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至》騰亙im這踊ary　R釦ort　of、the　Geo夏ogy　of

　　　S⑪魍踊翫e職K董重a．搬ats腿ura　CoaI

　　　　　　　　　　雇eld，Kyu曲u。

by

Hid曲o　Sawata，、Shigeru　Sat6，Take簸aru

　　　　　　　Hitosugi＆Ayao　lno繰6

　　　The　writers　spent40days　to　practise　the

pre1血inary　geologic　survey　of　the　southern

藍ita－matsuuraC・a1丘eld，：Ky貢sy貢，insp血g，

1949．Th6画rpose　of　the　survey　was　to
£ontribute　to　the　planning　of　a　detailed　sur・

vey　which　wi玉1＄ucceed　in　th6near　future。

There　are　the　excellent　works　of　Dr．T．

Uezi（Kyδto　Imp．Univ．1938）and　I．Shioda

and：K．Kiyohara（GeologicalSulveyofJapan
1947）on　tぬe　geology　of　the、Kita－matsuura

Co＆1Field．The　result　of　the　writers’re－

search　owes　much’to　these　two　Fworks．

　　　The　d盆strict　consists　of　the　Tert量ary　coal

measures，the　Ple三stocene（？）gravel　bed　co－

vering　them，the　basal亡ic　rocks，the圭r　ag910・

merates　and　alluyial　deposits、at　t葦e　top．

The　coal　measures　belong　to　the　Sasebo
GrQup（af重er　Prof．Dr．H．Matusita，：Ky顧sy・“

『Un五v．）at血e　top　of　the　Palaeogene　of　KyU・

sya，Correlated　to　the　U墓）per　Oli墓ocene　se－

ries．Its　niembers　are　as　fo1！ows（from　base）l

Yamaguchibeds（newlynamed　andsubdivided
－into　Sida＆Kawasita、beds　by磁e　writers），

　＊燃料部

　　　地質調査所月報第2憲第2號昭和26年

　　Aino雛＆b6dsl　Nakazato　beds，Lo騨er　Yunoki

　　beds，Upper”Yunoki　beds，Set呈b歌ru　be（is，Hu・

　　ku萱beds　and　Nozima　beds．丁猛s（iivision

　　of　the　Tertiary　coal　measures　is　thought　to

　be臓ther　art澁cial　and　the　estab夏ishment　o｛

　　the　stratigraphy　an4cor：relat豊on壷o卑a　new

　point　of　view　must　be　made鍛ow．

　　　　The　geologic　st卑ct早re　o歪th6distfict　at－

　tracted　lnany　geologists，　attention　in　tぬe

　past．　丁盗e　most　distinguishe（1tectonic　line

　至s　the　famous　SasagaWa　fa血夏t（thrust）。It　is

recognizedat：Kumizakaint盤enorth，rum－
ing－to　SSE，then　bends　to　SW　ne哉r　Hizen・

　Yosii　station　and　it　loses　its　dear　apPearahce

　at　the　southwest　of　Isikoba．

　　　　The　area　at　the　west　of　t預s　fault　is

　faulted　by　many　faults　and　strata　dip　to

NW10Q～500：0n　the　contraアy　at　the　east
　o∫the　fault　the　strata　dip、gent亙y　（OQ佃2（）o）

　and　faults　are　minor　ones　except　two毎ult亀

runninga㎞o＄t　W－E．．The　area　in　tぬe臼west

　of　the　Sasagawa　fault　is　d萱vided　into’four

　blocks　by』t血e　KutinQsato，　Yamanoda，and

　Hirano　faults　running　N・S．An　area　between

　these　two、fornler　faults　is　a　zo簸e　wh三ch　is

　chamcterized　by　man』y　N－S　trended　faults．

　The　zone　in　the　west　of　t血e　Kut萱nos＆to．

　faults虹as　mαny　min6r　rad重a亙faults’which

haveacentrenearthe　peak（373．7m　high
　above　sea　leveD　at　the　nort葺　of　the　Ya一

‘＼take　Coal　M愛ne．The　H：irano　fault（named

by　us）whibh　runs　NNE－SSW　at　the　west

　of　the　Sasαg＆wa　fault　is　recognized　near

　田rano　of　Emukae　town　and　t血e　e》くistepce

　of　the　fault　is　probable　enoug強　in’t血e
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sGuthwestem　part．　There　are　prominent
fdding　s色ructures　between　t血e　Hirano　fault

