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尋東，　嚢講類藝、飛麺ヌ1と薦嚢芦排餐準礼馨二銘）くこヂ才／，尋じ餐薫獣し、甲ぐ裕・る。

ふ誠．．1．二¢）ごと力繕一）」メ勤刷ごウ響ン襲シ議餐麺一むノブく講ラN激ヲ　ヅてきノよ

地質的1急で陶1’陪葬ではなく遥．娯ノろ背斜部にあた唖、）もの

と斗、ン乏る。

　（筆））　、翼常鍵．窪）嬉と、4ノど1器こ，　浅＿｝劉癒1イ鋳嚢編を示！ノ，

オゾつ霧主悪褒お、よび寿縫嬢妻糞．費恥墨μ、綬“禎：肇擁ヒ際デを・介嚢三して

いる葺

　（鷺）　こ才しらグニ）ウランを！繊停するぎ驚墨鍮ナ鐵1生∫…舞鍾嚢率1業よ，

乱・浮つ類》る　 種、奪簿、ノ嚢・．縫我オゲド憂、，累こ麦）つ伊1重賦難騰膏kl／よ勇　』・讃

浄箋、もi㌦1穏タドとされ．悟て二丸・るゆ

（誉）　購㌦鱗一一金丸蕗癒域蹴醸癒質とゆ嬰ンの麓状

　　　　　　　　　　　、鶴津光舟

　一一一凸樫く白勺プ訟ま畿繁舜1よすて雲こ蘇鍵ノ颪／～ここ、と漕§‘銑）り夢　聴難ll襲振迂く

宰蒙｛　1一』る』ノ、1ジ、蝋懸聴無／．ノ，　こ二こ1、刷ξ！i罪磁、，獣ノミ1ナを藩う寺ずる“　｛二

薪）幸迦ま炉、賦よ凄　溶鋳　蟄ゴ艦と欝壌1ゴ尋難i麺）淵麟．1描i葦趨｝欝蹉）醤醤鑓1こイ

し，地質学。．ヒ，、／愛なつ、、ぎめとなってい蕎ので，

桑こ編糞惹重也葺戴との1、／癖を薫餐■く敦血磐

　鷲〉ぎ慧こ登　薫勢習“一撚縫ll費　とく畢こ趨魁猶菱鑑〉ラン書ぎと糞／舞墨濯乗憲翻こつ

いて述べる．こ鋭）累繍は，、鮎ンラン・アル欝一ス砂岩

（20盤烹士）事宥讃灘“礫；器（（）岬1（x》翌薫十），ぞ1麹蓬肇沙・質頁鮭垂（烈）（）

難一），坤庭礫岩・（欝（）魚窯）のi，／、1に璽紺二なっている軸坤魔

轡質貰唐は，小i翼櫨物化1揖，蓼（爵、鶏ツ欝一一一ラ）を多ノ　動

るの」二“ド2／按）豪i樂一岩もも叡蓑尋勿ぴ）／旗麟心を’鐘ノ1∫冠秘・る台貰ぐ・鹸欝）

礫轡は罐も大きく，淘汰はあまり良くなく，強生護贈）礫

が花謝岩より多い．上位疏）礫癒は礫が小さく，淘汰が良

暮6一（㌘慧8）



講義　1霞　璽こ　露

く鋒　灘器醐岩1維漆葦馨黙持曝　’含ウラン讐少1轡博よ♪ヒ導蒙1喜晦蓉競太漆§、懸

く警濠養石轟石婆戴に1
ゑ

碧駄き　響1欺i塗に1玩～許肇　こ才紅。懸の髭襲藩曇の

厚さの変化をみると，越戸付近よ1ジ爾方に，、嚢た神蓬付

近よ乞穿購方，北；方に行く羅従い，厚藤を・増す。礁絵㎜鍵讃欄翼

レ・謬貢こ献舞沙．轡漆繕二くゴセ、、耀、～、勤る｛頃1韓癬鵡み）嘘駕る“

　これらの礫岩・砂唐は湖成あるいは簾．1弄地堆積物と 一自自翫

縫、1フ導讃燐ら才もる礁

　な建3，’禽ヴラン1渉岩を舞響方にま嚢蹴ぐすると事　蕪　 環でξよ

／戎！鰹の耳くぎ P
二

な牽難レ・アル欝一．ス砂輝難であるゑぎ，黍霧驚壽馨聾1

では属鶏恩渉講蟻じ霞鰹粥三の互／曇器勢～膜翫や欝1，〆い絵　さ鍔　　籍葉．

