
懸欝．4鱒

報 文

灘、魏，以瓢，鮒；麟，馨

鵜形県東職川郡朝難村砂川付薫の地質および禽ウ箏ン礫岩に，い℃

騰灘　灘轟曇 澗内　洋偽榊

繰縫欝鞠蜘締麟麟u欝繍灘，置撫軸麟難纒鎗繰幽驚嚢鷺麟齢織鰍懸v量織量叢1ぎ’嫉

蕪覧騰騨職，A繍藍・鷺難臨，騰灘藤懸，灘w耀灘，惣，灘，騒轟駐麟蠣騒難

　　　　　　　　　　　　蝕y

澱i蜜燃欝、雛撤羅難＆ Y（臆1鷺K』雛，～臓鷺撮

《無蹴影諏濾

　　　　丁臨灘瞭豊s轍膿幾雛ね繭照繭工灘瓢礪1脈ガ轍重曇A繍揺蹴纏畿業言細疇、義蚤雛議熱蹴暴，

麟1、工膿翼鰍擁〉三（ヤ訟婁癒躍k叙｝鎌繭蓬娠銭飾纈礁郷㈱Σ蜘蕩鱒藏縦1瓢s，・癩（勲鰐雛醜1亙逢／y

c鰍脚瓢績隣職璽鷲d顧賛鋤cl継鼠Y縦／癬畑ぼε罫1擁ゾ鱒職量・藤葡雄li漁畜1鷺屡勲轍繊w聴、

携瓢毫（）章亙麟麺至麟紋麟獅鴬螺ぐll購鰍甑丁熱韓／ぬ鵬礁廊α騰欝（臆！繍麟畷t疏撫滋義捻讐

蜘舗凱鐙甑1経孟・鵬醸∵罫h磁迄瞭1醇繊瞳（臓1ζ）／’廊醸醸ぞ鼻諺臆i灘・塵脚醸賑編《x｝重》

卿灘簸，麟灘〕（’幅脚魏翻奪三鶏隷繭細菱灘（琶戯臨

　　　　職勲幡籍疑額…壌鐘構1鰍鷹醗，梅・献礁i馨撫悪ぎ騰1韓響麺細箪猟離醒醜幾1薫至f磁鰍轍極

！温繊糠癒紺輸蓋麟雛（li薯蝕盈慮凝1（烈鏡短c磁鵬《璽繍賛w（1輪願懸豊置藁醜願帥無麟鋤ζ1繍

伽f醸轍覇）蛋》」姦廓轍繍㈱轍・蹴気s伽聯瓢h》1＼螺鱒皇糠1麟裏灘業無／撚／撫＄義瓢h竃麟細欝

（）ね癒轍灘戴就《慧き鋤義醸葡磁浅藤璽量轍1鵬ギ（罵1三鰍雛韓鵬欝編騰熱麟醸婁蹴鋸置｛）麟熱y

甑継騨纏瞬）yrl磯獄鷺灘麹」∫雛融難纏繍薫も婦蕊騨蹴娯」ρ諮繍繍照靴誉鰍

r麟餓綴廊yc毫鰹蹴鱗磯）（蹴lw紬蕪醜㌧飽糠h臓勲瓢｛裳看滋重ほゆ麟掘y鶯≧撫頒撫け凝レ

1鰍竃蜘轡1舳ri隙嬬麟厭厭蕊膿麟漁乱A叙総y麟童（瀦細熊集鋤撒恥醸1』灘嵐羅敏1

麟織磁繍雛鵬藪鈴雛醸灘獣欝季㈱癖翻瓢（》亙壌b灘糠購ヴ豪欝鱒轍細麟蝋／熱鷲齪董麟駕

　　　　　鮮繍胤伽撫賦総○ゼ　購獣，脚騨醸（》ギ縣黛美韓照蹴撫l／磁践1論嵐麟蘇（＞£t蹴鷺

磯鷺撒噸襲i携纏鵬tl熟瓢職墨駕iし灘擁麟懸撫禰翼・置膿濠鍬勲蝦無嶽戯購1瓢蜘宅賦罫灘蜘縫撮

膿農，瞬灘短繭壌亙・yd亙’（油灘搬蓋v《翻鼻猟嚢1燃虞》繍織鷺鷺癬蹴綴熱伽無灘／継響／卿鷺蹴

雛麟蝶雛鴛熱vO竃聡旗慧c磁療慧矯烹，

　　　　　　　　　　　　　　　　要　　籔

朝翼村欝洲趨灘麹lj、膨県の建黛瀞…こ位1猷〆、，、、ll鮮罐隠

の北繊こあたつている離昭和鐙年新第三紀麟の藻織礫

瀞ご数射盤艶犠常がみいだ紳．《寸近一帯鱒鯵進めら糞気

た撫凱の地域捻，懸窪をなす花醐・鋸毒叢撰漆硫ざ、嚢う新第

三紀中新雛の堆蓉結i傭，1嚇蘇びジ爆、階類か鄭なヴ数・囑．

花騰燐類礁醗状聾塾｝質から次の繹つ’）岩薫灘塁徽分けら網恐、，

すなわち，騨噸花1糊灘緑岩艶．！、、、糊状石熱懸…器嘱｛昏，）

訳継粒石英閃緑岩轡三方禽花縄閑緑岩裾鉢シ1購灘閃緑嚢

である。新第烹燕層障，下部か鄭仏訳轡聾畢答禽／の顧轍

璽なウてい蕎．仏沢層　花闘＝羅を峯整禽瓢覆い，熱。護、1岩

欝よび購質集嚇矩1諒び奪絶凝茨岩脳欝なつてい）．

　　噸獣撮欝
　　聯矯、欝部

落舗蓬（創総脚瞬鴻、訳雁狐不整禽購熱・蛙1純に石英

輿．畦臓凝薮岩聯醐響繕参、角礫確叩罫．および泥．鷺齢砂轡払
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するだけなので，ウ誉ソ隷蒸縫玩の部分／（敷濯 終れてい禅

