
1講～寅要旨遮

⇒篶1簿薫蕊1頼穏騒｛呼近の峯欝態葬

稀三川　ii、握　　耀1田，芳鷺1

　こ．窮辱也，塚取よ．．栄ンiヒ欝1本i勺・1智のン翫㊧激繰斐藁期箏にあたll｝罪ク“り

・一ンタフ．纏、爆滋こ・含ま婆ミ、る。

　1、）　この．地域の．、醒．三罪はンいわゆ蘇縮．騰と驚こ才1、，を

欝く閃雲花醐閃緑岩を慕盤．とし，　』醗は北東隅船転黙縄

と鵬こラン唾業3一る。

　の　参葛隔三嵐系の妻畿“下ぢゑの．地鶴韓、一・鞠糞5焦牽責婆鴇を念むゴ）｛雲ヅく

部分はい才．．）ゆる碧卦一◇汐7を！l寺徴とする　》ok繍1鷺

£（）灘1玉xで麦誘），その痔祷こ少なくぎ慧層幸讐以 1戚　～一、

幅講と覧　1調薦に美毅く 放身寸’i生鋭契1勿とが　 蛋）ら才／　）“

　3）　　1麟近》）．i’也簾1を不i嘗合／こ』お1舞つて1聾　君　　　　ば

る海鷲野薄が欝墾墾、卸るゆ　この．馳護郵よソ毒1げ岩質榔　　㌢と：　　　色

シ・ル／・⊃鳶、との茸1麟力隠らズ嚢拶，際琴費蕎をはさ芝量。こ炉才ミ．鍔、）の

ず姦ツ馨の、1辛、擦．愛帳二努V・ず才／，も涯ヒ．，かに、ll獲．く野　薦華ソγに牽随叙菰と〆㌦

る②！去く追麟・、爺れる癬i色流紋岩」綬再凝1遷彗1適，　舞奪、．，、薫一を

醗く顯罎二、聚1、1、じ密とともに肇マンガン　こ1、壕ヂ　1ヨ戎1に膜露墜／．／

‘ご』悔るL琴鰺え．ら漆駕獲）台こ摩）蝿1、＝1ξも… 畷郭の妻也藁或ツ“、

な、ビの変ノ霞を．ラけている蜂

　1）　13）の3也、馨とは整暮杓に玉鬼唾’欽条預餐煮岬串紅五碑評繋を力三

　　1し，軽1濯質　　　｝の／響をその下部に韓肺『む。中紅

期1に良女蕾な蝦．層とな蒸　灰容が麺紺覆はさまれ廓⇔3）の

ともに槻の織部か莚帰緑醜醐薦／）．錦叡産する。

　5）　動、／i　＞瞳、　靴フ1　　蒙に津5ゑ㌢い筆海、ノ或の1頼髄層オ蔭ン

　　　　　　　　　（、地麟　19　　　　 9馨魯瓢）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 マ．L瓢1

　　　　　　／　懲1内1資羨誌耳　　　　　　　・欄叙燈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『『卜薩鐸1よ

　　　　　　　　1、1義　1公　内　麟　　　　　　十35！、｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　従＝
　　　　「納

　　　　　　　　．／k　　　　　　　　　　　 2蘇）避》32〔）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Tlゴ藩1