．and　Sasagaw3fault。

　　The－Yamaguti　beds　w血ich　make　a　NE－S

WtrendedantidineplungingtoNE，at
Koda，near　Koda　Coa1’Mine6f　N藍ttetu　Mln．

Co．and　a　sm311syncline　Plunging　to　N　is
obser▽ed　at　t盤e　n（）rtheast　of　Kod段．

　　Coa豆血e鵬ures二The　beds　from　Y3ma・
gutibedstoHuk磁beds（totalthick璽essca．

2，000m）h3ve　many　workable　coal　seams。

Generally　spe＆kingラ　coalseams』are　1てn　or

less　童n　thickゑess　and　the　total　number　of

面e　workab1e　coal　seams　is　about　twenty　or

more．Acoking　propertysuitable｛onlleta1－
1urgy　in　t血e　coal　from　Kita－matuur＆Coal

Field　enables　the　working　of　the　thin　coal

se3m20cm面ck　at　the　extreme　case，be－
cause「th萱s　property　i＄rare　in（）ther　Japane＄e

coals．

　　There　are　a　few　p6ints　to　be　added　or

corrected至尊t血e　excellent　literatuてes　of　Dr．

Ueji，Shioda＆Kiyohara。　So　the　writers
童飢end　to夢oint　out　a　few　problems　to　be

sdved　and　t弛ey　will　su21gest　som頬deas　for

t血e　de‡aile煙geQlogic　survey　in　future。Some

new　facts　recogn量zed　by　the　writers　wm　be

added．・

　　1．The　S翫sagawa　fαult　becomes　vague

萱n　its　sout肚em　extension　from　Isikoba，and

r韓ust　be　pursued量n「future。

　　The　Hirano　fault　is　a　probable　one　in　its

greater　part。3n（量must　be　re（：ognized　in　its

natur母、

　　21There童s　liparitic　tuff　which　d玉stributes

from：Kurσisi　in　the　south　to　Isikob＆in　t簸e

north　between　the　Sasagawa　and・Hirano

faults．丁臨10ckisfeportedfromneither
t血e　Ainou職beds　nor　the．Yaτnaguti　beds．

丁血e　demarc＆t査on　oHts　distribution，the　cop・

dusion　of、strat至grapを1i6　situation　and　its

petrograp耳ic　st瞬dy　ect。are　expected　for　fu－

tuyeresea雌es
　　3．The『sQ－called　Sy6kan　fault　is　cut　off

at　the　NNE　of｝｛izen－Nakazato　station．The

Yoshinoura　ねult　which　is　named　by　the

writers．1ms　W・E　at　the　sdut紅ofYosinoura

Coa1’Mine，Seik抗Min．Co，having　its　eastem

extensio口at　tHe　north　of　the　Sy6kan　fault。．

Thus　the　name　of　the“Syokan　fault”is
t趾ought　not　suitable　for　t互e　Yosinoura　fault．

　　4．　The　geologic　stnlcture　and　＄trata

about300m　thick　below　the　Ainour＆beds
are・brought　to　light　to　a　certain　degree　by

the　writers’research，in　the　sout簸er皐　parむ

o｛　th，e　Yosinoura　and　Sy6kan　faults．’1n　this

pa、rt　there　are2～4wgrkable　coal　seams　in

the　Y＆maguti　bed＄　and　t血ey　enlarge　the

econmic　value　of　this　paしrt．

　　These　coal　se＆ms　below　the　Ainoura　beds

単ust　be　detecte（i　by．the　boring　and　otむer

血ethods　n6t　only　in　this1）εしrt　of　t五e　distri（：t

but　also　in　other　parts．

　　5．Usunoura　Peninsu1＆has　a　complicated
geologic　structure，but　it　is　not　yet　surveye（i

in　detail．The・detemination　of　the　south，一

westem　extension　of　the　Sasagaw＆f餌1t，

the　establishment　of　the　stratigraphy　oftむe

beds　below　th6Ainoura　beds　anαthe　detec．
tion　of　the　coal　seams　in　these　b6ds　d6ma簸d