ものと考えられる．微羅元素夢灘．鉄鉱鋭）産状（鷲騨意一

ム状）夢粘土化が進んでい蹴いこ撫等から罫熱水性の成

鐵は考え慕れない．Uたがつてψ静ソは基盤の花繰．轡

（灘よび花漏岩中の含ウ饗ソ脈）の風化薦、鞠から供給審

れ，蕊底礫岩中鵜濃霧・れたものと考えられる、、

簾、緒　欝

　紹聯織年嚢鱒，朝糞村の金檬三講の放射濤！　醐夢、査

のさい，小響噸の奥で墓眠礫岩申紅放射能黙ン発兇尊

れた、そのため新た紅鍵斑が編成され，付近の堆糠岩
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　ごの地域は，基盤をな動花繰岩類義そ熱を覆う新箆三

紀申新世の露獅轡層および玄武岩・安山岩・流紋岩等の

　河潔段葺：の発蹴も顕籔で，慧一憾段区溺きれる．東部

は広く月山の火山荻に覆われでいる．基盤鍔）花騰岩類

は，繕部ぴ）山地一一帯お、丈び三方禽鄭・母狩出を結藁急峻

な山稜癒なして爾北靴細長く分布し，庄内平野の購縁寮

で達している。いくつかの岩相（岩体か〉婚識別され，

次の難つの岩灘に区趨した．すなわち早溝花繍閃緑岩・

黒森斑状贋英閃緑岩・湯ノ沢細粒石英閃奪穿一繊英閃緑

紛岩・三方禽花醐閃緑岩蝉疹ざ熱・、奪閃緑岩である。野外

で明らか1、された鉱れら相互の関係は！）湯ノ沢魏灘〉が

早綴型の岩脈および蕊方灘灘籔謹鋤かれている．慧）早鑓型

および擬狩型力黒森型紅類鱗した岩脈1「貫毒・れている，、

鋤灘方禽型は畢繊型と同震である．これらの事実から

次の滋入順序が考えられる．
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　懸き鶴妻懸ら嫁朝鑓類塊の花髄岩相互の関係紅ふれ，

八久和嚢（湯ノ沢灘に類似）および黒森籔が早繊魏より

早期滋入であると述べた．じかし，今覆iの翻）靴詳しい

調査の結渠黒森型は八久和型から区鯛審轟るもので，こ

の地域では末期の滋入岩である轍とが糊らか靴な沿た．

母灘型煮早繊灘との関辮醗駝1かで樵ないが，おそらく

蒲嚢および蕪方禽型は近縁な関係を持沿ているものと考

えられる．
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なお，湯ノ沢型／礁変成組織の認められる部分がある．

憲た，湯ノ沢型の中轍は捕獲岩状をなして，撫期雛穣岩

（賞嵐層か）が産してい辱．轍れ醸泥質一砂質蟻で熱変

成作用をわずか轍蒙り麟雲母等を熱鼠二でいる．

　新第蕊紀麟は，i籔盤花轟岩を、蟹い，地域の麟部および

北部紅広く分職レてい篠が肇る賦でヤま大針以北鍔）もの轍

やいてのみ鰹蘇述す葡静この糞趨域の新第烈蕨罐欝については

公騰欝れた資料に乏レく，1嚢形県庁欝よ篠表層地質麟の

海驚）嚢淵（欝懸〉が卒論噸π／いた耀麟熱を灘いた．

）

畿か，竹群薪鐙，小禽ら麟の報文に簡単凱寵されてい恐

観すぎない黒、蓑騰麟磁も轟釜立さ才していない蒔　したが・つて蒜

鵜では新第三紀層を上下瓢欝分ぬ．噂下位層を仏沢麟蕊雛），

ユ焦位！麟を落禽麟煮よ、、誤鵯とに1す愚書仏沢騰嚢　，調査虐毒叢藪の

棄部鵜も．広く分布す恐安露岩および蜜山癒・質鐸塊岩から

な愚地贋で，蒸底紅礫螺を伴なう揚禽があ墨．落禽層は

仏沢屡の安i焦岩を不整合轍覆うか，灘接花騰岩を不繋禽

に獲い，碁眠礫鰻を伴なつてい篠．曝英安寅岩質凝荻総

あ愚いは同質角礫凝荻螺の厚藩を烹撫U，1鷺の沢以購瓢
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は流鵯轡砂罎からな1羅）異瀬が灘逮し／ぐい蕎蓉叢文覇築　’、緯な