欝皐翼獲で寺よ黛1礫霧の鼻質湖三にヴラン’を　跡／曳ノでレ・る窃　こ才／、ら

の翼常部は大部分，基底部に発達しているが，蕪難灘寸

婁幾に！煮，蜷』ド貰敷貰瓢の変イとに菰女り1集・しプ之と鰹、わ才乏．るξ 窒登

満ンぞ少。繕妻渉ζ発 豊し，て㌧・為難嚢醗疑にこ．の塗数ま戴のソく1驚　 磨の

！緯！i敏に《臨・て蝿〉三塗〆くた瀞　　　　　　　　　　　（』榔馨喜黙）

（彗）　串藻付近の糠質と癖響ン麟産状

　　　　　　　　　　　鷲田、蜜、ジ受

　この官ラン1、1；呼馨欝籍峯1ヒジ谷讐と瀬鰐彗／鰻ヂニ）ゴ琴ト灘翼こ／疑1論

1凶、，諜三舞髪、疑掌邦1，i、．．糞．．1二縮∫の藷妻、聴昇鋳中のものでξもる窯琴夢一…部

委よ感1．賓窯タ）一ヒ餐浮韓ぎ）、、1、疑撫馨蔑藩許舞1こ桑勧婆乏鱗さ才ガてレ・るよひ

でであるゆ　ウランの製蔑漉熱謙．蓑灘糞．L淫畷糠欝髭1．1．瞬懲の花1客衰瀬繕妻、聴計

（』隔薫　擁愚レて二一糠鞍こ分1布し「ノぐいる離

　琴鶴1搬のとこ．際）警　この擁1江に誰鷺！ナるウラン舞叢群ξ¢）馨響夢簿鳶慧

、蔀、昏謙驚碧鐸、，、聾恥1。1、溝饗ザ秋1三蕪殺翻欝汐）1擢建乳壁曙の謬1黄ツラン議裟

！書のほとんどが花満雀、多｝熱の不整合面こすくぐ鷲く／

す惹のに対し，不整合面からはるか上位の樺／蟻．、最上．部

申に雛総することであり，鉱床もレンズ状　σ餐 鷺業．欄蕪

驚）の鉱体濁．さ約囎灘叢腰の！l鞍こわた・ゴて不規則

1ず雄1ず為藁i墾：購藩の撃霞楽家象深毒蔓警）撚牽懸鑓の灘也下《ノ1、拶妻

で襲　諾嵩ぎ（）．（）〔／4建ご畷女ひミ／）．（）（灘％難譲○暴でよ瓢．ひて 羅護薪三

にオ鷺ける、購｛立よりも嚢くなウてい、1》無　1　　（撰麟鱗灘三1）

（の　瀦鷺谷・繋選卜驚嚢ノ鞍肇叢欝域の鍵1鷺と摩攣ンの薩状

　　　　　　　　　　　傘奪講曵．鋒覇輩

　、調二霞．難ゴ籔内の．地窪．／葬蕎裂噛ジひぎ薪）；鰍、）三薦りて1毒、ひる、康

　薦谷（1．1赤谷炭醸坑内およびll励ζ谷炭磯），三川（申ノ

蕃ミ＝1三至、ミ！爆碁慧部鷺の懸嶺1煎、黛）において／よ擁潔“嚢遷と饗愛噌ら渚彫

導ダ鑓　灘3無鐸に隈』やい唱ご1放壕餐薫鋳y常壕三き芽、．“め辱オ陶た難

　醗ウラ城よ，』劃i村霧ケ沢『唱ξは厚審馨一鐙騰で，

｝鎚ド肇、、、，こはマ議畿舞　 ）　礁駿の、みゆ諏つ顯騰懸鴇覆類樂壌量治竃．、蕪めb

れ菊韓　島れ、よ1タ、．1騒寛は、、凱とし』ζ二隷醗襲．鍾ないし凝建館1少藩審

で，継粒砂岩・澱饗の薄蕩言麟楽み，きらに石蜜銑）るいは

尭　璽頁藩卦懇勧を虻頬訪這である欝／　　は申1纂爵諏ら．ヒ音葬にかけ

壽獣　毎》　｛寸　 黍捻 轟　／繰　季ず　，鍵 1塗　 磐i　｛嘗　圭鷺 火成嚢

懸iiぎ　1肇

眼i　　新　　期　　殿　蛋1」　．量麓　案勢毫　物

紀　　　　　　　　　　　　　　癖　　　齋　手轡　難窯　鷲瓜　∫蕪　穆1

騰　イ，

、艶　　重熱　　穣　　ま吻　 獣

穣

積 漢1

プぐ　藩爺　1．1、1　憂少　壌・

第

瀬

警

