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、．1流霧峰付き、愈こ1分布しているが，道賂が無く測定の対象

範な翻）なか・’ご二）た＿上嘗駐ま麟愚奮li善簿或より東音㈱こ分布記、．

葺　1策ヌ葺鼻麟、』暴弥溝り彗鐸u馨とに簗ぐ．娼弓慰オLている、、韓1霧失濤ヨ 1．1

線楡原…猪ノ谷閥の長棟川聚麟は醐）一9｛）雛PSの強度で．

露出が比1鮫的良好な箇所は8響○縫憾を；拳tドて柄いる。庵谷

峠付近に分布じている本累麟庵谷峠礫岩層が放射能異常

を示すこ、翫が舞建れ、ている亙）．　・今1蕎．14）調査では庵谷燧・道

内を測蓬瓢，、、たが，その結果聡道の1網童分が＄00嘩Sで南

半分が呂（沿帽85（）c郵o）強度畠を牽している、、これ／劇燧道

の爾1分が庵谷峠礫謹層のいを貫いているためでもろう，，

また東茂套1三図煽地域北東1黙の奥1、1酎近の庵谷峠礫毒彗は，

編（｝な鵜程度である。三謹百墨嘗瀬1隔地雲滅の享壌部，無．州、駈．流

の荒箆敷から檎峠慕至る闘，およびそヴ）東部の熊野川流

域に分布する長棟州累層の放射能強度もや払高強度を紫

している，、すなわち，荒，墜敷よ摯檎瞭にかけては61）○一

8（鎗“憾の強度で，豪沙岩頁岩の熱檬1で’は嚢（）（）む1）sを舞缶し，

4｛）一く嚢鞭3）
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特に暗灰色ないし灰黒色頁岩紅異常が認められる、熊野