the　geologic　survey　in（ietail　in　this　penin－

sula．

　　6．The　alluvial　deposit　covers　conside一・

rablyagreater爾areane＆rY・sinouraC・al

Mi血e，andmanystructurallinessee置nlto
COnCentrate五ere。　　　　　』　　　　　、　　　　　　／

　、Not　only　an　earth　surfaむe　survey・in，de．

tai1，but　also　o撫er　methods，such　as　core－

drill　and　geophysical　prospecting　are　requ－

ested，in　or（玉er　to（玉esclose　t薮e　geologic　str質c－

ture　of　this　part　with　reference　to』the

solution　of　the　problem　conceming　t血e　sout血一

western　extension　of　the　Sasagawa　f縦ult．，、

　　　　　　　　　　　　要　　旨

　昭和雛年春40蹟間に亘つて行われた本調査は，今後

施行される予定である精査の計画樹立に資するため，実

施された概査であり，略々その目的を達した。・地質一般

については上治博士・塩田・清原両琉等に負う所多も層

序区分については今後の調査によつて再槍討の要がある

と思われるが，一鷹上治博士によつた。層序及び地質椿

造上これ迄の諸罠の調査鈷果と考え合せて，特に記した

いことは次のとおり・である0

　1－1佐々川断層南西延長の歌況を今後明かにする必

要がある。今は資料木十分であるが，同断暦は臼浦台高崎

山を通る断暦（暦問落差約400mと推定される）によつ

て西にずれ，佐々町黒石新田から南に向つて臼浦一佐々

浦間の牛島の西縁をかすめて通過しているものと一懸考

える。そしてこの両断暦に換まれた三角地帯には，松下

九大教授のいわゆる杵島層群が，露出する可能性があるQ
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1．2。平野・佐々川両断厨間に石英粗面岩質凝荻岩の

存在が知られたQその分布・厨序上の位置・岩石学的性質

等は今後の調査で明かにしたい。

1．30芳浦一賞観両断暦以南の地域において，相浦層

より下約300mの厚さの地暦の層序及び構造を或程度

明かにしたが，この中に含まれる稼行中或は稼行にたえ

る湊層は，この地域の経済的償値の評贋に大きな影響

を有するものであり，これらの炭層の実態を適確に把握、

し，その分布歌況等を，本域のみならず他の地域でも操

査する要があるo

L40一臼浦孚島（仮称）は弛質構造が複雑で調査不充分

であり・こ』の調査によつて佐々川断層の南西延長の究

明，相浦層より下位の地層の暦序の確立・同暦中の淡層

の探査等に寄與するところがあろう。

　　　　　2。　調査斑員及び鰯闇

調査班員　沢田秀穗（班長）佐藤茂　一杉武治　井上

紐・伽
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　 昭和24年2月20日～3月31日，40日問，調