猟購す部分，．体／、麺國覇轡礫を含竃基概礁、贋であ嶺。な

お本麟柔安網、欝～贋英安1．翁　質薦轡をはさみ》また小響：

絹．．1一流笑は糊鋸繊，紅嚢床状／翼麟じぐい蓄、）⇔本麟の

一一普！慧こ鷲、糞二・　　　灘く窃）豪曇欝を縫ごす壕一，鰐薪i文葺毒孝欝暴，　葦㎜1、，蓬）i犬轍イ銃

騰岩を、織謙，蒙た大鳥絹以東では麹讐で仏沢麟蓬、ギ．1つて

いる。　辱大誰ヤの1捲フブには言瀧禁文曇｝お、よび13質　　参ミ織　）互ノ薄｝季・・

夢1）なる部分があるが，露猷が悪く落合叢．、との闘係，塞明ら

かでない。

　　　　　　　　　4．　鍵　質欝説

　壌，笠　津馨轟轍類

　墨，薫，煎　一緊鎖花縄閃黙姦

　この花嶺閃緑岩は，早田ル　㌧大、／、薙絹付近にかけて分

布し辞仏沢葺．1および…部落禽篠理際覆われている、，粥部の

ノ翫久懸州に沿つた地域紅も分布しズいる．犠ぼ均一・で，

類熱撫灘鱗麟色痔瞬薫ぴ）・岩－石ズ鷺錘　 マ欝欝桑y近澱！，凱この1争轍

岩株状に優1鍵鐵中粒賜）、褒、雲1羅貰．纈嚢（花隅弩穀）慶ご産しレご

いるむこの楚若薪は斜畏讃・カリ長馨簿ヅ贋：英・、！、1嚢母お、勲

び角閃石爵主成分とし，ジル雛ソ・　曼茨犀三浄磁鉄顛を離

成分としている，部分豹観そγゾ論曇撫懸織を灘す　カき1

長石は驚畏贋で他形廠叢墨し，とき鑑不鱗鐸」なベルト際1凌

生t㌻ている。石英は中心部轍液揖簑包，有物を、ダく奮んでい

る、二，灘譲母はコ編色で緑流1石・灘藩、蕎に変化しているもの

が多い、，角閃蕎は量が少なく緑麓で，他形・一半1き1形癒贔

する。なお才蕪芦才蒙髄薯穿は力夢長筆婁が多い、、

　墨，覚．麟　黒森斑状繊英櫃旛難重

　この岩禦費ま早1磁マ灘覇閃編逢壌ト体の峯獲ソず続、叫蕪懸霞を1キ峯・撫と

し、て小区ま戚に；分布しでレる、，

　斑i）武樺撃遷塗慰示し翁鞭蓬・聡・カ1ノ長讃・職萎薯・、霧、雑、、鐙・角

閃蒼を斑麟としでいる．貰基は粒状の斜疑蕎・石英から

なる．

　斑灘iの斜蕪贋歎識ラ饗衡・半遜形で夢難／辺紅鐸粥構遣がii蟻

昏狭く発達L・でいる．石英1感鑑形を呈する。力夢擬石は含

裏叡、葛場・審とそうでない場合治鼠ある鞭　籔護1を蹴すもの絃

半痙形でペル／・1鞍をなしている。黒雲緯は豊片状ぴ）集禽

としで産鉦．，禍色を星する．角閃聡捻柱状のもの奪難・

が飽形を、灘すものが多い．贋蕊瓢当懲部分の聡英・魍石

の塗叢麗は灘葦趨裟よりまちまちであ蕎，

　農．蓋、議　湯ノ沢細聴寮蕪季譲三蝿緑婆費

　この増薦膿黒森斑状蕎英閃緑岩の灘側轍南北に細蟻く

分布レズいる．湯ノ沢、ぬ流で黒森斑状讐英閃鰍岩と絢質

鵜岩脈で貫滲れてい｝　また水無難の支流で轍砂岩ない

臼レ砂質粘板岩からなる『宵期轡贋（古生麟？）を捕獲岩と

もで撫り撫んでいる．優黒質，細粒，斑状で変成岩様の

纈織を鰭す場禽があ篠。鏡下では斑状，穣無は閃緑岩質

組織を示す．三斑晶と乳ノて斜長薫糎塚襲・角獣鞍沖蝉、、、嚢母

オ　び普通輝石を含んでいる．石墓の部ノ層録ll英・斜長

華夢轡爵ジま縄石靭、、、、猟鐸：が塞三で摯　ジ・ル驚ソ・鱗籍獲石纏厳鉄

宮1を伴なv、⊇ているハ繋羅購輪羅一長欝構：麟形～曇鐵薄糞で累・羅

構造が発達している勤外翻あるいは一様繭，…響調瀬》撲ゴ

生鷺ているものがあ．p。｝、、舗1の一部醤石基の石英・長石

¢）粒）1飛結1瓢がくいこみ争1灘1欝のある外ヲ幹薮嘆1冊しているも

のもあ』，石英1激他形で夢と鐘！盲斎基の長石を磁み羅ん

でい護）。5　馨翠・／1閃石韓懸灘石・緑簾石・獺石に変化

している罵、のが多い。菱鷲蕪のカリ畏際罫はペルト石／韓一造な

紫していぞ．普通輝薦・紫蘇灘石は影．藍状組織の著しい細

粒覇）岩石中、こ含まれ，他形で底わ編譲猫・い緑色角閃石

、　、欝鰹生じている。輩た全体が無色の角1嬬灘こ変化し

ているもぴ）がある、この岩蒼中の黒雲母は辛鶏龍葉片）鞭で

あゼ）が，細片の葉合，細片癒なして角閃欝に伴なう場合

などがある．石墓の部分媛麟歎細な粒状結贔からなる。

　墨．儀．盛　鐙狩花繍閃緑コ暑

　籠のキ鐸　1調査地域竃）舞ヒ鰭華こ分箸1し勢湯ノ渉く緯i粒王f英

1蝿壽鱗　の北僻i続チ｝布するが，爾灘の関｛系／感わかもない。，

中粒撃優白質で，斜長灘・戴英・力夢長石・黒雲母・角

閃石からな騨　斜藻華ll嶺半繭形ないし．飽形でカジ長石の

量は少聡、い。鐸、繧潮赫萎絶を塁す鵜．角閃顎は，淡緑鍾．

柱状であ蕃。石英拡ときに波籔な消光を示す。カジ長着は

部分1約麺微斜長石樺撃遣を承す。

　墨，叢、雛　三方倉花闘閃緑岩

　この地域鑓）西方夢濠，藩ノ沢多墾祷辱慌≧方簾繋お瓢即むナて分布

し、，湯ノ沢継粒聡英閃緑岩を貫いでいる．岩買からは，

蟻壌葺轍撮閃緑岩菰1覇一一岩’体ではないかと蔑慧勲れる。ヰ1粒

唆、斜舞石’・着英・カジ擬石鰐薫、繋．母・角閃ン薮からなる。

彗璽椛轟閏緑岩と類似しているので，記載は省略する．

　曇、瀦　新第翼孫灘麟（麟奪姦図）

　轟，慧、翌　　仏霧笑麟

　！莫拶驚1敗蓼梵鱗鴛澱上濯叢仏沢付；近

　塗窒質騨よびタン壌了1矯菱ぎ安β．1岩および同質響擁藩1の互層

からな恐。大、鵜期以西靴分布するものは，赤紫色嚢油岩

および緑色羅メ岩からなる。業州dいて／，錦上都軽角閃

石安1．隷轡癒㌧伴なつている。

　麟位i勢．／係寒花繰岩を不整禽に覆い，基底礫岩が発達し

ている。礫の種類は安出岩および花闘趨類で翼殺大霧伽凱

に達してい恐．本郷付煮の大鳥鎖鰯岸では1濠ぼ水平轍花

繰岩の上轍のつてい愚のが観饗さ敷、る．一般に大鳥川以

凍の本贋》、縛壕〉い傾斜で花髄岩を覆つている．ヅ方大鳥

鑓窪岸では花纐岩滋断鷹響接している場禽が多い魁水

無期上流では基藪礫岩は熱～§ゲの鎌斜で花醐岩の上

紅のつてい撫．購部では一般に本／ま簾落ちの急傾，斜癒

なしている．

蔓一く繊）
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＋　　＋　　＋　　＋　　命　 ＋　　＋　　＋　　＋　　＋　　÷　　÷