州流域の結果でも暗灰色ないし灰黒色頁岩が＄G暮一懸矯

爆嬬の！li樋度葱有している（第薫図）．常願・、塗川支流小1．1

川付近に分布する手取層群も、．騰猷同様な結果がイ．拓れ

た．上市町南東方の記笹石部落付近の手取麟群も難◎～呂叙）

¢腿，／沙岩・頁岩互層の暗灰色ないし灰黒’色頁岩が嚢（沁

離psの高強度を有してマ・る。、

　東茂住図幅地域の跡津川よ勢大多和峠にかけて分布す

る跡濤汝想累層の放射能強膜：は7（X｝脚零（矯c薫購であるが，

砂器・頁岩の互層ぴ）なかの黒色颪岩が雛春一鎌〉｛）¢聾の

高強度を示している、，

　第蕊続騒　北東部の泊町よ撃小川滋泉に至る間，およ

び県境の境川に分布する太箏熱．舞層群は誉灘）岬蕪（｝勧輝の

強／慶を有している、、魚津帯よ！ラ片猟川に沿つた一道路に露

綴する太美山層群中に燭擶鮒であるが，呂蟹）聾講を示す

箇所が兇られる，茜都の福光町よ軽刀利・申河内に至る

道路に露14、げ愚太麹．t1層群はξ灘○噸瞬藻翼であるが，一

部流紋唐質岩石がマ○（タ欄婁○○離僻の程度を有してい1写、

茸爆川流域には時代5餐詳の石英斑岩が分布し，その放射

能強度は一般に高く，小ナ嚇暴幾付近て讐璽∈紛○一／，憩1）ζ箸s

のや』響Lい異常が認め1法）れる，、この異常を示す付、近に

は狂三鷺論状の半花梅岩質1燈が露出Lているので，これ麺よ

る異常であろうと思われる、，

　北隆層群は下韓1凄こ1ラ楡原・聡稲・緩三1慧山・八尾ド響川

の各累層｝分けられているが，放射能強度は全般に・燗

～酪〔）cpsを示し，一部惑（X）c叢薦¢）孫／弄なを有する鞍度で

特に異常は認められない．、各嬢麟別による放射能強壌！の

1差は「児ら言しない，、

　墨諜　鷹川爆地域

　飛騨変成岩類　手取川中流域の瀬戸野付近よiヲ桑島付

近嶽で，および、聡添州流域に分布する本暑類は酪○一翻）

爆懇の強度であ自、、大聖寺川．熱流九谷付近驚変成岩・類壌

6（）〔｝離弊程度である、、巌た北部の宝達露1イす近1こ分布する

変成，岩類もぐ灘航憐簗腰である。

　花醐岩類　ヅ講三1川．、1血流の新保出付近の花糊轡類は藝灘

～警x）蜷sを章L、掌北部の越知灘ぎ畢蜘3山付近紅小範囲に

分布する本禁饗藁も懸（）礁弊前後で，いず敵、も異常は1選、熱め

ら津Lない幕

　瞭盤懸　薫昧、萎礫岩層は讐手取川流域のヨ．味島・深瀬・

尾添付近に分布する。、本礫燈携糞塞縄（）岬欝○綴蝿を示し影

特に異常は認められない、、桑島朦妻は7（）〔）～紛叡壌蕪で，

深溝郵瞬方鴇が∫谷付近では総（1穫憾を示す箇所が局部的に

認められる．赤岩砂岩層は桑島付近よP、、総流の薦峰・市

の1頼付近契で広く分布している、、放射能強度は綴《）一8（灘

ゆ慧の強度であるが，河内谷付近に露出する砂鴛・頁艦

の署撫が蹴一総飯鯵の蜘鷺を示してい≧、

　新第羅累　三撃取州中流域，小松市よ資尾小騰蕊経て大

1三1屑上流に通る道路，および大聖寺川流域に分布する緑

盤、凝灰砦層は難○○醒蓉○倉£墨薯の強度を誉してい護＞．騒添

川．．iゴ流および福井県境の苅安峠付近の流豪史岩類は呂OQ酬

三，2（）（短轡の高強度を示してい茅　　大聖寺州．．ヒ流に分布

する流紋岩類も露OQ奪郷前後グ）強度である．津幡町北部

に分布す鵜北陸層群は蓉○○一曝嚢む鷺郷で異常は晃られな

㌢、要

　蕊濤　福聾県気雛幾

　宵盤懸　九頭竜州流藁嵯谷ヌ態鱗・1近から西方糞難鞍川流域

下潔慈疑子貧近にラぎ布する飛騨茸瀦し蜜類は§／鴻岬馨○撫織薦の

強度を廓レぐいる。伊勢変成鰻類，そめ他古‘l　lは　黙

岳図幅地域南類玄に広く分布するが塾350－4難○爆憾の強1鷺

覧飛騨片麻岩類よ！瑞｛至鰯渡で参る．慰酬騰域には

飛騨鷺成岩類と関係鱒あるものと、懸われる花樹岩類が分

；布す養。放射能強度は鵜○一祭（鐙爆灘の低強獲である、

　申撫騒　当地城に分布する羊取腰群は，大瀬竜職腰群

彰石孝敵晦鮒葺薄碁筆・赤憂藝1翻磐辮・罐戸鐘．層に大別泰れ・る⇔

藍一…（蕎爆丁）
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九1聴ル！蝋お、よび支流の大麟毅l／…iに沿一た遡洛には’認

