
馨難：覧．ぞ＄蓬． 難駆）．難3＄（5窯凄．葱〉

　　　筑豊炭田醗川地譲の古第黒紀層放射能強度調査

　　　　　　　　　　　　　　　　欝ノ纏　｛疑太鰹霧憾

鷺離難奪嚢嘘嚢難一離難．薙き翼憂濠蕪織疑鷺襲欝総葺叢，《灘．ξ継灘夏』建窓羅撫，蝶瓢、狩撫潔，飛織謬

　　　繋毒纏鑑蓋難憲露．蘇冤謡．慧熟w畿，甕縫、簿重駕繍蔀鶴騨逸濃叢鷲鞍款繍

　　　　　　　　　　　　蔓》濁鎗密勤蔀恵賑欝懸

　　　　　無y

望k）s無1馨雛曇　li農、毘rξ．蓋鼠義㌔》轟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ど、無S離・轟（篤

　　τ1驚誌鎌黙轟《1轡蔦至蕪雛嶺）ガt乏慰欝羅甑1馨（蝶憩濤α賎灘だシ離麟葱’y罫

rOc蕪S捻爲雌　蜜賑紫　蚕壽戟／e毒窯礁歎〕f㌧蓋撲玄蓋畿雛慕捻．

　　鷺γ鷲鷺獣鷺、ず瓢灘藍瓢誌黛践ミ鷲潔t沁熱鷲藻勝琴誌轡）葱死覧講）無罵玉

蕪導ほ～喉娠《黙訟蕊襟無達瘍／i鷺魏t鷺（透窯論窺無藤煮翼・

　　　　　　　　　　　蓋．鰭　　竃

　簿慕　ノ蹴経i承、穿，よびζそ・鑓， 灘設¢）毒　　慧福1職　　1、¢》一受．毫、孤L〆’

て1欝　i、篶／昏暮資磁ゴ幡…£♪～二謎《ノ1琶麟姦舞2箋k撫撃　憐蔀鷹1融尋藍灘ご）

舞竃際／に：1、）致ζ恐レ曝＞瞬身鶏1＝1：1，lll藤，1区二｛◎嚢　　　　｛嘱細i／鍔聯滋濠鵬（冷

翠隻墾毒量綴．、彦葉　．蕉1癒．，＼炉、翌しブ敏，ン

　ー巽盤畢｛費！1譲し、ゾ慕揮〆嘉繋1、1、’窃誉辮1実ごξ慧認暴璽蹴麹ご蟹（x嵐1麗x暮

シン・ヂス慧一7ぐ筆　こ勲に難二がラ磐・》気二1也驚／『灘　鮮慧繋拶『賑

蓑磁婆灘博）を奮矧 i輩Lジて箏犠；i醤／、葺1）譲油1瓢庭、　L難キ．峯菖仲 1の鳶節騒

禽譲琴搬震　 翼静薫しノ際。

　き妻寂、靖、果胃霞翁黒牽謝1、、．，ま鉾轟．蕪揺裟、澤皿き）．）イ礫蒸夢轡鱗覆よむ一一薄

痘気　1熱鐵近駄無良菰く壽峯観協ノ蔑騰舞薮・　熱（頃》らオし難と孤み

レ、オごし．え塞£オ旗鷲）ブこ。，，

　算華磁！　続あた！l、鱗葉¢〉／　瓢を｛ノ、鍵搭零室ーノ隠で，、、1大糞無妻鍵奴

業所蒔鷺撫洲、　所鎌轡略赤臨　所の二か幅慕深く謝

憲1を葦叢／　⑬

　　　　　　　　慧恥　蓬窯羅i叫おぶひび交懸

　本議磁難、毒域は．鰍、！i雛衆羅髭癖一灘事観位夢嘘薫讃．窃i地1　ごあ

ξ）p　こ播挙旗戴！蕊嫁を／　　謎　　　望蛋熱　 冒ノこ1心舞鑓i職もき滅’）

てよく発遠し肇交遜㊤鰹はよいゆ

　　　　　　　　　　　藩．糠　・簿

　擁購履嚢注越誘域内涼撃薫雛£瓢よつてそ孝蔦獲ゴ｝，曙寺イ醤恥。

暴｛ダ．て浅・為節　嘩π聡＝諜一・ちτ纂鷺鉱鍾p糞）づ　l！噸プ7翼縫、鳩嶺玉。，．嗣鎌1

群薩畢峯蓑、縄、縁翠纏）二臨難　窪終」嘆、監懲霞愛鴛ぞ姦く聾洋戴綾　i酵1諏㌃馨

食難サ蕎総駕1・ナて．1；雛宴泳1墨騰菱警ンガ稽な㌻滋3拶畿なし〆多虞毛講、訓灘牽酬，響

も，、、．蕎内，漆囑執起較、をプ蕊乱’て㌧、葛様

　韓馨瓢駐縮麟，嚢欝籍

［｝二ks毒v

　難／轟覧、鼠’