Gr：早田花闘閃緑岩または黒森斑状石英閃緑岩・

Cg：礫岩．Gt：緑色凝灰岩および変質安山岩，

Ary：輝石安山岩，Ah：角閃石安山岩，Br：角礫凝灰岩（石

英安山岩質），Md：泥岩，Sd；砂岩，D）：粗粒玄武岩，

Ba：玄武岩，An：安山岩，Da：石英安山岩

　　第4図新第三紀層模式柱状図

　層厚＝不明

　火山岩類＝本層の安山岩は大部分複輝石安山岩で，普

通輝石・紫蘇輝右・斜長石の斑晶と，拍子木状の斜長

石，小粒状の輝石および磁鉄鉱からなる石基からなる。

輝石は変質して緑泥石に変化しているものが多い。大鳥

川以西の安山岩は変質の程度が著しい。

　芋川下流の落合層の基底直下には赤黒色の角閃石安山

岩が産する。オパサイト化した角閃石と斜長石の斑晶を

有し，石基は拍子木状の斜長石およびガラスからなつて

いる。また芋川中流および平沢上流の赤色一赤紫色を呈

するもめは緻穐石，普通輝石の斑晶を含み，玄武岩質安

山岩である。’

　4．2．2　落合層

　模式地：朝目村落合の大鳥川右岸の崖

　岩質および分布；本層はほとんど火山砕屑岩からなる

岩相と，泥質岩を主とする岩相との2つの異相からなっ

ている。後者は湯ノ沢以南に発達する。基底礫岩・砂岩

・泥岩・安山岩．・石英安山岩ゐ熔岩および同質凝荻岩，

同質凝荻角礫岩，角礫状の凝次質泥岩からなる。砂川地

区の本層の柱状図を第5図に示す。

　層位関係：芋川には仏沢層の安山岩（角礫安山岩）を

覆う礫を含んだ砂岩が発達している。小芋川上流では花

崩岩を覆つて花嵩岩礫からなる基底礫岩注3）炉発達し，

上位に砂岩および厚い泥岩が堆積している。試錐の結果

も基床礫岩の存在を示している。露出が悪く野外調査か

らは充分明らかにすることはできないが落合層と仏沢層

の関係は不整合と考えられる。火砕岩を主とする部分と

注3）第1，第2露頭で放射能異常を示す。

泥岩を主とする部分の

関係も明らかではない

が砂川西部で指交をな

す部分も認められ同時

異相の1関係と考えら

れる。化石の産出は少

なく，小芋川・芋川の

基底礫岩から貝化石

および鮫の歯を産し，

また湯ノ沢上流の砂岩

からも貝化石を産して

いる。

　層厚：150～200m

　火山岩類F：本層中に

も火山岩を多ぐ挾在し

ている。砂川地区では

野外でも2枚の玄武岩

質安山岩と1枚の石英

安山岩が認められ，ま

た1号試錐でも2枚の

玄武岩質安山岩が認融，

られる。その他田の沢

にも安山岩が産してい

る。小芋川上流には40

m以上の厚さの粗粒玄

武岩が岩床あるいは岩

株状に産している。玄

武岩質安山岩は撒檀

石，　（輝石）および斜

難叢劉『
間粒組織を呈してい

る。斑晶の緻欄石は，

蛇紋石あるいは緑泥石

様鉱物（セラドナイト

？）に変化している。
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泥岩『

ノジュール

榛岩・砂岩

浮石質凝灰岩（σ7m）
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石少｝ぎ（1，5m）

保岩（2m）

花商岩

第5図落合層柱状図（地質調査によ

　　る）　（小芋川沿い）

また斑晶の輝石および斜長石が完全に方解石におきかえ

られているものもある。粗粒玄武岩は撒檀石の斑晶（蛇

紋石化）を含み，その他の部分は，長柱状の斜長石の集

合あるいは普通輝石と斜長石の文象状共生からなり，そ

の他鉄鉱物を含んでいる。

　4．2。3　その他の火山岩

　この地域には仏沢層を覆つて流紋岩が各所に分布して

いる。また大針西方には花崩岩の上に流紋岩と流紋岩質

凝荻岩の互層が分布している。大鳥川本流の川岸では各

6・一（564）



魑螺凍1釧灘ξ難村釧附滋の地蟹鰭鉱ぴ鐙蜂γ礫轡に撃いて（島津光斑・瀕構㈲

所で早照花騰閃緑岩噺貫く流紋岩岩脈がみられ篭．

　農，灘　段鳶

　大鳥川に沿つて澗岸段、臨が良く発叢U，騰位より捻雛

一鷲獅灘，80～鷲膨惣および麟騨蕪の瀬川凱沿つゾ1．平癒豫

縫鐸～雛5矯，雛｝椥嚢雛灘）　の姦つの欝鱒糞区、渉／瀞オも難。

　墨．盛　地質構濃

　この二1憲／繊の重斑質餐都鍛セ憲翼翼ソずの装撫嶽叢山誓態礎）1．慰鷺」二麟一観よ

り覧欝《部と鱗難峯で薦ミしレ、対鞭鷺なしているゆすなわち警

ブ薫、難用瑠、．翼で裟購蕪平原で紅駕．た蒸蕪盤の牢蕪騰岩の㎜ヒ轍官、渉ζ麟

が水平に近くのつているの轍対し，瞬方の花轟岩類証二は

南北挫の断購艶接す恐騰禽が多く，癒表および試錐調査

の結果ではかな勢の藷罵が推定瀞勲，簿》．断層以外（不整

合関係〉の騎合も数欝痩の傾、讐で東轍傾いてい蒼．講の

ような灘方1．！撰慧の基薮簿わ隆起．を麟．1．1地の繭側の爾籔川地域