査実日数20日間（外業）

　　　　　3．位置・区域・交逼
　位置　九州本土北西隅に近い地域である。

　区域　長崎縣北松浦郡に属し・地理調査所発行％万

．地形図「佐世保』の大部分を占め，所謂北松浦炭田の面

積のV2域上の地域に亘り，同炭田の北部及び東部を除

いた区域で面積約140km2を占めるQ南東は佐世保市，

北東は世知原町世知原駅，北西は江迎湾に臨む餅ケ崎，

南西は小佐々村楠泊の西方紳崎鼻に及ぶ。

　交通　佐世保市を起点とする松浦線（國鉄）は地域内を

Z字形に地域南東端から北西端まで通じ，叉バス・トラ

ックは全区域幹線道路総てに亘つて蓮韓され，滑岸には

蓮搬艦を通ずるなど交通は一般に便利である。叉港湾は

小規模ではあるが，洗降海岸で拳るため良港多く石羨積

　出し等にぼ便が多い。

　　　　　　　4．地　形
　　本地域内は最高海抜500m域下の低山地幣であ

　つて，第三系の準李原的地形の上に玄武岩質火成岩

　が分布しジこれらの火成岩は台地状・メサ及びピウ

　　ト状の地形をなし，本地域中の高所は殆んどすべて

　　これら火成岩類によつて占められている。海岸は沈

〃絵

　　　醤

　〃η4

ヨ昴、あ

〆一ノ

　　　　　　＼、　一　　＿　　　　　　－＼、

　一　　　　　、
㍉脈繭叫一

＿農ど二1』一暮
P緬倫岬鞠酬ノ

唱

第　　　i　　　圖

降海岸型であつて，多くの小島嘆及び複雑な小湾入

よりなり，小規模乍ら良好な港が多い。ギ野は江迎

川・佐々川・相浦川にそつてみられる他ば著しいも

のがなく，國鉄松浦線はこれら諸川にそつて敷設さ

れている。江迎町田，元潜竜駅附近における河川の

雫奪結果たる風隙は，既に塩田氏等によつて指摘さ

れ，車窓から観察しうる特異な地形である。．

　　　　　5・地　質
51層序　本域に分布する地層・岩石は「古第三

系』，第四系及び火成岩類に分たれる◎「古第三系」は

松下教授め玄海統佐世保暦群に暦するもので（一部

杵島層群に属するものが賦存するかもしれない），

全暦厚約2，000m以上に達し，下から次の各層に

分けられている◎

5・手・・山・層（暦厚360m以上）：本暦批れ』

を下より志田暦（層厚60m以上）及び川下暦（300

1n以上）に分つ。…三暦名とも今回私淫によつて便宜

的に命名されたものであるご本層には上治博士等に

より相浦層とされたものの一部をも含み，砂岩にと

んだ地層である。下限ば本区域内には見られず，上

限は相浦暦と整合関係にある。佐々川下洗沿岸及び

佐世保市相浦颯南に分布する。中に数枚の稼行可能
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　　相浦町東端より豊む愛宕山

A脇瞬　Bモエズ暦　c粗浦雇

　な炭暦を挾む。

　5・ユ．2　相浦暦（厨厚200魚）：上治博士ばモェズ下

　暦以上を本層とされたが，我々はモエズ上層以上を便宜

　王本層としたoモエズ上厨とモエズ下暦との聞の厚さぼ

　所によわ変化が大であるσ本暦は佐々川断暦以西に於て

　は同断暦西側に滑い，叉芳浦賞観両断暦以南に於ては山

　口層上に整合にのつて分布する。

　5・1・3　中里暦（暦厚1601n）：．本炭田に於て一般に最

　も厚い炭暦とされる大瀬五尺暦を最下底に有し，相浦暦

　を整合に被い，柚木暦に整合に被われる。佐々川断暦西

　側では北東～南西方向に分布し，叉芳浦断暦澹線佐世保

　市西部賞観岳一弓張岳高地等に露出する6

　5・1・蔓柚木層：本暦ぽ九州炭砿技術蓮盟に從つて柚

　木二枚層（炭暦名）を境として，これを上下二層に分ち，

　下部抽木層の層厚巧5m，上部柚木層の層厚135mと計

　算した。本暦は佐々川断層以西に於ては同断暦に略々李

　行に北東～南西方向に分布し，同断層以東に於ては瀞田

　～池野線以南，芳ノ浦・賞観両断暦迄の問に分布する。

　上，下の中里，世知原両暦とぽ整合関係にあるQ

　5・i・5世知原暦（厨厚ユ50m）：松浦三尺暦（炭層
　　　　　　　　すなぽん　名〉上限を下底とし，砂盤層（炭層名）を上限とし，上・

　’下の柚木・幅井両暦とは整合関係にある。その分布ぼ，．

f佐々川断暦以西に於ては，江迎町弔野から小佐々村楠泊

　に至る聞に略々北東～南西方向に露出し，同断暦以東に

　於では賞観断層；以北に広く分布する◎

　5・1・6福井暦（層厚1701n）：砂盤暦から隔井一枚

　暦（炭層名）上限迄を含み・上下の世知原・野島両層とは

餐整舗係にある・佐刷囎以西に於礁漉町甥
甕田から小佐々村楠泊に至る間に北東～南西方両に分布す

｝る◎佐々川断暦以東に於ては，佐々町韮岳～世知原町長’