／粥　 ？貧

騒　、渠

マ

舞隔讐

麟

；蒼妻鞭、／．羅．1鷺轡

擁1葦少婁寒夢義葦、き

　　　　　～

　　　馨泥嚢　　玄　　」、藁　鴬

／叢／彗！l

花

ぜ渉　　鵬雛樂燦一毒餐暴1

爽　　1愛　　叢罫　　藻妻

i禰

津川

類　花

ヒ耐　　　　　　　　　　賑峯鎌翼　　　　　　　　，，丁峯

1、縁

璽　　善乏　　灘三　　、、鵬1

謬悶 蔑

望．華　識1饗　磁　 滋夢嬉翻，謡毒

無　鱗繭1．鐸灘，藩将1

ギ藪　／匡鱗　　　護

類とゴ、疑．られるが，地、癖1噴＿奮まれる砕、職物・職化濯籍

植物化石などから，浅海猷堆積物と噌える鋤ウランの漸

壌ず量韓　 簾の癬鉱部（～コ1くにノジ諾一ノのでU暴〈為／）議純裂

解（），（鳩％噴あシ）季叢燃剥ニヒ融誘嶽蒸ゴでは夢u訳）窃（瓦（x＞3鯉

／），1）擁％㌃物ある難このほかP窯05が圭，　報薫碁．9／％　鼻驚

されてxイ・鵜藻茸分（ノジ儲一一ル）もあ雛桑　登とUどは率鐵蠣

繕、数を示す曇，ウ警ンゴは薫晦の形では発舞．審れず・麟雄1麟

中のものは案叢ド喰鷲爆肇籍鷲澱ぎが多く」翠ら才L窟　　　　　　

てひ風ばんにみられるが，きわめて酒ま．藁が激しい？えに

護黛膏1癒も．鷹しい“蟻二さは纂・す博唱も庵鼠｝礁鷺動ゐヂ即ミ欝，　む・し

るお縫1鷺ともい肇〆く継1豊1三・讐のものであそ）薙置次遡舞議繰？1叙よ多

くの萎，掌ζ、のli餐講覇、）難離鳶頓糞惹めら尋L撃　識、、1葦討灘1』ζの呂細顧｝

／、、量を承す部分が認められた欝これら（？〆）厨都的な蟻儀含

輪享鵬二餐1穀1淵量ぎ○，〔擁慕％であ導無

　赤谷付近の爽炭欝獄、，は，糧粒砂岩彗遷、質繊粒．砂岩を主

とし，総粒砂岩・泥岩の冨獣を拶瓶また石炭・炭質翼

暮マー（量総嚢）



地叢．1一、、灘．雪一壼所．警轍（窮慧、野第銭号）

岩を挾む鋤、響、）る⇔かつて繭、殻謬鱒納では40難

の鑛、状の緩麟が　翼継れ、藤1譲勧、堂藩が，燕、綴・顧

噸聴賄への奏緊化が鱈1耽1拠〆い。　潜駕、は　こ紛

織の嬬1　緯とも　く，ご押、．滑か三、釧嫡鴇のちす

い穂・がみ瞬モ．嶺認ぎない。．放麟懸舗急三りllの嚇

、無くと剛懇こ，脚，．灌μ、一，図／l　醸騨職ン1，曇、．詞め瞬翌、ウ

麺　！蓼、雛然計数の3～紹多婦，、嚇ダ簾1二濁蛉／、蚤で、紅）

、総○

　津峨莚戯　隻，繊し』◎纏／墾）な叡盤靴、．、㍉て

ぞ、1洲／　驚達1細るが，瀬筈な書絹縫繋常は、、め1）賛な

、／・鵜　ただ潭糊鞠凝〉．餐弩　粒ノ叡癒嚢聾鷺！こ』／よ荘三i、3　獲虻爵を藻樂と

す．懲礫鞠ζあ．って，わマ　かセ嚇能瓢1警があること妻

　　　　　ゴ熟、ばならない導

　本調、藍．、三で韓二鑓矯’齢或の；1慧懇が地1メ　充分1・　縫野るこ

とはできなかったが，蚤塁ンラン露の分布し、ていること懲

考寿療，望）ので，今後さ夢に杉討の、、訪難ろ苓。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（、起料部）

