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麟動華放射能探・至による愛うlil県“東部撮蓬域の放墾能強度分磯ぎ！堀川．糞㌦央舜小羅中1丸）

差引いごない値であ添。

　放拷朧異常地点を一般的に定め≧難ことは購蝿熔あl／，

轟強度を灘した地点の岩質・露1、1二階石の幾何単的条件な

ど充分考慮して決めなければな．らない，、3）調査では欝

然計数の窯借程度以蓬　ゴ承した地点から，前にのベン蝋鉾

麟を考慮して放射能蕪、、窺也点を決めた、、

　次に各測線建）結果を地質分布と対比しながら説明すゐ、、

　轟．翼牝部櫨域（葵縫加茂・、懲那・瀬戸・明知〉註瀞

　この地域には花闘岩類が広く分布しており釜馨治．艶潜

職辺から御嵩1勢に漆・けては古生層が露i蔦L　呼いる。新第

三紀／轡は瑞浪・土li皮・多治見綬瀬戸縄・辺の旋陵地帯に広

く発達す恐．

　古生1轡は土岐ノ取1二沿9た多治、見市から高蔵寺轍通ず恐

遵路で良好な露出漆際られるが，放射能強痩は毒○○～⑳

○（1騨で特に高強魔地点彰謡、鍵）られない　多治擁、市北東

部治嶺可児郡御1群、y町濁辺に賂ほtす矯＞古生屡も600－7Q（）

（⊃薯黙，錘が皮市駁ψ灘牽お近のものも警X〉爆）＄程度て慧／

　花，澤岩類は蒲水騨型黒雲母花i懸岩で，ぞの放霧能強度は
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が≧剛舅した。

　この調査後土岐市・瑞浪灘縄辺の地質精査・鉱床調査

が行なわれているが，その結果放射能異常地爵＆数ヵ所で

発兇され，土岐甫・瑞獣市鍵諺辺に堆積型ヴラγ鉱床が潜

在するご二が明らか麺なりつつある．

　調査地域内に分布する花藩階質岩の放射能強度につい

て統計的考察を行ない，他地域に分布するものと比較し

た。調査地域北部に分布する黒護母花醐岩は広島型花講

岩類と同程度ぴ）放射能強度であ！），領家花闘岩類は低強

鹿で，東北地方（隅武隈山歯癒・北上山地）に分布するも

のと同程魔の強魔である．

　　　　　　　　　（昭聯37年捻月～3雛1主3月調騰）
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