　　　　　　　　、ll…i　縫　1鰻　　8〔＞o一蝋）（）　　申紙

1随　　 1奮灘

蕪。i　　！辮

十250

一1－6（）（）

臨堆積物が認ぎ　》れ轟韓低泣の2段／灘は大谷・射層を不釜

すにおおい・叢も竃（3擁する蔦位の段難は，大谷地1

とは僕！嚢　1眉で、熱る。

　　　　　・ 順い猷麟雛縫声…ぎに，3）いの堪糊／八　縛を

1　〆て黒松内一層に対．比されてきたが，’，r、　，のは

騰1舞統に・3）は隷1縫薩受鯵八雲統）1こ，盛）は蕪、鯵i」縫

　瞬北され之考え擦辱　　　　　　　（1北海遵支所）

北海遵熊署町付近鐙新第灘系綜ついて

　　　　　　　　　確煽　　1蕪　　　　　　董p　　　岬ノ慕　　．．澄

　　　　　　　　　　　　　遵三の、　蕎。嵐一　慕漁婁キ・七するゲ

　リンタ7地域に撰、ノが傷地質構造巨iな琶立置か1叙る、≧礁1部

」餐1横盆隻堀沼一、，、、薮一久還野一l　lノの一藻三哩　t季蕎ゆ

　今購鐙離／濤．研究の結一繋，1織惣離南地賊う新鐸ぎ心懸紀娯1誉

　　　　　　　　　　憶れていた，聾i艦iノ軽・齋騨聾，窮穣聾，縫層・

　　　　　黒松内麟に率§ 、iする1。ド地麟が，．ノキな断層構造

　もなく・梁斜構造をもっでフ蟻達し1剛雌・　　各竣擬1賛関

　係が明らか七な・プこ登簡略にその層序1灘係を示すと下幾

　　騰羨瞬は1蟻成調）、火1．舞ll　篶1、撲ヂ

2喉、》　，，　　　　　　　　　　　　　　　　なつている鞭　叢！ii

　　　貯三躍｝内1蟹・こいたる地1・｝欝韓こい卿　1”り　／　ヨ婁〆丸

　　　『』・猷に一部　 裟、疲関イ系を挙憾　1乏が渥汽詳れるほかは要

（審　　　質）　　　　　　　　　　　ζ、縮生‘吻〉

態　 零避資重藁．霧弄質～疑1獲ヂ．働姦

塊状鉱ノロ蜜　　　　　　　　／
　群　 蓼齢鍍器グく　　11、1．翼　　　　　　 l　　　l難　　 こ｝よξ

　　　　　　　　　　　　　　　も塔質泥岩，シノレト．・，釜鞭二繕　　ゴ　；霧乳虫化濠ぎ

　　⊥、．　　　　　！

華　色顔諺髪壌、鉾凄　　　餐醒嬉無

蹴1類ミ謄，熱：1茎鞭礫媛　　　海脚一・化蕎

羅プ蕪重概碁、賦／

ンf瀞1，、妻よびオ、誓賞撰　　　　　 一　セL化慕

騰1∫／ 霜資緯〆羅就　，批ご、1ミプ欝輸ンラざ　ト

～

着卸する。漣直槌創濤をよ！黛イじ蒼、Σ 、難　三ブ、二2サイクノレ齢ゴ焦

　1・1）　1頼榔l！壽とを，』戸｝靖ぎ歪也爆1を緊鞍こ1－『ご畏ノ薯ii　畏と、懇オつ謡／メ

る1崩1召丘更のプぐ谷．睡、1鱒7弊分奮する無この．嘘3驚　は3．段の凄幾

庫　 葺　葺　一　 一　　 要懸魚1鷺学1レIL寧3ノ・1 ・《酔侮

！　　　　　海る9関1メ　＝揺　鷲1ミ下’署擢）擁孟層を績斜彗』墓釜

雇姦、こ諺う費、』鶯驚）火1 i爵蕪懇雛錘で、亨　＞ゆ

　時代の決驚の手ゆζか1登とな鳥も融とし　／譲：，吉題層か

ら藤1琶　轄タ龍石・三ギ来・｝が藩訓緯》曙下麟；ン参ら騰鐘する警棲

i化ll娘ζあるa　ヤ 三岡1藩鵡君労蕪す　　良1イじ欝を汰網麟遜．へ雅1

（．焦｝63）の幸浸誓、二、柔尋と．κビ薫ダ撫教ヂ捻～診劔～蹴～，矛灘撫．y溺漁

Gl｝一一（3購）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ毯　　婁ぎ　　　　望繋　碧ξ1　月　　寧建