④蕪盤麓講蟻紅瀞い喋
　　　　　　　　　　　、臨津光天

　　鑓蓑．1地　）1茎宅譲窪　一ま，　二大きく巴），ぎの3つのグノレープ

鷺分けfiれるのそれらは、ざら，、『1いくつか鋳l！にラテけら

れる⇔

　G）ll鯛蘂1花雛、醤響靴1ヤ状花難覆1ぐ大鱗晒薩）締藍

粒帽落G　i！）
　（慧）紳瑠粧齢　l　l．鱗描紘閃雲繍、拝、覇1（大樹罫

！》中繊1．、編閃　響ズ、1『i三i銭ぱ戯菱薩川獲ID韓斑

シげζ了、1、葵ll　齢（．、鑑、、さ肇　，ノ曳ノ　舞．遡1．鋳鴛、よび葦一　　1ン）

　（のコ　　　　1中樹穫、、麟、、．ll㌔矯雛マ1・（麹謄の

愚
、
欝

舞　　　灘：マ蕪澱置1．癬（零／衣オ鴛よ鶏、身ξノ3、蔀1誕）

　頭嚢，護融多　、葦　／線1まノ護、震，熔，　餐舞．眞轟li難・辱　　の　 繭を／、翼・ノ之Φ

載お論擁捷．ξ1灘、）疑いが、／．り，総1麟，i片麻影建額漣淋

薄え1）れる⇔2，81戯二1蕎紀花騰岩、と湧えられ急導

　　　菰よさ鶏鱒、二講挺繕本ぎ）難、爆　じi才蕪騰韮　　蕪．、入穿緯を，

から北上帯購癖購瀦1；…／土越、 一…羽越帯／、h牌　1実が，？、1欄

1．．1罹i灘塁弩マ蕪轟．　彗1（2肇3ζ）プノレープず），激鉱塾鰻l　i操繕艦惣こ≧

ま琴しる“　噸翻く1こ3／よ慧く、1、轄芋慧、崔菱監擁馨！二き童）麟デて置縫く’レど～

秘・る。　　舞1亀グ）／鞍l！奏チζ幾も憂聾齢．誓涌1亀1当／　／ヒ、嬢　1しノ激こ権三

籔包持〆ている⇔

　鳶灘鷺馨輩敦数．i、／搬塁2）際欝還許ご馨こき　』・く’、）治　）浮ケ

瓶礫撰・（申新li妻台　翻瀞　いだ、墨，葺』陣《い⇔が，それ．‘ ）

は、ゴニにあげた花騰卜鄭σ沖署，つぎのC勤うな、髪！の．転1コ）

づぐいる傷砂川（早i三駐縷），ノ、卜，、／1畢翻薫（小／l哩），　警

　（洲か小携、曽し），ヨ洲，赤谷（努、｝ノ彗か小、醸1），五頭．ll

　（草，水D，藁峠く実川か小川型）沿、麟，東北1勲麺〉態

の麟災のも4、）は，花瞥（蟻妻、、婁気；顧、、、爆D，i観讐潮（ノ麟擁．1藷

1，繁齢、大内錨、鰻（隔鞭花嵩、岩）で，いずれも1糞賦隈

1職ご糊の職1癒灘i撲嫁烈オこそ才魔、テに近いものの、五にの

、℃）ていぞ。．雛、㈱あ》げたように，・、・ウラン雄 著、密と1麟婁の

、籠灘歴、び）聞｝よ／　）か拳、）1編躍翼が、i慧めらオ～る②すな才警も整

その大繕窺ツルかノに．麟熱臓んだ轍／銭琉、灘一花

溺閃撃．、，ξある。このような1花崩嚢はや槽ン禽．簿．がやや

1、．，ぎい繍韓が噌難が，縫の花齢舞較（ミて特／難勤磁はい

いがだ、’・，、／ノたがて，何らかの関連を続膿）ど婁謙，

ば，1二のような花繊！憲韓ミより風化され漏かっ式、ゾ）ではな1

かメ講か。璽）もろん，耀、擬轡型のウラン／轡ミの生成に

は，

鴛

　1装の穆輪繊メや玉薩穫蘇誕歪滝（1地質’趨約靴臨£装化’趨導）も

燦築件で鷺）、詑はい）まで妥）ないの　（，朗郡）

（粉擾井地域の航灘驚翼測還

　　　　　　　　　　　市川肇卜一

　；疑井地懸：の．地形測。；1、、、購裁尺！／5，｛槍（》，灘横3（）k鐙霊を

航　　 藝濁　1で鷺なわれた1堂こ二れはケルシ慧プ鶯ッタ・一
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