でも認められ辞花畿岩と新第三紀贋の関係は購灘性の断

麟で接す羅勢禽が多く，繋難黛践が鰍蝦ーていない．鼎の

ようなil駿運勤1・漁鹸近まで続き雲一礁段の茎i．～比あるいは

巌錐が発達鴛てい鵜、、仏沢麟の上に不整合にのる落合腰

は騨i鳳述のよう猷慧つの異麟三1かむなるが養縫嘆集らの隣騒糸は

涯葦　藍三と壌る鞭橿が火照壊、協ゴ主とす鵜麟相の中央部を

雌導，全体鼠〆て向斜構遣裟な／〆ているもの建）よう鐙考

、磯呼疹薄㌻恐，

　盛．難麟誌

　風辺．の地域との対比捻，調査も不充分で明らかでない

が婁北都で鰺落舎麟の．L部は泥岩・砂岩の蓋矯？魂藷なり》

櫨物畳露選を挾存す恐薫三曇嬢、華が分布　（鶴蓄轡異零翼か〉　し・穫搾難

川炭田地域の蝋ヒ郷層凱移化レている．北東方では資料玉）

に、よ愚菰摯落合麟（大1、騰贋）上位搬硬質頁嶽かむな都箪

樹1勤璽なつている．欝部の上疑1沢付近では砂岩，厚い

礫聴i・が分布瓢弓灘麟齢岩が多く舞ときに炭離斌薮塞寄ん鯉（黛い

葛。，イヒ畢f瓢ついては決定麟な資料を欠いている漁㍉岩耗き

漆誤融異歳豊庭蜜壌、ドよそ1火の、款う蹴業暴熱力無蓄えら軍る礁の

奪灘　　 懲鍋鱗嚢窺、眠難窺妻鞍｛嵐懸1麟

マー一（聯）
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蘭練凍繍臓鯵1矯村酬肺煎の鰻讃および勲嬉ン辮熱叢級暖（輿ぎ津光夫・押酒漸穏

／灘繋号

搬
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璽膿墜弛讐匿勉1　、i傘．饗

騨轡瞬癖☆欝匝☆　〉

　　　　　　謬．砂／1附近膿禽ウ畢ン礫岩

　轟．叢禽ゆ勝ン礫岩腰の分布・

　砂州付近の含㌘ラソ礫岩縞地表および試錐によって

次の欝趨撫ぐ蕉で詫忍め撫才㌧鵜。

　第涯露頭（トぴソチによつ《爾東方向に驚雛数難鷺跡

　　　　　零れる）　（第難誉馨鐸欝麟〉

　第慧露頭（トレγヂによつて南方轍数獄．遠跡審れる〉

　　　　（第亀鷲図）

餓隷露頭○鵬／yチにて確認）

試錐（誕〉一王号（深度㌘誌，麟灘）

試錐（綴紛一3号（深度s，難暮獄〉

試錐（瓢〉一一薫号（深度騒，灘灘〉

（第き図＞

（』第蕪撃ぞ，婁麟）

（欝ぎ§繋7舞釧灘〉

（第蕪弊7夢婁図〉

　すで建述べたよう轍，含嘗讐ソ礫岩を基底礫岩撫す恐

分離審れた慕つの堆積盆（義くにそのうちの撫やは花謝

岩轍浮．蕊、鵜状〉轍分けられ嶋萄第薫露頭は澱も北の堰積

盆の爾端に当熱。（鍛）～一儀畢辱（鍛s〉一s号夢（郷〉一一一i

・畢試錐地、蝋毛この彗鑓議盆のぎ・1雌畿位麗してい孫．第鷺，　難

露頭捻．1庶の堆積盆の南の小瀞な盈の基底部1こ位置してい

る票懸ら轍その欝轍…一ゆ齢堆餐響盆があるが畢地一畿では蕪

　　　　　　　　　　　　　驚蓑調藷葺および試錐の凝馨繋

（第7麟〉から，第亙露頭周辺の含寧ラソ礫鰻の分窟の

ようすをメネルダイアグラムで添す（第襲麟〉．第嫌露頭

卜購噂



二鞭質調獲覧1簿ず蝿報　 （第1黙巻　 篤　7葦済）

と（鍵）一畷畢試錐孔を結ぶ1方講では礫岩声i婆，慧ポ前後む

北茜簸懸ミ喜を輩し事／享憲も滅少している　（浩霧8図）。（慕の輝一一

工響イしの西方鷲○撚の（3護＞一慧考・駁．では楠ヒ）傾、籍オリ擁呈

定瀞れ鵜深度紅おい笈も礫謬が認められない、，縫遮建

ら曇酬鐵蕪底顧○、）傾寧尋〉ノワ＼縄童くなウてい脇のか争撲　　・は濃墾

底礫量1の分布がε翻　艶囲（すなわ魁一謬難のチヤソネル）機）

に限『られ恐寿のい魎婁塚れ・かに、よ難も‘）と考」えら才も葛箒襟ぎ嵐

露慰弩寸・近のむ試，舞潟よび／・ぴン攣の藩簿ぐも豊　峯菊纂豪謎頭

と（暮4）一iレ讐澱、を結ぶ線菱鞍とL〆て群’、鋤て弄寒化してい蕎

聯m窟方扉　数綴／の厚さ｝7心ぐ）てい覆の　鐸鋤ご・ら，

後懸¢）可能性が大きい，、第i霧璽と　（蕊）一工号孔¢沖

　　　　　　　　　　．4砦、鳥
　　　　　　　　　／嚢＿

霧／　　　　　　　　　　　斜＼く＞

　　　〆罫　ヒ．　　累》副鯉

　　　　　　健　　　ドレ

ン（ひ
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　　　鰭庵増鞍慈、貌呈、
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／蕪腐　鷲窓扇
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醗　　戴嫉講耗際麟達、鍵ω懇　　　　 誌叉轡
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　閥搭は葵鞭雌誘、ぎ，塞認鎮　）嚢　よい（1，瀬識蓼護む悪いが）む穣器）一一