烈亙yま裟嚇疑慧醸）隷敷）r置竈籍lyt無禁欝犠罫葱it憩

・　眠隅隷烹竃．蔀賑　　　r嫌識毒職蕊ξ髪無翌・講暴熊》隅

　1擁蓑濁蒸薫擬，簸プ潔こ庫

1・1一￥天、、辱り彗で撃｛

善・㌶．．急喀歎馬評蔦蒸藻欝

」ナ喬華／／ll財、二｝譲鴛もン態も1ひひ隷諺葵1描1、i君iオ鴛、歎雛ミ

琵「よ．玉1．1遜篤、rに象兵緒こ聴響ぎ楽・に・隷講鉱〆．肇　i醸プぎ

罫1艮、乙黛・声奪ぐ無』・郵薄卸も雄“　 紅　なξ驚／l！

　譲曇　灘繁質構馨慧発

　薦綴　　¶霞／ゴ鰹醗孝翻鋤二壕織は，　こ治

　　　　　　曳篤～、

　　　　　　，、聴　　　　　1、
　　　　　　　1鰍！　等　　　き5為　　　　　1
　㌧　　腰ギ垂㌧　 〆、＼　　　1
　　》1嘩γ1沸渓ぐ　＼　　ヨ
　　　　　　舗㌧、議，，蕪』、、・君

4、＼鮎雑、

以△☆1態☆擁

編協＼、一鵜
．堅弩嚇麟

　　　▽1＼図』卜，想駄

　　l　l＼1濯、．、』撫

　　　　　　、　　　　も一詳　ま達、　　璽炉’
＿＿，＿＿轟鮒＿＿＿、　尉噸　　 欝竃訟＼

　　　　　　霧薫縢　轍　　罐　　麟

曝7一一く導濤器）



　　　　　　　　響
　　　　　　潅

　　　　　　1　＼・
　　　　　　曳　　／　＼
　轟　　　　　　蹴
翻　　　＼

／／蜂羅、鱗

機　　　　　　　　じご　　　　　　　キ
　　　　N、・　㌧畢驚　　纏簸
　　　　き　　　　　　　　　、
　　唱　　　　頂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　で　　ら毒嶽、

寒§　鱗　　霧

…レ

，聡

．憲

、轟

．軸．γ。

韓］
　卜導昏．軸

○轄　1
「　i編　　紀き

鰹，㌻灘
i　薯鍍琵　鰹『
1｛曲

1翼　l／　　　　　4翼、）に、暮ξ

翻避　i
l妻’　　．1

　　｝

l　i

　》／弩
／

毒

、ノギ

γ
戒

　　　マ鱗類覇

才義懸　　嚢∫　、鍍鷺と

　噸　○…1 ）、げ〔ヨ嚇　

　凸　1（）（）㌦1，2導

　轟　1　、礁
　磐　溶ト

　齢

　懲

　　地難1、縄、、1、所薦報　（第膿巻　第7

　　　〆

　　　7

　　　／
　　　、　　　プ　・∵昏
　　　7　　，マ、く磯

　　　　迄鰭．、；☆撫翼．卑、・警1』を！、

，．☆溺鯵灘

幾閥蔑叢．鑑畿　　 1．．，聖

猿N　　蘇　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　級

　　　　　　　＼、〆

　　　　　　》態腕　　 ～　　製
　　　　　　　　　臥撫

◇懸隷毒暴警へ郵
☆灘☆，織濠濃羅＼叢

灘
、

　　　　　　　・沈減灘鍵灘雛

　　　　　　　搬態＼繍譲騨　 ≦　／

　　　　撃鰐多　昌＼、甕黙
　　　参　穐　　鷺譜　繋

／嚢鍵驚霧
　　　　　　　　・嚇鷲1、、1塗

　　　　　　　　　　　　、灘戴難醗

　　　　　　　　　　　　興購欝灘

　　　　　　　　　　　へ鷺二肴◎

　　　　　　　　　　　　　’碁、モ》　　　レ　裟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糖
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』誌「　　　蝕鰍呼、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　颪、壕轟　誉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爆、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・鰹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓼

セ ～

諏　　　　一　　 。繭
二

、＼＼で

『
ソ

〆ヂ

鰹懸

灘概

難

欝唱

＼
奏

鎮2鐘

堵誤畦ほ欝球鐸壽運　フに

＿顯鷹、、醗

獣　．薬　　　慧一

糠ミ．詫．撚襲k認’

藁灘鐵r、

謙／△
1、灘1ト

，・誓

　　　　　熱欝欝

鐵、擦翻

鷺羅卜、
　　　　 甥謝套，汽へ
　　　　　奪1二讐萎灘…、　随

．，、織矯＼

　　　　　t　　蓼
　　　　　　　　　　，

し
‘
ド

筑豊毅1ξ1韓碧“悪塩薮地鞍．翰、、び敏麟縫3睡、髪護図

　　　　　総一（縫暮）



暦一

解嶺難鹸1麟照川業雛1翼の毒鐸藩鑑．牽謬　　毒・ナ綴

一5灘ジ胃

だ蒙

瑠照

・薪欝

激

、嫡　諾

薩

鷲

l　i

義4

Glヨil｛愛ジ匙籍1〉

＼
窪

牌襟

、　7許【

附谷織

融、纂．、、玉、斐．とし・て鐵進達・す’　iご義駕三．牽趨欝舜1衆墨、f軽〉　（1簿蘇響餐義卦〉醗

ぎ尋．疑ll橿三馨雛勿礁褻灘．鱗 む　　駄導ミき／擁／　）罫　な萱；）てレ、）　姦窮

　　　　　　　　　　　　　1》右｛客薦撒牽引蕾娩）／麟l／事／まヨ蓼事購／彗

番膨ぞ　辮毒ピ霞ぞ／；大li離．．ヒ，，戦ア野鱗藁で舞、た至i灘轡を離麟饗全雪牌鵜撫

露嘉31鰭舞．飲・’賢　脚ンゑゐ“

　　　　　　　蝶虻翻縛）の離三鷹婁霞i歓、、篤る二雲患，1域グ）1灘灘　蒙暴奪、、試

姻講｛難峯き藩縛i．罫、斡努警“お姪で　 姦〆響三牽灘， 勲こ　1　ゴ著講象禽紅

’善　　し》努麺，1，、践ゴ＼Ψ。1、£ノ＼匪じ　簿　1、レ…麟暮をの・ぞきl／藷　1唆も兇〉

〕て 　　　　　1　蒸／　妻、・沁li擁妾し．’てfレ・；，　胤‘誌ギ警慧三糸驚／欝

は灘夢戚グ　／　籠露歎δミ　l　i／戴イ寸1逓）、肺

翫ポwカ．ンN3（）wプ瀞驚変ン葬，，．1，駿職す嶺鰯紺簿

造G蕎：潜難、r母糸麟轄・鎮壕瓢ノき、落i蓼箋毒険、棒ドー一ム／緯濃㌶舗欝爆めら

　賃滋叢浴，を走向畢纏1傘郵汰勲liの1騰麓鍬ぐ雄こ一一曝受瓢N薫爺一叡）P

、》，　霧叢奮／i｛1・一獄ドN熟を1妻L　 l東｛爽／では感（｝。（一ト）N～￥

　、議乳傾斜を灘すaまた1触1謙強多数の断麟鏡、隻じ」アて切断さ

謬．放射能測篤

一2灘

躍塁

・ノ鎌

湛

　轟馳亙　戴濁螢方さ厳

　、憲ほΩ、，轡類醸古鐸ぎ三燕三雁1お、よび諸衰、．嚇撚／講弊　とくに古襟9三

紀雁馨，こ禽窟、　放射能強度の善ざ・布を知るため靴塁各潅轡

（、り　頚紅》　・て藝一熱｛管と欝灘摂鳶雛とを密潔華さ綬・どて隊文身歪

毒譲撫弩窯を謙難勲！ザ．惣こ、

　難黙黍1数の忌期欝鷺綜調蒸餐購糾縛欝葺1舎（添1蕪町〉に藩3

いて行ない覧警擁挺！．艦黙難r！無で熱“ニニ〉た。　露護難瓢おいて

測定した1数鰹乏講誘然熱数との比をそれぞれ求鱒て比較

　　　　　、撮評ゾ，

　謬．慧　馴定緒集

　麟、畦、謁よ地、1詩、1こ．搬1・，巌プき，1数比を轡三’戴、無○灘一甑襲勲乱（）（）一