｛コ・躍～∫む畿，駐耀燕ζ撫／ご騨ゾ、え1、ノご4壇ノ～麹ぜ勇（期〉贈4賦9η！ぐ捻誹～馨鐸摺騨擢芦潔シ

c捻君y騨醒痴ヂ‘ぎオノ～賦y《耀擁ぎ，／鎌磯P～δ‘～㍑翻♪《4～，｛2擢ア総紹評／齋

プ翠！｛騨，　び♂隅鐸ぎ　／脚嬬ブ、ノと4！認）　κぐ4濠破ノ嘉　鐸鷲おそ・声乳　！爆ノア鍵毒～

、メ　裁段ノ潔認な　　5　躍　　1影／勢葦鉾に1薦するとの・二とであ

るむ｝一だ斑藁緩、、蛋，ド喪碁（』）葺少綾1欝奪嚢＝i・層治義i　紫｝す撮〉l　！ヒ驚l／よ勢

84》／～欝総ノブ蕊d．s壁躍摺～げ編，　c／翻鍵’ご～㍑霞欝ノ～¢乳5ゐ〆ノ溝細岨

㌶灘婁1．恥ぎ澄薮～編礁と騨？≠ご躍ζご，γζ塗那綴汽露欝・姦碗認戯盗羨駕ご滑～‘～

《写癖窒欝，　、も鷲擁）．　（鍛1二地饗ず撚雌鷺準技黛蓑濫誕・ξ）　のほか

θ認鐸’、～潔》聡齋細5裁　1扱弩｛！　試どが｛　〕》　　芝；二驚地方のi門〆ノ蓉1

墨鋤携，／，ぎ、二’“　　、ノ、て秘・る導　へ『者蓼き1』齢1二君ぐ，，、、1蕪1稲　旧・裳よ

畷ξ漁麹ζ欝擢Sl），を燕／叡）産し，黒松内．｛翼ま、1翌擁

藻、瀬す鶴“そ／7．）ほか寒葎．虫ぱ繭1、』k、痔耽眉はいまの

と、慧、　発、翼．毛〆曽て隔・力嚢、・萄

　1，界、碁」1、ミi翁塗霧灘1慧ノ、）㌧ギぐ複・装のとこ隆〉1締イ粒1を碍葺驚1　　導

な、ムオ｛舟　 　　　　　　『　　　　瓢　二お」、ゴ1㌧く総饗新iiil罷）火

鳶瓢罫闘と〆幕ノ乏」、茎　る⇔

　，濫び1）／蒙治、ラ　4　覇　嚢莫彗（ノ）　菱乱爺提二1．』鴬経嬢　 1｝潔警澄秘整）る。

　呼1菊計世の．疑妻、鮮蚤，、こノつ㌧・て1膿）　　i導雛琢遮、築蹉）∫也ノ・　1　勤封卸・

一Pぐ幸疑婆しノノヒン葵ヲ　率1ぐ、1鐙．1』i一、、、一註　》る’　監隻　耀しび）ピ．1轡とぐヌ）1．亥～1

イ系》　とく／こ談ミi醐／　と慕．銭1鍵繕撫二、」身乱・て／よ強三分㌧1　穣亀縮閉ハミき、畢、歎

、憾．奎魏・9越．）に脚辮蓮域〆’・の趨渡／ヒと対い1－1鷲ついては

　　へ劉）1絹萄璽と1し，、｝てコ郵三．㌧報』一礼・髪、）の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（iヒ湧録疸1支穆）