藤田代線以北にかなり広く分布する。

　譲5訊．7　野島暦（層厚邸O　m以上）：一本地区第三系の

最上部を成す。本暦は本地区内第三系中，稼行に耐える

炭暦を含まない唯一の暦であり，その暦厚は他の諸暦に

比し極めて大である。その岩相も他暦との差が大であつ

て，印ち他暦ば殆んどすべて砂岩の勝つた砂岩・泥岩の

互暦より成るのに対し，本暦は火成砕屑物を多く含んだ

岩相を有し，その一部は中新世の成生にかXるものでは

ないかとの読もある。本暦は今後の調査に際しその暦序

・岩相・古生物・炭層等につき特に明かにされる必要があ

る。その分布区域は本地区の西海岸滑岸一幣及び佐々川

断暦以東にあつては吉井村の佐々川以北の地である。

5・2構造　本地区を地質構造上4区域に分つ。西か

ら第1，第2，第3及び第4区とすれば，’第1区は西部』

海岸から東，口の里断暦迄をいい，地暦は佐々町竹田附

近を中心として牟ドーム状構造を成し，多くの断層が竹

田西方，373・3高地を中心として略々放射1伏に走つてい

そ。この区に於ては断暦の時計進行方向の側が相対的に

落ちている場合が多い。・

　第2区は口の里断暦を西限とし，山野田断暦を東限と

する南北に狭長な地帯であつて南北性の断層が多くみら

れる◎

　溝醜附近の佐々川断膣，Slicken　side，faul亀c1乱y

　　　　　らしい邑のあり
A　佐々川漸暦砂砕帯　　B　鏡肌　　C　砂岩　　D　佐々川

第3区は山郵田断厨及び平野断層南部を西限とし，佐

々川断暦を東限とする◎この区に於ては佐々町紳田以南

の佐々川附近に軸を有し北東に向つて沈降する背斜と，

その北東に隣る一小向翁とが存し，北部に於ては佐々川

断層とZP行に幾つかの断暦がみられるo臼浦を挾む二二孕

島の縁辺部にぽ佐々川断層の南の延長と考えられるもの

と・これを切．る芳ノ浦断層の西の延長と考えられるもの

とに挾まれて，三角形をなす地区があり，こ瓦には杵島

50一一（撫）



暦群が露出するめではないかと考えられ，第3区に属す

るものとしたo

第4区は佐々川断厨以東の部分であうて，同断層に極

く接近した部分を除けば，大部分200以下の緩傾斜を示

し，芳ノ浦・賞観両断暦の他は，あまわ大きな落差を有

する構邉線をみないo上記両断暦以南に於ては地暦は緩

く北及び東に傾き，賞観岳～弓張岳線附近に一向斜軸が

見られる。

　　　　　　1㊨。石　：炭

　6ほ賦徳獣況
炭暦数及び名称

本地区の炭暦は野島層以外の総ての第三系諸暦中に存

し，その総数約40暦，曾て稼行されたものはその内約

20暦と称せられるo野島層中には現在i迄のどころ稼行

可能の炭層を見出さない。各炭砿に於て同一名で呼んで

いる炭暦を確実に対比することは，今後の作業として重

i要なもめと考える。．本地域の炭層は一般に．．薄層であつ

て，現在稼行中の最も薄いものは厚さ20αnに満たな

い。最も厚いものでもその炭丈が1mを越えるものは

現在のところ見られない。上下盤は一般に良好な場合が

多い。’淡層は薄層なるにも拘らず，かなり蓮続性に富む

場合が見られる。

　6．2炭質本区域の丙，佐々川断層塚西の炭層は一

般に強粘結性を有し，我國随一の製鉄用原料淡産地とし

ての本炭田の名を高からしめている◎しかしその細部に

亘る炭質に関する地質学的調査は不充分であつて，今春

地質調査所の松本・久保両技官により漸く本格的炭質調

査が、その緒にっいたばかりであり，來炭暦の岩石学的

調査と共に本淡田の堆積糊その他を明かにする上から

’
い つ1ζ』今後ぜひ軍点をおいてこれら調査を行うべきも

の宅ある と考えるQ

　　　　　　　7。結　論
　「本調査iによつて得た新事実，問題及び今後の精査に対

する着干の示唆となるべきことを次にあげそ0

　7・ズ佐菱川断暦南西の延長につ㌧｝て・從来本断暦の

・鶴性麟酷井村鍵齢ら佐覇溢宋翻近に至
る間に於てはかなり明かにされているが・石木場以南に

於ては諸説紛々たるものがある◎我々の調査によつても