　黛，　馨号擁．ては鷺総岩捻あ罫2響藁常惣灘さない窃（縛）一一！

　簿醗．び）悲方驚○瓢む）嚢明i峯織摂瓢は鍵驚菰禽礫砂岩ンび仏沢

　灘窃）安糞、翁霧の、ヒ轍のつでい燃、，こ二む〆砂署は（馨5）一一一i謬澤し

　の礫嶽と遵、続“／るも¢）と考え1れる．…判醸，簿頭は鷲干の

　1放身矯齢、凄1㍑孝すが化学分析で、　アラソを確認でき無か

　つた，、

　　以 脳萎漢か多親，、馨厨頭を嚢，麟塗溝盆は北灘ご欝。前

　後傾いた孝糊盆て基底礫岩を局部的に発達慈せたものと

　考えられ撫．響論露頭を葬執む堆積盆はきわめて小規模で

　隔離され，即や北策へ纐いた堆蟹魯鑑と考えられ翫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毒∴詣懸熱叢
　　　　　　　　　　　　　　　　藩騰だ

　　　　　　　　　　　　　　　・☆今紹
　　　　　　　　　　　　　　　　凝．1．ワ

　　　　　　　　、、、謹、置摺、4餓総／

　　　　　　　　　＼欝盈　冨溶　・ヅ、〆〆
　　　　　　　、　　、

　　ズゴ　熔☆蝦禦／☆〆

＿ダ～　　愚／壁〆糠〆
　　　　きぬき　　じやノ

ン　葬　　　　　緯灘

1グノ

ノ紬む ～
“
＿

を　　す第i襲霧顯　．）、、乳ケ　ツチ’く小響三翅）

　　　　　　　　麟蝋薫、烈　　毫葛量饗霧鷺薮の愈騨　夢　y毒漣1轡

溢三紛　 響乏の嚢つについては猟弩瓢燃童料公社により

　　妻試鍔垂が癒書轟た，、

響、慧　禽ウ響ン礫岩の燦状

　第壌露繋翼　（鋒ぎ欝図穏1翼i彗霧ξ蓋獄）　この

雛鞭熱ま小響窮蟻妻レ・の道1絡の登フ翻紅欝叢交

麺薪）闘欝馨出し／瓢い懲。蓑糞鷹癒は4｛）。鳶雛麦

の糞灘奪を莞糞してい為群霧＿謄は明　 ズ’（営な

いが多掲二疑Lーている麟羅｝だけで黛瓢徽悼ド多）

ない。蕃縷は孝蕪騰燵1紅攣一1韻慧嶽＞、嚢、森璽員）が

大部分で少巌の流紋岩を含む。礫搬大き

懸轍巌大径欝m紅燃す凝騰のもあ萎掌4

撚程度の毒のと，黛鞭～30撒蓬のものの慧

種類力翼い拶礫轍細長いものや角形のも

のでもン駆ど捻1幾くと雪駕て雨い鵜岱葺冒蚤黛難

観達する激個の流紋岩礫韓流理懸より剥

理港れ，板状を示している．基質はアル

㍑一熟響少蛙ぎおよび壽白魚轟遷澄斐ン岩で夢誰樂の

周翻は慧一翫瓢の間，微粒の硫化鉄．広

蕪一欝馨婁）



山形県東ξ麟購朝則魂列ll付近釧獣慧はび含ウ難7礫熱瓢ザ麟蝋（島津光び蔓癒納洋鶴

轍よりとむかご荻津鮎ている轍とが・多い鼎誉義イ撫叢雛一1は鞭蕪鉄

鉱イヒしている。また基質の書饗分からは貝イ臨濯鳥薫嚢の幽ゐ

化講を産する．放絹能異常は礫藩麺）葵質の部分に広く認

められる無　撫叢一階聾　（・ンンチ継～シ雛ソ）　に二、歎る灘聾鋒

櫨を第鐙図に付識L．た．礫岩の　1臨部轍捻鮮理の発達し

た欝蹴をおびた砂岩がのっている．第薫露頭を東噂紅；追

跡して窄驚なつた各ト翻ンチ紅よぞと婁羅繋岩の厚さ紅次養等

硫減じ，数憩鵬から欝徽続なつてい峯　そ葱，らにオ

いても階1＝ン位紅は砂岩が重なるン騨撃薫犠も東，よしのトレソチ

では礫質砂岩の．1瓢位に角礫疑次轡が鱒接重なつてい嶺．

　各トレソチにおける礫蟹も鳶窯劉能異常を示し，瓢大

騒．毒馨撒鮒／熱のぐ薩となつて潅ゼ・る、，

　第黛露頭　（第葺図・図版飾〉鑑の露頭では礫岩¢）全

容をみ器こ淑はできないが，砂蟹部が多く礫の量捻少な

いゆ

（驚～曝慕鷺僕〉が硫化翻0こ，歎り鉱染さ憂「している。墓質の

部分　割れ難，鑑そつて褐幾i失鉱嚢二L、．てい難．撮1高嚢．蔦㈹翔

望三の縷を鷺す◎

　竿駕露顛　この露頭は等…こ川の爾環で綴察される．屡位

的1‘翼系，。／、義簿鴛1灘に示した、、県鷹1獲の麟難黙浅藝○欝薫↓で干彗羅

｛　欝韓黛¢　蓑質繋＿耗鷺≧薮嚢茨ヌ轡を主としラ花騰岩の礫が一み

騰艶玉灘顧ぎ後の間、糞、コぐ並、んでい導、、その、、k部雄小馨繋を含む

やや層灘　　§達レた、織色の安山畷叢、凝驚質砂琴π葦鶴麟
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翻零に漢蒙岩鋤糞のつている瀞