、編牧一脅金地蕉鈴金強鰹鋼・鉛・灘鉛

　　マンガン・硫紀鉄鉱鎌織ついで

　　　　　一とく党届蟻1者霧　、薮獄転1ヒ挑｛，舞お二1矯嚢拳

　　澄）黒）郷《　舞戎・旋｝1こ・　殴・㌧ぐ

　　　　　　　毒隻藁、1夢藩　、 デ　　　鷺　卜，嚢熱1難1、1

　擁隷趨、1ズ　婁二頭鉱鯵蒙藝ぼ芽緯ll姦β．鑑釜謝簿郡瀬貯才ラ　諌戴蛋，ll華・洩嚢揖ゴ！、こ1翫）

ノこ曇擁薄；．化201灘雀1，購議！i5k雛雀ぐ）、i也lllてぎ麦）恐砦

　ζ夢）葺　f篶ぴ）∫患黎ζシ　、壌玉醤鋤拳鵜契鞍，　ジくヌ表ll護　む豊　鉦ぎ紅／　鐸聾こψつ

㌧ギ丸／よ3　u4 一讐龍｝褻二蕪弓㌧　（灘講卑，1赫k’！滋！嚢搭掌，1蕪嬉、茎夕猛翼㌶1藤｝

村！9腹，一191）轟成獺蓋．鰯4，獄灘）　轍！ンガ鞭1執蔓揺て

』、甲　齢1で夢　こご、　鐙1　、舞．1　凱駈三爵・墨鱒！母頚韮鞍｝、，奮き挑　　｝・・マ

ン
、
　

ンき誕薫戴勲戴難鞄こ1翼打系wすると響粛．ら才隻．甲1叢鱗．擬気旋テ／こ津残・

伊
、
、

華離」を幸艮｛ヂするの

　蒙1難力驚ラ誼こぜ誕ずごグ）／耀鴛暴ζ》’概童　講．／l，　繍川鉦冠ヒ、彗；，

プ＼1　藁豹，　、犠、、餐難接裟イヒ轄㍉　油、耀 ／il鋸；イ／㌘瀞4）輩棄謙戴善燃齢

る際荘獲ヲバラ輝1・蘇き　シ署ン，ガン鉱タ　擁　　薫夢、　編皿1夢閃

螺鉛鉱，　貯綴之訓縫期の変ン1響、1漂｝，玄武碧，瀦英閃

一　欺、．鄭蔭》、！離1、鍵絆の流澹ざ・豊脚レンツご，こ、ル．ス》花

幽酢慧騰罫郭　嗣　㌢グ）1、、、。虻、縛語　．騰蒼，蓬蓉鎚i艶　スガノレ・ンヘ韮醗勢謬欝

よび鱒携駒、建に伴う変質で乍鰭をちけた変朽1，麟誰1，石英

◎蔦蓬7　奮　、藝5　経）

1深導糸装1髪壕力“ど挙鰻1・2！亙イ議（ノ）多氏恥／をヅ篠」流£っノご。

　定量しノた成分は、1，懸廷ΩF嘱1（）灘発光分光剣　　　装置

を，鱒麹・，　蚤3鎮，Ni，¢（），V，ぐ知，M擁，ぐ冶，h，81，盛9，、翠，難！Q，

z捻，ぐ二雛，As，Sbぴ）　。疑う　鴛黛ランを二1学7獄っノこQ　’歪．鰹或分’¢）q三箔．／ま

1膿　r達獄圭s童、鍵茎d敬rぐ墨s　鍛語t敷〈）4　を縮いて／」　・隅鷲）ノこむ

　蕃鞍ま物，　棄巽多1に、よる1数　 ヲ鷺葬葦グ）1農蔭藁疏）餐ゴプ鎗で曙．霜員iヒの

．鋤容ヒ善誓／甦ゴ［掻獣！㌔し．≧欠｛7ノぐ1てうノよこ1．と1漆舞巽i㍉爵，こオ嚢つオこ。

　隻）　i羅ぴil義噂一1（ノニ）ジ妊一携笈1牛llこ軽1ζ熱・墾1警（鼓箋，　ノミラ燐ξ曇こ尋よV、

ぐ瓦達，z捻，As．，愛嬢暮銃曇こ！ま熱蓬覧，（〕騒，8鷺シA9，z慕，c（濠，P黄窺強｛

尋こ／よi～緩糞、ム9登～v，《⊃d，z欝，　1薦1鯵農翻薫こ1・よ糞概！，c亀叢ン／kg夢

ぐ）（量，1黄1　慧・よ｝護塞｝，　汽9，　、へ！，　Z蕪などを一爆雛穣ご翼率

』・ラ　」舛誹し　控，／、二季、擁致凌）るヲ1悉、1グ）叡蟄／率、うζ　、ダ）ら才｝．る盤　・二δ）

ほ二漆、羅襲疑麟疲浸こ幻！＝つて1／◎類鞭ガ葦シ　熟a夢A9，無IP⇔，《．二d，ぐ濠多～㌦

C難，～ヤ，盛s　などをと秘、’激　　　ドっヤてい蒸場