その南西i延長部につき明かにすることはできなかつた

が，現在迄の所同断暦は石木場から芳ノ浦附近に向つて

ぼ黛佐菱舟に惰い南西方向にのび，小浦南方を東西方向

に通過する芳ノ浦断層の延長断層（小島新田一黒石新田

一・臼ノ、浦一高崎山北西鞍部を通過『し焼島，餓鬼島，笹島

の南方を掠め暦間落差約450mと考えられるも爾）によ

つて切られて西に移動し，臼ノ浦一佐々浦間の孚島の西

：縁を南に向つて縦断しているものと考えた。そしてこの

　二つの断暦1ヒ挾まれた三角形の地帯には杵島層群に属す

　る地暦オ§・露出するの宅はないかと考えられ巻がジこれ、

　らのことは何れも今後の調査結果をまつて明かとなるで．
’
あ
ろ

う。、

　7・2　佐々川・雫野両断暦間には，南は佐々町黒石から

　北は同町石木場迄の間に石英粗面岩質凝茨岩と思われる

一
岩 石が露出しており，か玉る岩石は長尾博士がその江迎

　累暦とされるものの最下部に属するものとして本岩らし

　いものを記されている（地学難誌，第39年，第46壬号，　・

　ig27年）他は，現在迄のところ相ノ浦暦或は山隣暦或は

　叉，それより上位の地暦の何れからもi報告されていな駆。

　その分布暦序上の位置・岩石学的性質等については今後

　の調査にまたねばならない6

　　7・3從来賞観断暦といわれてきた断層翻巴前中異駅

　の北々東に於て南北方向の断暦によつ宅断ち切られ，芳

　ノ浦炭砿（井華鉱業）の南を東西に走る断暦（我々はこれ

　を芳ノ浦断暦と呼ぶ）はその東の延長と思われるもの

　が，上本山浪瀬を貫ねる東西方向に走つており，一これは

　前記賞観断層の北に位置する全然励の断暦である。從つ

　て從来賞観断暦といわれたものは，肥前中里駅附近以西

　には認められず，その代りに芳ノ浦断暦が存するとする

　方が妥当であろ5と思われる。

　　7・4芳ノ浦・賞観両断暦以南の地区に露出する相ノ浦

　厨以下の地層の暦序並びに地質構造は，今回の調査によ

　つて或る程度明かにすることができた（附図第1及び第

　5参照）。との地区には2暦乃至4暦の稼行可能と思わ

　れる炭暦が，山口層中にみられう既にその一部は相ノ浦

　・日野その他の炭砿によつて稼行されており，この地区

　の経済的償値に大きな関係を有するものと考えられる。

　そして今後これら炭層の賦存歌況璽炭質等を明かにし，

　更に本地区のみならず他の地区にあつてもこれら下部暦

　中にみられる淡層を試錐その他によつて探ることは無駄

　ではな、、と思う0

　　7。5既に7、1において述べた檬に臼ノ浦孚島（仮称）

　と，臼ノ浦一佐々浦間の孚島との一部には杵島暦群が露．

　出するらではない脅と思われ，．この仮定が眞実であると

　するな嚥蘭論吻騰こ貯島獺が鰍的
　浅所に存在する可能性が生℃てくるo上記2・孚島の地質

　構造並び1と層序を明かにすることによつ宅相ノ浦層より

．　下の地暦の暦序を確立し，下部層の炭暦を探るに贅する

　ところカミあると思われるo

　－7．6芳ノ浦炭砿附近は広く沖積暦によつて覆われ，

　試錐もこれi迄に実施されてはいるが，未だその構造が明

　かになっていない。この地区を地表調査以外の方法によ

　つて更に調査することは佐々川断層の位置・性質の解明’

　とン炭冒の賦存状況とを明かにすることのために必要で

51一（115）

へ



あると思われる。

（接記　禾調査後ヅ本所に於て施行した数個所の精査の

結果，本報告中訂正されるべき諸点が判明しているが・こ

エにはこれらの訂正を行つていない。昭和25年12月〉

（本丈中の附図は全部省略す）

β53・94：550・8（521・11）：622・1

　　　　　　　　　　　　　　ツ　バイ
　　　　　　　　　青森縣津梅炭膿調査報告
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Prel置m量蹴ary】Re蟄αt⑪登徳e　Geobgy　near