i．鍛，玉，鐙一鷺蔭乳．乱暮恭～L鈴　L慧給～焦］鶏　急鱒

へ’濤．鱗｝の導謬黛階！こ分1ラ・，　　ぞ濁｛吏購して象簿濤騨B咽餐糞し

　　　　　　鑑鑑麟瀦！三ドさ響 1－i・鄭置．篶一一墾慧　黛

　　　　　　　　　　　・　　　　　※i
蟻　　職　　名　 1　数比　い難定／麟数

へが

々　㎜｝㎜＿L、　、　」㎜㎜

　　　　欝…　　　凹薫
　　　　懸t鱗灌懇　 謄こド　　　巽

　　　　懸惹業　　　姦、．熟置餐撫羅

　　　　1晶書醤　　　　　魚　鐸　螢

鱗欝懸　　筑叢舞難繋醗’灘豊蕪星懇蕊蟹摂武麟ミ状図

黙

一lp二

竹

；践

載、

　1而u

　埋、∫

　谷
尺鷲、

　幾

1講

ヌ・幾　 1講茎

騰

麟

麟

腰

騰

　　　　　　　　　　騰1享自1　　　　　　　　　　　　　　　’幽

1一，㌦　　 瓢二　露焦　　愛畿　　彰タ

灰

王．瓢

漢，器

工，繍

蓋，○（）

葱．滋

慧．鐙

1量，欝

薫．麟，

薫、．鐙

雛婆

窯騨

鍵欝

欝暴

感雛

絡

惣

懸

藩

曝麟…一（§濤マ）



　　　．’鐸黛詠、

　　　　し

鋸矧

　　　　　　　　　　　趣、繋灘蚤辮1報

地／嚢鰺齢キ雛甥暗尋評伊翻数，疑．…蕊災

蝶　　　　　翼　、，徽／、ヒ1　灘讃傲

出

暴1
乳

礫　　　　　　　1　烹。騒
一祭、～凝！大粒饗少潔1象　注．総

中　　醜　榊　　饗　　慧、，黛8

総　粒　融　ギ、｝　焦，欝

混　　　　　　嚢　　蓬．憩
凝灰岩お導戴ぴ凝灰／．業、1驚　逸．08

石　　　　　　 燦　　儀．三、

麟

欝

瓢

総

総

欝

欝

婦1二

塚三享

簿、1

礫　　　　　　　　　　蓬．鈴

粧～粗大粒擁爵 讐　葱．．認

中　　粒、　妙　　磁　　蓋，瓢

縞　 粒　 撰｝　　1　三．捻

泥　　　　　　覇・　笠．鴛2

凝灰二1饗鼠紺灰茎繕1・　蓋．隻

薦　　　　　　1，屡　　薫．｛薫

鑓

烈1

蕪

纏暮

総

2慧

難

竹

谷

≦

礫　　　　　 岩　　！，蕊　　黛暮

粗～雛大粒砂饗　　i，（矯　　蟹3

中　粒　砂　　麗　　芝．懲　　慧奪

細　粒　砂　1撰　　1亙，纂　　38

泥　　　　　　聡　　慧．誕　　欝

蝦　鯵礁款ぴ難気　撰　　笈．蟹　　欝

炭　！、1　の　爽　み．　○．総　　婁

石　　　　　　　　　1焦，ll｛）　　塩／

黛

胤

費／雪腎

講く

麟

大

焼

禁

1轡

　　　　　　　　　　　馨

粒．～瑳難．大粒砂署

中　粒　妙　繋1
　　　　　　　　　　　“1ヤ

泥

4’。1

雛

門1弦
　ヨ

報～粗大粒馨許

中　粒　鞭　灘
細　粒L　砂　蕉、1
’謬≡三　　　　　　　　　　　蕪多』
マ鵡　　　　　　　　　　　星『1

　　　　　疑　阪質婁i

綴　灘　む　爽　み

石　　　　　　　　炭

1賄蕊裸を各地麟1纏鯛齢纏と
