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地質調査辮灘報（第欝巻笛き号〉

1．輪形盆地の驚驚に分けていゼ

今翻の測定紅使刷、・た放射線測定騰ま従来使用してい

るものと同じで，M節鷲滋S韓罫熱製s導繰導蘇肇難シンチレ

ーシ覇ン・かンγタであ難．検出器・増犠器・記録器か

ら構成されている．検串器は鑓×鮮の螢光体翼麟（Tl）

¢職、囎と光電子増借管夏擁灘Φ就§隷縫漆払なぜ二＞ている．

記録器は放射能強鷹と，距離・轡石露出・位置等をツー

クす鵜黛貿澱）記録計からなつている．記録紙の送りは麟

動華㊤車軸と連動されるようになつており，約5千分の

薫の縮尺ξ認録される．測定器の電源は鶏Vの蓄電池で

霞働璽の走行申発叢機続よ琴充電され蕎．

　縷動藁の速度は道路の状態によつて異な筍が，比較的

畏好な滋路では慧○一慕藤無驚海程度で，林遺などの走行

条件の悪い道路では馨一工雛黛ゾ無前後であ矯．

測定路線は礁働車通行可能な県・市町奉薩遺および林遂

を夢地質区分を考慮して選んだ導

　東北裏欝本に発見されている放射能異、榊よ基盤花醐岩

質暑を被覆す導新第三紀層の蕊底都付近に多く認められ

ているので舞本調査でも上き記のような地質条件の地塘に

ついては特瓢留意して測定を実癒した。

講．鱗璽概饗

．厭壽流紋轡類・石英安由岩類・安山岩類が広く露出し《

いる，，

第懸紀安山轡，安山岩質火山砕贋物，火1、Ll泥流は蔵王

・白鷹・吾妻の諸火山を中心叱して広範囲紅分布してい

る、，

轟，灘灘結渠

測定地域内の地質の概要を山形県発行欝万分の工地

質図および同説明書を参照しで述べる。本測定地域内の

基盤岩類は先第三紀粘板暑・硬砂岩および変成轡類嘉花

醐岩質岩からなつている。先第三紀¢）変成岩類は米欝帯

南部紅小範囲に分布す懲のみであ翫

花醐岩質轡は朝1三1岳東部，長ヂ瞬ぎ東方頭米沢市南部お

よび奥羽山脈中に分布すい拶　これらは大部分が驚第三

紀の貫入と考えられてい讐．爆質捻一般に花闘閃灘旛質

で優霞色で粗粒のものが多い．朝儀鐙東都に分布す鵜も

のは，ペグマタイト質の岩脈に貫かれてい蕎部分も多鵡

また岩相の変化に欝んでいる．

新第三紀腰は地域内に広範畷に分布する．最下部の及

位麟・金山層は基盤居類を不整合鵜被覆し，礫尉・凝次

質砂尉・緑色凝灰岩・緑色凝荻角礫燐などからなってい

る、、鳳れらは主として灘置賜郡酵鷺よび上ノ山齋欄辺紅発

遠している．董蓼．薙層・古1鷲暦1こ相当す’凝荻質砂岩・砂岩

畷燦勲泥轡は測定地域全矯鷺にわたゆて広く発達してい

る．象た野織麟に相当する砂岩・泥岩・蔚ルト岩礁米沢

市爾方，寒河江市西方に分布する，，鮮新世鮭頚麟は米沢

市藤方に分布し，主として砂岩・礫岩の互謄からなつて

い播．第四紀段丘耀糠腰は米沢・山形盆薫慰の懸辺部挺良

く発遠していダ

　火霞岩類と更、ては第三紀申新世～鮮新世の火山活動紅

各測線の放射能強度を窯○飾轡ごと！こ区別して，放射

能強度分布図を作成し付図に示Uた．測定地域内の繊舎

で朝夕測定した自然計数および，一定の強さの放射線源

の計数を第三図麺示した。
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第王騒鍛無駄おけ難簿然諏数緯および敏麟熊総鞭1砿る謙数醸