　Tsu1購i　Co照ery，Iw訊d就e　Co誠Bel｛翌，

　　　　　　Aomori　Prefec釦re．

　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　Isamu　ShimiZU

　↑heauth・rh3dt盤ech哉ncetρsurveythe
geology　of　Tsubai　Co11iery　in　Iwadate　Coal

Field，Aomor五Prefectur¢for　about3week
by　courtesy　of　Mr．S。Tada，the　owner　of

the　colhery．in　June1950．

　 The　coal　seams　in　t赴is丘eld　belong　to

the　Oir3se　fo㎜ation（altemation　of　excee・

dingly　tufaceous　conglomerate　and　tufaceous

、s＆ndstone）which　overlies　uncomformαbly

grapodiorite．　The　geo16gical　age　of　t＃is

fomation　is　the　lower　Miocene．The　coa1

氷

be3ring　formεしtion　is　about20meters　in　thick・

ness，and　this　formatio口is　mainiy　compos・
ed　of　b1αck　shale　and　hard　mud6tone．This

fOrmation　contains　coal　seams　of　O』7nf，0，5

m，α3mand　O。45m　in　eachTthicゆess　in

descending　ordeL　These　coal　seams　have

few　and　thin　partings　and　the　uppe㎜ost
Qne　of　these　seams　contains　a　bed　of．cannel

coa1（22c血in　thickness）．

　　The　coal　has　a　b1訊cldsh　lustre　and　weak

coking‘properties，and　it　belongs　to　D2　ac・

cording　to　the　coa1母assi章cation　by　CEAC，

Acalorificvalueofthiscoα1inpurecoal
bεしs五s　is　about8，350Cal．

　　These　coal　se3ms　have　gener母trends　of

：N－S　and　NW－SE　and　dip15Q　to220to　E

and　NE．　The　coal　beaしrillg　fo㎜ation　is

separated　by］N’E》tren（玉ing　faults・　Outcrops，

著燃料部

　地質調査所月報第2巷第2號

勇芙

。fthec。alaretraced906metersin－1eng甑
　The　coal　reserves　of　t五is　colliety　is　about

200，000t・ns・fpr・ved・neand1・900，000t・盤』

of　probable　one．

　It　is　most　nec6ssary　for　the　exploitati6n

of　this　colliery　to　build　u夢a　ropeway　at

丘rst，becausethiscollieryissitUa‡ed．abOut

515metersabovesealevelandlqc＆tedabout

8ki1・metersapartfr・mOmag・s独i5ta聯
of　Gon6Line．
　Acknowledgement：　Ib　this　survey　t飴

authOr　was　given　the　chance　to　use　tHe

a三rophotograph　by　courtesy　of　U。S　Army

＆Geographical　Survey　of　Japan，and’the

Mission　Number　of　the　photogr翫ph　is＆s

follo寅s：

　　　　Mission1019，No．25－No．28．

　　　　　　　　　1．要　　旨

　昭和25年6月18日から1週間，青森縣西津軽郡岩崎
　　　　ツバイ
村にある津梅炭鉱地内の地質状況を鉱業権者多田沢藏氏

の申請にまる受託調査を行つた。こ珊こその結果を申請

者の同意を得て報告する。炭暦は基盤の花醐閃緑岩を不

整合に覆つた新第三紀暦（追良瀬層）中のもので，蝦層

の厚さは20mあつて，全暦殆んど黒色泥岩文は頁岩か

らなり，炭丈35cm，70cm，45cm，80cmの4炭麿を

挾有する◎石炭は黒色塊淡で，純淡カロリ〆82350℃a1．

の弱粘結性炭（D2級）である。爽表層の上盤は凝友質の

砂岩又は礫岩からなり極めて堅硬で，坑道の保持は良妊

であろうQ叉淡層は顯著な挾みが殆んどないのが目立づ

ている。炭層はN300Wの走向で・東に150巧至270

傾斜し，地層は北東乃至南北方向の断暦で切られて愛断

層の東側が西側に対して南へずれた構造を形作つてい

るc，確認した露頭の延長は900mであるが，その間の

炭丈の満長は少い。

　今回の地質調査は綜尺1：20・000の航峯写県引伸図を

使用して，調査資料探取位置はすべて現地刺針によつて
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