　（覇》哩欝孔　麟蓬礫岩／重厚き約薫鞘で礫は花畿岩を

主とレ，基匪熱蕩翁臨凝茨質である。その上部狐は凝荻岩

＞箏重なぢ）ているむ

　器．嚢禽癖撃ン礫嶽の驚，藷の轍質

　第隠，第窯露頭から採取した試料の分析値を第墾蓑に

灘す．

　第三蓑のように含ウ腿y量　（化学ゆ欝γ）に対して放

射霧譲警鱗欝魔蔽はイ践い緕　このような爾註懸に舞葬右ン敗のないこ。と

は，おそらく鄭“放身矯簸平／鋳力耀呆・た野儀てマ、ないためであろ

う．象なお夢数個の試料紅ついてト夢ウムの分析も軒なつ

たが全然検出さ敷、、なかつた．

　次紅第甚，第藷露難樽採取した試料申の微量ラ鶯素の

分析結果を第驚表に紫す。それによるとA滋，℃慧轍寓界，

一部では鉱纏鳶に富んでいる．その値は花醐岩申の亀

のよりはるオ鴎こ馨響く鉾鷲素“の叢欝鱗嬉愛爵しダ購灘辺のぞ蕪懸。霧

中に胚胎する金属鉱床の鉱贋中の態．要元素紅類似してい

る諭

　含ウ塑ソ礫岩の基質は，凝荻岩質象たはアル慧一ス砂

岩質である．凝荻岩は斜長省・蕎英・燐．茨石・ジル灘ン

の砕晶を含み，そ蹴）飽の部分緯ガ欝熟質であ篭）。緑色の

パッチ靴癬むものもみられる．長石は一一鑛絹雲母化して

いるが，基質の部分はほとんど粘土化の様子がみられな

い、，X線粉末法でも若干の網雲欝一垂ソ峨iハ驚ソ石が認

めを〉れただ寿ナである。

第　窯　嚢

　s一鰯騒婁／／、芋舞ぎ慧塁　霧難獲曇1

　難一姦婁ノ／、芋鐸事慧爾豊　審遜療更ミ鞍浅を綴禽む孝墨岩

　s一欝雲ノ1、灘慧繁2誉簿雲　享渉馨争

　s一暮建ノ！、薯　欝黛多　砂　葦

　s－7蓼ノ／、響£鮮ぎ蓋う　’

　○一緊大導至縦甲、麟化鉱

　Y一漢．き八久和ダ　匙鉱脈

　傘オ輿薮　　．｛翻、鼎ド，　一繋鍾麹霧態

（頒筆羅、議、彗、蕪分織激籔野騰分蓼景麟叢〈JAα》）によ鵜〉

　禽ヴラソ礫岩中の黄鉄鉱は礫媛の礫をとり象いて発達

している、，微細な結鹸の集合で，ルーズでくずれやす

い。酸化して褐鉄鉱に変化している部分が多い、反射顯

微鏡で観察するお，半織形の結晶の集禽がリyグ状に重

なり，灘舞ホーム継織より変化したような産状を塁．して

い蛋）（図版慧），寮た，ご．戴噛べ欝藪ぐに欝業なつて成長した

様子を紫すものがある。そのような湯合内縄の結論は婁

嶽鷲套聯1晶（誉角薫覆麟罫）　となつて㌧・る（図1萩3）。　このよ

うな黄鉄鉱の産状は低搬生成を紫／協のと考．酷られる、、

x線¢）ヂータで捻1蒲豊蘂1寮惹の線が書忍められ鋸蓬下でも準蕎ヅ鱗生

を懸すものがあるので，一・部に由鉄鉱が；存在しているも

のと考、鯨払れる．
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　　s一蓋箕4、灘裟蓼霧葱摯　灘邑霧