，レートメータの場合ぴ）放射線の統計的変動による誤差

は，危険率難％の相対誤差を採用すれば，ド雛7財

》階憂である（ここで鱒ま計数率（禦鱒，およびごは時定

数（S聡）で熱る〉、第三図に示じた放射線源の計数値の

嚢化はこの誤差範照に入つているので，測定期間中1廻定

器の特雛の変化は無いものと考えてよい、、第慧図に同一

測線を異な樹ヨに測定した結果を示した．

測定された放射能強度のなかから異常地点を選ぶのは

一般的に定めるのは園難であ葛が，今晒は自然灘数の

窯．欝借程度以上を紫す地域のなかから岩質，露出岩石の

幾侮学的条件その億を考慮して放射能異常地を決めた。

　以下各測線の測定結果を地質灘布と対比しながら説明

逸㎎」ヂ

姦，薫　醗　部（関・米沢・薫庭・番妻山・熱塩〉灘）

　この地域紅分布す論花醐岩質岩の放射能強度は…般紅

低強度である．すなわち，高贔町から稲子峠を経て福島

県飯坂町方面硫至葛測線の県境付近続分布する花園爆質

岩ギ訟風化勲進んでおり強度は毒○○一薦鞠欝であ翫米沢

市関根か疹輿羽本線に沿つた渕線の花醐岩質岩と大樽川

瓢沿つた測線紅露出するものも600～総雛欝であ翫

　注i）暮芳分齢裏地形図麟

濤一一（蹴）
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鎖ii餐驚　1馨　力蔑嚢箋欺　る　縄一ミ1韓轟襲鐙憲文募奪毒毯騒輩1渡鐵1薫1図

遷

米沢市関町，歎り網木／竃ご）測線凱露出す蓬）花禰岩質岩は

やや低く誉○○一驚翫轡を嶺繰，〆ている．

　福、鵜県飯坂町より稲子峠に至る測線および陶町より米

沢粛に至・測線に分布する新第三紀麟の放射能強度は

藤○一総0叩Sで高強度は認められない。米沢市東部の山

地に分布する新第三紀麟は器○飾獅前後で，第四紀段丘

凝叢麟携欝は3題）む鉾灘！穣1，ご）｛薦箏爺髪葉で凄プ⇔

　米沢市西南都翫分布する新第讐紀暦σ）放射能強度は

魏獅略○魎轡であ鴇が，不動沢入織付近に暮○春一粉縫羅

のやや高い強度が認め筋れた，菰の轄．伽更た部分には流

紋岩類の露出が．獄られる，｝

　飯豊町および州嚢欝町矯辺に発遠す《燦1沸三紀層は鱒○

一総○導欝癒聖魔である建う憶白川に難ンつた量駕藩災では…部600

～6澱曙＄翫泳す籔所が認め『れる。春○碗押以、茎二を旗

づ一繕姦簿箭には鱗蘇蹴岩舞iヌう殖霧出しでい｝

　小屋川上流でも流紋岩類が総脅ゆ餌紺後の強度を示し

姫ぐマ、る、，

　米書蔦市翼黛部融玉庭イ寸ラ猛椛発妻灘す難第1鑑藤鎧轡／ま鱒○鶏欝s

程！斐の雛ミ度1て｝ある。

　鷹，慧　髄　部（左沢・荒砥・赤湯構舶岳魯手ノ子）

　この地域の繭部に垂讃韓葬i岱連繹、を構成す1も説．鱗岩質岩

が広範囲観分布する門西村山郡輯藁町よ）朝ヨ翔に沿っ

た測線に露出する花樹岩質暑は米沢市講部に分布するも

の、乱地較して高強度で，欝む一80雛獅を牽している、，

著寺にアプ響イド灘の量撫i隻痔葦聡出帰す．、）部分辣で輔験叙）～難獣）

（き蓋）sの高謬蜘糞をヲ糞し甲ξい葛指幽薦馨町荒1イ燕巽蟹湾ね力　蝉茎淵損

に沿つた測線の花溺爆質二慰も礁○一慧○○噸sを鷺してい

　叢男二市寺泉羅方の率壕娠蕊薪花1、鍔麟鰭鐵灘礁，象？馨○～獄鳩む欝

で叢裂・ン高強度を鎖してい》、腸，㎏粘土脈の部分では戴醐
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