　2）　　　駐璽．難讃竃、こ／婿瞬 　牌　㍑夢ンるめ書1ξ義ジv，ぐr夢熱τ豊穿

c雛，z～s，～v等営主・玉7駄、ど力翼一碁躍．穿才匙．て1レ・り　　甑・！r1　1・柔1ヒ蓑タ懲巽勺廟

　3）　鋳1・　　　　　　　　　　　　、舞ジ）》　慧aグ、．）講鼻糞層よとく

善こ騰奪ξ豪汐籍くシ　騰鋒薯翻捻11蓋5　響》、’、奮豊縛澱みゆ餐籍ly談晦 1．1；撃舞て翁よ

　菱　1　、藻！、碁1〆。丈二争釜イ数鋳　　毒 ’磯をし、、を餐ζノいて乱・釜）。

鑓）、、、騰貯…7異輝　　　　　　　　2｛（h）醤ぬう嶺論測｝撒，§7｛．1

茎）1）mと肇鴬力翼し）潅警ま　，1、」奮／、イ、軽1蒙よ　25美〉Pτ雛、i2王）墨》撚

闇lll娩／レ1“ノ争　夕IV紳iグ）カオリンヘー難ミ．鑓，ノ1新，」1魁蒙1率i三i『ぞ／・よ、夕罫・鏡馨こ

1鞠〆　・）〕、　三501）継嚢，　3叙）1》押鷺弾　33⇔1）茎）三雛　にご，i碧惣1し、て圭境・

る鵜

　嘘）　　五1解竃1二培孟こ纂・1〉生ズ　畿葬難弩こ1ζ！二，　敷崔撒，暮段，Cr，、7　塊叢、ビ群）

2農ノ叢が懇．iられてい鷺が》　F　　　、 1を　載）％　懇、柔1→露むこの韓∫

歪獲蒙1一編、、＿i 1・聾翫萄！讃馨き鱗毅苧・少、頭糞㌧・⇔　こ才／ノ醤ご驚季づ　ヨ舞一凄建鎮

劔沼菱と薫瓢鷺、1し｝　『　　　　　　　　緯薪）灘繁ノ戎ご．オ乏、る陵峯ヲ　そ才乳，

／、二’鰻乱㌻卯て二1纏こ、薫）　猛農び）、凝欠糞勺z欺1 鰹　畜ンぞ1ゴ1　岬、、1てるも閉）と

　妻芽し享うオし濱）0

　5）　▽数柔・ごく盆叢建荻夕鷲く欝、ξ貿激藁、、　…γ驚劉）i聚墾1 1、ゾ瀦㌻が》

鋭ll　鷺くてξ韓、、舞乱溝文え婿癬夢x簑ゴし劇）しな塊秘・る鶏

　藝）　Cギキよ鋸婿籔近くてfVよ導一一そう蓬、、，．冠、煮海飽かをしダ）

し〆饗ごV・馨）治叡　タレ鐘il¢）…鷺期‘て聾議嚢洋誉諜箋集して1秘・る。

　等今　鑓銭は墨3aと似た華鱗鰹紛麟頃1蒲をしめして四・るが定

1麺i製摩u’ま1．二のもの漆書．鍵いので・簸ぴ）ラ卸析メ’歪…で難i厩）た、ハむ

　紛　　変朽、1，無暑，石英閃繕鶯二、窯められる元素はと鳩

に熱水作メl／で．1‘ヒ較的経惣誘鷺む，集散を行な＜）ているQ

　の　母岩の性質／こ1二馨羅嚢の一ム次的な濃集の・仕方で，

熱；水イ乍絹をi幾｝けプ　ま　諭鷲一二都異プ碁ミった／　勧ぴ）よコプ1 を示す・

が当ぐ謡，V，芝誌，ぐ離などは祀1ニヒ騨譲雛鎌趣3継身、　勢きをしめし肇

ヨ鐵、ま求／ヒ’1馨霧轟縢．ク）室幾罐繧を　軽分書汽して二』・るの

　B縦　7）・糞：イヒイ乍鍔1自翼こ橿　タ　乳戴尋こ鋳鑑、〉潔，る二二多灘ll勺娠麟薄難曇

ラ異よ夢露薮躍紫慧浄　驚勤1、睡賦1 1．鍵）叢薫響疏羅凝」末ヂ1〉糞講運と中緑　諺｛

憾穿蓑）l！男呈難い＿も鯵難／系しノヲ漂ヒ？惣，醍，1誇窪覇徴｛嬉蒸二（鰹い無隔曲y　　藤爾こ

毛乏一（≦縫ε）



護静　麟　 要藍　濤

も鉱要な閣題を提出し．ている、これは今後検討していき

たいQ

　まだ定黒峯れていない脳肇■翫，蕪慕，G歌，（語との成