湛三謬）　？ジま馨弊毒饗イノレム1雛葉疑オー一1・讐ジオグ漫フ璃乞餐莫蜜

　琶釜》籔麹群鯨鴛窯」鶏載

鱒
綴鞭藷　　　舞　匹申紛雀乏鍔、聲叢塾　多ソグき磯を憂垂し｛いる

　ウ饗ソ愈量の多い馨式料（霧i嚢荻質の部分）の研磨薄片欝書

よび研麿片を原子核乾板上濁）靴蓋カ月閥露繊させ驚結

果，撚線の飛跡がわずかに認められた。そのでかたは点

欝一・淋韓㌘導）



山形県東顯想郡朝騰村砂罵付近の地質馨よび奮謄讐ン礫爆績つレ・《Q，蕃、稼光夫・河内洋繕〉

麟li幾3　磯　中の黄鐸．、鉱，篇震磯構遣を慧し．内籔は謬幾罵灘翼寧の馨31、、な羅す悉

源をもたずに散雀している撫鍔慧下で撫飛疑亦が鷺驚豪総してい

葛薫き分に業ヂ応す愚鞍蓑欝を／榮し患すと凝荻蟹箋の難ぎ分で爵何

ら特別変つた様子はみられない。そのでかたから1瑛着

に濫るとしか考えられない難なお化学嘗ラソの二き難と放雛

費糞の関／系が対／応していないこと竈滋交馴霧籔則定糞戴から／翻151

したが警オート“ジオグラツ罪（撚飛畢跡）からも國様な鵜

煮オ繍簾定ξき嶺印

馨．禽ウ撃ン礫欝に欝い蝶の黛，羅の灘禦

　含ウ愛γ礫岩1礁落黍》麟則）藻巽底誉樂婆轡でとく紅イ輪離螺・靴不

整食に覆う部分に発達している．一1二述のように鉱の礫岩

は，貝化石，鮫の歯を含み，その上位に砂岩および厚い

泥岩を堆積し，海威層であ猫ことは間違いないであろ

う．Uかし厚い泥岩中にも濤～婁枚のうすい礫岩を挾み、，

叢た3つの離れた堆櫨盆を作つてい恐ように讐浅驚樹戎で

斑絞的狭い水域／麟／穰したもの、と思講．れ恐．窟た火山活

動が盛んで，火砕岩に比して泥岩の分布はかな参狭い範

鍛／に／讐罎）れ，てレ、る。

　臓本の堆醐蕪型の・ン愛γ鉱床は，入形峠（中新世終摯

～鮮新世）を除いては誉・　くは砂川と獄麟叢，こ鷺1簿僕i．il塊

の花醐暑の瞬辺瓢位誕運い／糞時代も中新撮中期の禽、婆粥嘆）

壌積岩中瓢鯵葬治曝ハ難董　）．罫多い（小騒筆三鷲携筆；駿嶺瓜夢申

条〉．その他のものはさらに古く中新世初期の双六階（麟

饗麗／事讐群事．1当腰一一灘沢，ギ難巻〉の重撫／垂篇野申にみいだ憾零㌻て

いる。　慕嬬で朝曙鼠建臨の幣登繊のノ！、顛と！わ鮫してろ、ツと，

砂絹が海成層であ養（恭㌶対喋。警小麟では雛襲岩・砂岩一r鐸の

厚い懸粒雛積物7ノ彗駕く発燃し襲櫨物化薦建・書よ雛樹幹を蕉

する陸成屠で撃海！の証拠はかなり一1添無の重撫屡　（女鳩

脚で認められ導．㌘謄γの巌状嚇ぐなつてい翫三川

の毒勢禽は小國臨同様である．申条の場禽は海成麟の憩登

篶鯵鷺緋《慧灘鑓綴難呼婁に産寧恥るが垂燐馨竣墾石のノジ識…ル串轍

ヴヲソ捻漆集している、，ウラγは容易に

水篤幸容解し運・ばれ機集壌r恐ので，含ヴラ

ン礫岩鈴堆積環境（ノ）類似性だけか膨ヴラ

ン・緩、集）共1騰輯三を筆麹める撒と雄でぎな

レ・が隻東北欝馴i本紘．鐙いて台巨鶴階にきし誤

かも蜘三1山塊（ノ職1辺繊いくつかの含・艶ラ

ソ礫雛翻　翼分布すゐ1二とは雰それ≧＞，こ夢熱

瀬したもの1があ愚蔦撫を蒙紫してい1　卦も

し浄纂なレ、覇

　砂川の　穿ヴ響ア礫岩の叢鐵墾アル翼一

ス砂摺・窯たは凝荻磨質旨誉警一一づぎそ　 1冨の

微蟹鴛素は付近の花講岩中槻胚胎すぞヌ申

熱水性鉱脈の構成鉱物を作養尤素と縫通

して》、蕎、乾ゆ糧彰鳥。　レン　も撃大／説・彰碁三／

鉱山では豊一一・部轍、．ンを点｝気驚その他

付近には類似の含ヴラy脈（繕脈〉ズ撫多数存在してい

恐ゆ礫岩に』はまた弼らll馨蓬嚢後に熱水溶液鍔）欝鱗響がi認めら

れな．い（粘二鉱｛ヒもみ醸薄し・ず雰黄黍失鉱も糞載水性』¢）ものでは

ない）Qしたが）て寧塑ソの起港辱1は葵基穣蚕花1、難岩および

その申に胚胎す恐鉱脈に求めるのが1圭1然ではなレ漆とラ激

えられ難，花嶽岩には早繊花醐閃騨岩と濤黒森斑状石英

閃農郵轡があつて野菱擁儀らのゆ讐γ含．羅二は章蓄麦溝鐙のププがや

峨ミ多いの

　　　早醸花醐閃緑癒婚，嚢，三．馨鞭黙

　　　黒森斑状石英閃緑岩購．ぞ，窯．マ鞭燃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分1轡乙縣 禽灘1懸

　レかし，溶脱レたウラソが懲給される場倉どの程度も

との花羅岩のヴヲソ麗惑薫が影響するかは，魏の要鷺1がか

らみξうの℃㌧一概には秘、うことはできない．なお撃第薫

露琢護毒蓑繋は蕊欝、鱗花闘閃／騒岩に謝み豊第譲蟹署悪ilでは、業、森慧葦

擁犬灘峯英i欝浮緑岩漫こ餐罫んい学い鵜撫

　台鳥期に劉三1本紅含ウ膏プ礫岩を生じた原因にっいて

はや謄ソの起源のほ　 叢古気／l粟摯煮叢鄭灘讐窺）条件があけ塾

られ・葛オ監畢謙薮然噂監薫黒しいので瓠鑑｝鷺爆胤浄鮎。以㎜ヒ講講箆、ない

ことにす』嶺戯

　次鵜寧予ンの濃集機構であ馨が凱こでは勘れ，を寵述す

るだけの寅料がない。片μ1の分類㌶，よれば，砂規の含ヴ

漫ソ礫岩は基底型で熟る．

　小顯も纂底型であ礁が一部は地下水型蕊よぶ凱蒸がで

蓉る．砂川付近の基盤をよ趨伏に富みでいる．たとえぱ第

2露頭付近は小さな凹地靴ヲ翻戎し，憲た第薫露頭，薮鋤

～嵐号孔を結ぶ方向は葱つのヂギソネル訟考え恐ことが

でき養かもしれない．Uかし，ボー！藷ングの資料懲少な

く簿藪翻な1輔と雌躍）濤’｝ら．ない肇業艶喪の離1査に、よ姻ひても，霧写

薫露頭以北では礫嶽（菰く轍禽ウ響y礫瀞の発達は／、鐸

雀レてい騰よう轍思われる．霞た，礫岩・砂岩等の透水

欝一一縣マ蓋〉



地質調査y費湘拳鞍　く第置蕪懸第学馨）

縷無ま夢基底絹象叢瓢櫨蟄基底部の階れら以外靴1ま蹴くその

牌1 二の鉱とを夢考えると夢砂ヌ！iずサ近璽）ヴヲンの捲畿懸響は蟻糞底／縷

蛙1墨穣騒鍾幾，ほとんど隅嚢凱置”ぐ婁嚢勤鑑灘続沿つて窄挙な1われ・

たと考える方が適巌のように思われる．礫の問を覆め℃

い貰）黄鉄鉱1諏還元藤境という好都禽な条件を翠してい懲

とみてよいのでほ急＝い澄るう爵・、，

　数需，以、1二二のような生成邊程を：考える場含紅次の2、燕

が問疑藝とじい◎愛ザ1アぐいる箒　！つは鐸ぎ！露麟1と影響1孔を結

．麟プアi角u頴掻プ享i融）　の断醐を勢ると藻羅蓑灘の欝馨尋が蕊ぎ1
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　　（昭和蓉4構蕊学蒲〆》3ノ雁墾難溺聾3警脅薫お月～4｛）月講鍵釜）

i）岩淵議ミ部蓼

叢献
東yi裟り大3璽馳部雌！

　　　　　　質古生物学教蜜卒論　（寺餐瀞，　緯灘

2）神保　悪q、1、彫県麟霞損炭繊，i≡1本地質学会秋溝

　　　　　　都金糞滋質胤豊蓼案内欝夢蓋繍姦

3）北村　償1東北地方紅おける第黛寵遣出運動轍つ
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