1一『で灘一頭轟i酬、1群がン布し、ぐい惹　麟響隷 5／）／翼醐）

噺の強1．萱であ慈が，紬箋村．蓬野細客付近；1馨廷秋納川

沿い‘ノ）道路に，yy布／ジぐいるド穴、1、繍峯、繍の、嬢、償i．1　層よ，

7（継略α）（脚紘、甦ていソ　蓄騰黎洲．授懸r沖、蒙、シ付近1騒蕊

布す珊諺ミ！．磯』殿，嘱毫、8（1靴psの麹妻響してい

　『揖1鯉唖廟i芒！鱒磁担．〆「一（蒸撤削肩、繊葭．鵜瞭ド．難（）／）

唖鵬（騨の強度＝ど示L、碧、雛認めら才1、，ない，、ノ頴瞳川

i、二満、i終源付近瞬徽1篭唖l！、等、経、，鋼姻霧畷で，／》 、が

部驚（）曜の蜘：が1，、勘ら、麺る、

　　、轍iliル城後野付、繊籍）．購滋露11、箕てい赤燐醗

1、、群は醐極）s轡c・1、か瀞度幡i、齪）ら才美、ない、、｝、薮羽／摂二

流，池蕪鉾捲津源付1迂に沸する劇、，群は，獅q》s程

度の蜘斐であ・写ア，　饗川、1二流の本戸騨、講纏付1、猛に分布す

る本戸劉獄嵐ε／）（）威櫛噸＄で職も常は繍られな㌔　勝ll．1

市北東貿）北谷、露轡，小原に通ずる道路，お、よび刺劉鮒山

近紅鰍）一纐○ゆ淑ノ『壌へ高い強度力翼1、、鍵）れッ、これ

は擬霧になつていゼ）砂趨唇／i鱒一酬1鴎記暗炭色な

い更－灰｝、！、畿の部分茄、，溺渡になノアぐいる、、藩脚、，1、，癒貫

く流紋キ　／よ　般轍1　警／衡を示し｝ぐいる、，すなわ許　纏i

井吋蒲県蜘沿メ按峠付近のlll激躍摘、1、業、欝出状態は良好

であるが，生，鰍）磁．，蜘聯グ）謝雛．租，．，礁嫡川

、、購潔．熱滑近び）本難戸糞も細ψsの強痩を有之、、．・ている，、

また九頭嚢川支流グー瑞ず蕃州議麹組．、ている流紋藩醒、，

猟）略く）（）曜葱、紅．ている，、

　第蕊紛罎　申総融1．1．1撫に広く｝布す75安山》籍凝灰1 デ

，，翼は諏）補（）飯1茎）ポξ・異常は謙鍵）れ、癒い，．足羽郡池繊

村贈武鑑膨ダ面に窯　趨脚）魚羅麩遜絹近，翻）ζ病蜘

筆のや・》高強1曇甦ノ溶すのが認き～）られる，、コ稿強痩部

分には流紋翁奏嚢麟灘1民、ているので．こオ窪、によ茎鍵常と

、慰’／・）れる、

　これま、・翼述べた灘定結果から中生1穫手取層群の各地

1饗シタ」，こ，、よ・ツ放葦村能強農1を第11幾に示した：、、三響麟文黛捲羊は．嚢、

頭竜脳薪鮮い赤跨｛縛3粥、，靴区甥され，九蘇、継嘱

群／姉減層，；礒娘舞赤塚，i鵬、群は瞳燐彗淡なヤ・し．陸成

層、といわれ、ていぞ、放射能強度は九覆麹騨llはT…禰1

鋤q）sの卿魅あるめ烹晋瀞珊岬｛）oq）馨の蜘を／ふ

め，こ対匙“、「ヲィ襯D矯1．灘締は71〕o～80（）Cl螂、一一…部

鯛蟹の墨常／艇示す細励’罫諏られる・、

　夷，頭竜灘／欝群の1蹄聡箏鴎九頸竜州流城のみのもので

、緩〉、、本酬，．．，／，1、汰13（）（遍鵬鷺茎）繍）強／、費であ欝が，下穴

、…、、萎騨繊．．嬉層の蟹一岩が7（）（）一80硫P麟甥｛じ，池の
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礁騨、区域．．籍愈凝．沈（て広く分布し◎噂、夷顧竜洲
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翻i 1職．難地蜘紛布する’！，のば『搬にや擁1顯度を禽
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3，繰蹴／、毅）暗翼色ないし灰難翻構は，8（）（）擁9（欺騨の
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籔寿ヌ繍中の暗灰色ない｛〆／ジ賎色頁躍．，は＄（）0～9（鎗c猶
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