分・膿），　　　熱，　餐む万｛瓢剣詳ヒ鶴》）套猿聴f中のぞ敷：雛蹉父喪ン群）烹畔簾熱勺

な分布（帯状配列）などは引続いて行なっていく予定で

あるp　　　　　　　　　　　　　　　　　（北海遷支所）

築別炭鉱付近におけ愚泥質岩類の

　　　　蜘学藤漁成1罵ついて

が｝藤i．　／i恵 狛　婁隻　　！黄田節一焦　　L、鶏　宏

　北梅道地区の泥質磐類の化’藤棚成を系統的に明らかに

し，地球／ヒ学および堆積環境の究明の蛸礎欝料を提供す

る二とを撚的として行なった，築別炭鉱付近の結果であ

る。

　築別川イ寸∫揺の、試碧トについてノ鱒労りに呂・欄（羽幌層につい

ては3欄）　を謹巽びラ〉析を孝テな9た蒔

　、1式料採取の層準は，下から時代未詳のパンケ沢層なら

びに新第皿三紀、中新1．縫二の羽幌1韓中部， ．鉱部，二．毛別層，築

別麟，古丹別騰の下部，中部，、および鷺別層の下部など

廼藩るQ

　堆積岩の平均化学組成（地質二、濫一一スNQ．燈7，Cl纏厩

に、よる）と，この分析結果を比較してみると，（1！）＄i儀

輯二羽1幌層が同じイ立であるが，他ぴ）層は全般に，多く三毛別

繕は72％と非常に多くなやている。（のTK〉驚は羽幌，

藝別層幡シやや多く，由霞ソヨづ粥層は1司1ニイ立てf蓼三∬薮謄瞳艶パン

ケ沢層は非常に少ない、⑬）A慰渥は丁沿諜と同し二よう

に遠劉，二悉剴，パンケ沢層が少なく，（4）罫纐鞠は全

般に少ないが，とくにパンケ沢層が少ない。（5）F鍛0は

乏i堀醗，鱗華男唾，虐増矧／層力ζ，TK〉霧，A玉慕⇔＄と1司じよろに多

いか，またはやや少ないようであり，遠別，三毛別，パ

ンケ沢層は．舞常に少ないようである縣　（難）P鷺05は全舞資

鱒非常に少ない。（7）｝為0は・菱二般に少ないが，パンケ

沢騰だけ非常卿に多レ・瀞（8）羽1蹴層上薄1と中隷玉では簿ほぼ

岡じ化学組成を示し／ているが，とくに違いを指摘すれば，

ヒ部鴫／ごり中部の方が＄1（ゐ罫絨鼠）筆馬○（一1今が多いこと

を薄気し．て秘・る。

　以一ヒのこ～ごをまとめると，羽幌層，築別／講および』賠丹

別層が，　また遠別層，三毛別層が，それぞれ比較的似か

よった化学組成を示してレ・るが窯パンケ沢層はH選）（一〉

が三多く異なった組成を示している。

　次に，同一…試料を駕0（）℃にて膨張溶姿率を測定した結

果寮遠励，三拒総別，パンケ沢層は艮ほと護ノど膨張せず艶

小さくな肇たものさえある、古丹別，築胴層は2酬ξ奪倍，

羽幌層は6倍の結果を得た．

　北海道工業試験場で，道内の頁岩類の膨張倍率（i20（｝

℃）を測定／ーた結果鷺多くは露酬慕薇で夢最大4。7倍と

報沓されているが，羽幌／灘よ，さらに膨’張倍率が大なの

で，充分利，用価イ直があると、蟹、われる儲

　膨張倍率測定結果と，化学組成による結果とを合せて

考えてみると，羽幌層，古丹刷および築別層が，また趨

別および、．．1＿甥層が，それぞれ伺じ傾向愈掴咀ことがわ

かった○　　　　　　　　　　　　　　　　　（講綬毎美蕊；駕ア響）

憲二蒼試料分析結果．糞
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