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　i麟の堆積時における脚弼屡1斜の方肉はそ（ノ隔）地、鄭こ

おける堆幸責物…共給の方麟を承す之とを醗提として解繕二を

進めた，、

　北西九州の曝1柔懸伊礫幅、塗、野志佐麟佐世保聾平

弄』生、恥大島噸波杵半、1ン1職恥江，ll、ンおよび1濡列

島の一細こかけ甲ぐ広範酬欝　玖の砂寿，の1纏4エ3露頭

で／2膨碁姻定した　　　・これを堆積時紅復一元して偽層の傾斜

方向を舞1ることに，より，第三系粥・轡のll重緋糞物が，菰、れ襲で

考えられてきたよノに北東一東方唐津方1訂か1ゴ、ばかりで

なも1幸晒一酎勲茎ら｛、供給隷、たことを明、受）か類一た，

　偽麟を形態．1。纏極5認の型に幅7類し，野外における測

定方法，復元法，粒度婦　準・繭庭層の／至、さと偽爆の傾

斜角挿頃余／方向の　1鷺i頻／鷺とご）関係にげ　いて多くの慰i表

をイ鋳．気L．これ）を検討した、、或た慰一一露熱こ憲さいて多く

の偽層を測定い瞬　セの処理法とt．て，嗣　路真につい

てほ“一定ブ錨準巧婦穣，幻摘難　3嚇魏㎞赫雌

のあまり明らかでない場合にわけてそ激、ぞれ数例を図承

（1隔1・／ゲラフ〉し検蕎歯t硬た，、このことカら露頭におい芙

力嗣を示してい額齢1こは，傾斜プ摘の塑肇ズは約鐙で

少な◇一館頭に〆‘ンいて1補、1、1紹）灘走で茨分で1疑，る、皿と

がわかつた，、

　偽騰を地域，別・地！，1別に7類し，これ．らの偽1ア）走向

傾斜紹グ卸に落L、，鞭噸斜箸渡分￥1咽（走離）’，

傾斜鱒》の範囲内に禽窟れる、・1解）数で示す）および傾斜

力嗣の頻度分布図を作つた。、　これをS万分の三　お、、／；び

（）万分の・更の地形1霊1刺曙弘覧、．た、、なお傾斜麟購1度鷺

制翼およ「びイ頃斜角顔1、斐1分看麟の／乍り方を図：構1〆，こ勲、を

譲明した　この結果，繭述したように佐縫嫉、／，耀1患（湘浦層

福ヂ礪）醗蠣（1要來炭鞠の供縞妻、＠方向は，瀞し

薫で鍔えられていた購輔ノγ嗣とあらノこに、五、島方向か罫）の

二二方向か畷三1来し、ノごとが1恥かに、熱酬れた』の，．方

向は加勢層の厚さおよび加勢／，1が下位の罫　続　を侵食す

1鞭示す等届厚繍露ゆ．方勧性（NE一一灘71）とよく一

致することおよびこの熱劉騨線覆iにあらわれ、ている御厨一・

江迎閥の異常の1等5分（勧線図に棚薯）れてい豹で偽

層の，擁脇変る誌は注1三1霞薦噸、、加懸蠣づく尉、繋お

寧醐耀！礫　 繊1礁雪聯醐繕η1案瞬蜥1聡．9ギ礁盤．，
瞬『呼壌群灘爆暮ノ騨Ol、辞’・難無

よび深ノ卦，馬…響における偽膳麹7自）方陶性は下｛圭ンニの地繍のそれ、と

鰍べ 151二の岬とは不妻酷嚢境にレ騨ぐ，鱗給源が変

〆『二癒こ聴、灘隊する炉嘘、1、聾，、平荊，抑偽麟の麟獅

は漸1紡向の1．）のが顕騨認め銑，ラれるが，これは菊 噛
離瀦の海底1ぐに伏在するものと、轡、われ膳），，、轟．盤．轡が，剛韓

堆積物の洪糸舗乏1であ　　　二とを章斑、て浅・桑ものと捕言定され

恐 なお挙翻轡・IP獅鞠砂瀞，欝（ξ1鱒舗）の7…甲鱗嘱を

矢隣か津璃麟往を経、で江玉壁、菱でき、麹榔L．．，2L（乃｛、翻輯を測定

」衡菰ノ議裸，その方向の§／囑近く力叢N鷺一憾W

性を示t’，／為麟の方向に砂嚢／，　陣，・鋳、芝が増すことが知ら

叡‘た、、

　偽嚥の灘碇い蘇．、，／から，粒1，紫、ぜ壌｝繭卿欝の厚鋭：最

．大鎌斜角の1．1碧箆頻度燃の関イ系を乞ストグ鱗ムにあらわし

てみた結果疑獄と力寓わか〆癒、刺魏燦沖の／為癬が

薄㌦も籔・楡測定地、螂蟹骸5、、1、〆」帆．，ほ／’は
一
般的ゆ『1『1

糊纏沖に偽／、、繕鯉、、よく粥藩しやすい払・う意味では

ない）、、偽／の最大傾，i，纏画鯉鍵難愈灘～欝が擦大

で塗．体とL』ぐほぐ蓋1．三轡分布を単す（金個数4練3）、、こ麟鎮

向は粒度別にみたメ湯合も糠・認嗣様で．細粒砂岩と糊．粒1砂

暦とに〆・いてや》，虹り緩醸斜（三（圃5』「）の部分に最大

漆凱みとめら輩「し　　ダ，W　）愚、、中考繊看少鳶に〆＞いて，f為壕i撃騨）

鼻，乏超鱗韓窪その1撫聯渡との関係を講器／翻脚みると二，

1自牌銭度の最大は補ド位くア自）地ll，ほど（率i．㈱麟隙、招一

て琴平ノ嘱までの地／，．、1ひいて）低飼二蒙の｛藷のに現われ、

潮鄭獅痴誉，、この誌は下位曝・駐織総流速の速い1環

境下に砂岩が堆孝責い識麟べい嶺のかも㌃建駕な

い、1糊麟，傑誌について傷懸渡び．職大は，／ 、さ2（）雇3（）

ぐ瓢噂分に現オ擁、・る、、測定した範脚務いぴは前麟i紛／虐llさ

1、1数翻一2ぐ）（）盤を示すが，その心霧が獅ぺ3（）翻に含ま

れ耳轍外に薄い、各索層別にみてもほぐ講じ瀕1絢を糞

す趣これに対／㎡て偽層を欝む繊　1．体の脚3醤畷纏嬢

度をみ瀦と5膿／ゴス．ヒのものがざ黛潅l／定数の約75霧’を1激し，

非常軽多い、、この、歎うに紹　、）／，建に対して繭1、趨層の

馬きの非常に薄いもび）が塞タいというご皿は砂の堆積機構

臆にか意味が騒、姉に、1、蜜れ許、偽／，麺前庭！，聾の／、．

さ盆藩セ大ず頃碧鷺角義二の1驚に1意聡／韓矧！に｛、灘ン：農1矧聾こも関イ系を

みいだすことができな海〕ゼ）、妃，、

　’｝後のザ為騰によ恐堆繊条麟竃）解析にと蟻・て，饗隷すべ

奪点（獄，ズ試麟べく一一／女一枚曙酬霞1こついて菊餅葺

鵜
、

広く 灘汁ること， 一霧麟噸い網ll窯一・舷状断面／こお

ける郵醐の変でゆ調査，地1’購造蕾青鞘変化麟！灘変

化鋳麟係に1勲・胃噸る訓おなどがあげあれξ聾、、

婁学一 （暴疑》）
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