均・／翻第亙，慧表のようにな蓄i、⇔

（／．嚢　　　　瓢

○．蟹き　　鷺

○．驚　　　馨（／

i．ぐ）○　　　擦

ll。（疑1　　鷺

／）．濾　　　蕪

驚欝　　　欝

簾，鍵　　　蕊

黒、。璽　　　翼

i．纏．／）　　蕊

i．20　　　蕊

蓬，鍵　　　鱒嚢

薗．叙）　　難

○，鍵　　　　嚢

三．1繋　　　載

菰とこれ、ξ）平

繍盆韓壕畿ぎ讐、1ジ7

　　　　　　　　　　　　馨．緒　　論

　　薫．）写撚艇鎌、，、／！．，ぶ、．爺　1超、ノ…艦｝二趨い放射能強度

　　　　　　鰯．比譲、輸をノ奪ミし，最廓、1、1撒鍵鷺．婁で，こ

；舞、1魂沖羅書付近の織花ξ1畦灘4窺ξ乾）葛。

　　慧）聾　糞、i二一幽般，一低磯姉鎚．．測、、，これを岩鄭魔

ii激辻の欝．異）癒　　　、と液姦・（1．．謝》礫轡（i．

鋤，萩熱α．鋤，中粒砂轡（茎．㈱夢粗1砂岩縫．麟輩

紙粒砂善（i．紛，湛　麟（i，／、農〉，　薪、岩（i．鋤の類

　鵜ノー　，

　　紛　冠　三牽卸、、／、．薩…．斎数比億．導～2、8）を示す部

分，、．　、、旧、綱胤，翻附灘趨騨、、／き妻下部の翻、／、暗

　　（脳、化しノだ導　、1購、鼠、孫蹴徳、てい蕎、〕），＝レy

ズ状1、蓑　舌嘱　＿、｝多　　・　　翼る。》麺
　　1、，、、1二ん、髪、1嶺，、ノ激プ鋤癒い、，慧二鳶糠麺、ついでは

薦／異　’纏、、、糊比卜烹，．痴，疑》大辻麟
　群誓　出煽累ll、郵（1鱗嶽．雛）　ヌ報旺　潤　数値を示’

す、、二、、嵐、斑
1
“
麟 ，、穿きデ粘幌易　雛渡¢、幅い異，郭齢／、謹沸

　れ、、コしζパ．）たぴ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　儀，鶴糺綿月，諏，菱）

　　　　　　　　　　　　　　丈献

　　　i溺寵之言l／赫馳iヌ艶融、．1、、灘驚（特

　　　　　　　　　1、二放・嚇塗・、醤瞬1無瓢／；》いて），未獲熱

　　　　　　　　　ig鑓

　　　勤翻駿、太！鱗筑鎧麹“1購．癖擁鋳！謝館簿帖竿案

　　　　　　地顯脚朔報，vL茎叢，，蜘慧羅㈱
暮）環閥賊畷．恢葺，配、之i騰、際，“、l／臓嚇磯ジニ）地質

　　　　　　　ζ1　鋳、、1に敷射性瓢物l／ミの調一勤

　　　　　　　瑳　鐵，欝総

誌肩鮮｛、、欝1菊嚢文利ゴ翻耀、騨川郡下》、1抑ウ

　　　　　　　ソ鉱の懲、 験，鉱奨．i地箆，㍉鳳7講鮒

聾）松下タ＼道淡、鋼議蕪期纏構遺

　　　　　　　　　　　　　餓“之蔀，v菰s，N・轟

　　　　　　1郷！

／3）二鷹巧1二癖鞭ぐ第三紀擢一，顔翫

　　　　　　v｛議、熱、薫鷺8

偽　1、ξ、、、1，．！筑麟鵬駆溺｛獅膝蒲三勘轡

　　　　　　競度妻澱準購，地質釜誘月報，

　　　　　　v遍．鴛勘．鮎墾購
＄）中．讐，、茎、一潜2名漏，覇鱈、駿懸駆1緯働単叢嫡磯探

　　　　　　灘 舗、籍，地覇玉祈熱報多V砿灘

　　　　　　　N）．玉鐙灘

簿一（幡）




