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域 一 一大鱒灘1溝地一・諮一　　女翻節蔭ま糠、渥華鯵滞，粥踊箕、畿キ憾黎これ、）麟驚

は，べ→／ソ．ダ灌謝　1“体野．3，印撫、羅臆樹黛，き、塁，！こび．、．婆麹）畿畷酸地！．，某が麟きれ轍

　、旧ヒ述の海洋轟深海灘1翼，触　　籍蕪お、、i鐙　　1峨、こ，1てれば，大1　沈降地域蹴／翻．麺擁，

蟻構造を添ふは1矯であ熟が讐地蜘、ぼ嚇爵　窪の灘，、鞍慧域1◎、豊い摩さ紹）て、、・難』嚢汗の

研究諏羅肺な灘、郵ぴ熟艇．ジ），／二樋喚鯉舞黛噸」ぎ二え』“1酔すなわち駆『栖

域地霧激，綴嫁で乾懸転　　P．勲翻菱接近t～≠、二醜宝にl！贋か，ま繁、二初蝋麟溝／、鷺，織

域（麟礁）であ　）と，例え執外、、、、海薮、．！こび地麟／冠な内需鏑盆に／　’．，）地域の地鐵二的／、箋騰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　驚一（織）



地繋、　脚漸樽　　軽．霧懲巻第7琴う

を蘇究妻嚇ると，これ駐、》の海から鱒ilか離れた鰯感　　i，縮主代の初期から｛・、乱食作用を受けたll棊起

地塊と活火i．1．！＞舜㌶鼠き、☆が，擁．、1俄初期かす解ごに灘、大な購螂蕪起地！ノ継餅醸麟醗・峯驚

地騰、蒙　　〉が　でいた．し、．たがジご，ミぎ．、両、、、ざ、，、袈，古生代終期ン猛慧億万年グ間，少なくと

も，堆慕、素材　獲腿経験獄1，ミかたは・・、　観），そ（）た覇／成，火1．1戚，造構成，化鞠勺風

・亀轍三鱒煮戴メ勧沁鼠壊讐貰したご、と｝ぜ1紫，烈ら）1　。 ン、い輩軽翼嘉驚避懇鑓を鍔生（）．｝齢賞1，　一一一 と　継難ぐ疑醗鱗三簿1響

讐れミ緯，沁、よび過麟嵐）地質時代1建　炉’）たもジ．震！、経　汽〆く低い笹である…一・蕉とれぱ，

2（）k灘州 汐慰の愛曳簿、、，膨薙ノ終れ饗rいる綱』鼻あ導）その☆、堆積物が沈毒1げぞ）と》靭補償作

月1として，この地艦；獄，糞．寡断なく沈隣l　l）二ど　　　と零治るむしプこが哨て地球‘1餌1的調査を

；行蹴うと窯O　k鵜（）圭｛奪積岩雇　　対応1杓1観　　類！ぞ，旗　子㍉であ翠、しかし　この種の耀茎積量，羅碧，釦匁

られ癒い、

　　、叢アラビ六麸、鶴とアガ煎）沿糠／l鞄帯を分かツ壕1二海のツ胆魍ぴ痴、、鰻瞬　騨象がみ

られる』／．疑誉、中生代の終期範発生毛、メ1胡／黙蹴峨）盈・獣繊、’．蓑雛i：煎分コ編罹

ll接雛疑議頚蟹／．）地麟脚建等L．鵡シアル殻！l、階耽梅羅下に腕＞れ撫よず噛㌧、しかし

改7飢，シアノ喉脚轍著ミーく縮少匙〆．，地球物灘熱綴蝋、宰、．外，一一搬喚、“、離難．唯積物の厚さ

に近似、しでいゐ，，したがつててのラ㌧潔は傭頼がお！い鍍’、とi驚ぬ　罫，地中海螺、く、蘇遇1ヨ

本海藩ベーi芽ソグ轄．響貰渠以霧，こた更、〆か／l靖在L．し㌔いたと、1し』糠しるシアノロ、，の溝滅した醤耀）解

明を求める准が必騨とン熱、

　この地で汰，薮大賑地地帯」二）／、㌔雑な沈降が吏蓑ぴ．）た、1二．擦騨／ノである、，そご．賄え陶博

紅，ひ　ズ麟、嘘構成す導シツ翼・殻の根、と贈な再編成ヘマ、行　れた，．乱蛋），好）な過獄．易、どろ

してr災現し．たバ　　『）るか？責議1こ（・t）間嫁噛，非常な注窺を℃1愛，こ　）翼一蒙に！対し、て，さま、ざ寮

　　　　　　　　　時繊職翔鷺　だ解釈が行塞縁　　、き，

　き尋．〉鍵ブぐ熱馨博㌦べさ菜）（7　よ歩　馨雛慧獣）v　｛癒　 で靱讐｝，，　鉱（ll冠覆罫ミ鎗動二、紅治．1、劉ヲ　乙賦）丈うな庵嚢繋爵靴二

　，シアル殻は，沈降地II鰭被覆し．／なが罫、），下部超塩慰／．pl翅厩び澄玄武翠総翻汐グ響申

紅《ζ溶け鑑んだ警ご．とが紫えら瀬巻、、蓄葱縫嚇1蝋1輪》雛は，糊一兇解を支持し，大爾洋および

太平洋の簿搬こ以前7潤ざ乏〆βぐいた輯蹴，中生代、戯解鰍、，評驚沈降現灘　陸懇1難の“溶

1づ刮こグズ争を糞1駕七ぐ「て）ゾこζ　　陥ている，、

　鳳脳磯￥、姥嚇移橡に対乏』礫，千異な一た解釈を1驚叢し，榔葎陸地ゴ1幽、の1解経贋繕

が夢燕涯，騰撮解削ζ灘！i嫉帰∫，陸地朔溝纐．域下概！！旺入麟1、る1混シ購建漁、ゼノ、乏－、

かし近嚢．／、，購に、ると，。撫て黙劔／　　），1た購職麟・博1熟解／こ二叢1ンて髪｝繕潟煮み蹄

また　襲1生圧入が趨こ蕎この、、／び峯な姥較的浅処で綜，1の蕪 、多望、ひ貸，鑓l　lつために必要な物理

的条件は菩在し’ない聾い壱　騨麟難）碗撲ビ’ツチ脚1 、（、コ平均深鷹密瞬hl下！創懇一一水峯窪三

マ奮｝暮装麹雀と》する…T一　一1こ～二　、ふ》ン1よ　　　糞　　鐵穿緊綜　ピ㌧ンモ妻り馨藝こ1…1：諺華羅得嚢…・季鷺）；捕　1　　灘『ソ潔・豊夢　牽勺黛シ（）（）○奪iも

圧（水駈聯旺岩蘇懸擁，灘旺）、1がなるか糧雛静！・轡い鷺掃勢．、）深度では，

濃騨璃く職い“い・1撰冒麟据中〆｝職熱額紀，醗、，暮／鋤、砲雄獣，図，：刈蜜よび海潮叢慧

におけ難地表画か瑳ンの熱灘、、等しいが，海底堆積物／　／諮、勲奨．覆　　）る、・、縫1．．轡慮に入れ菱、諏

5’試，桑ホ群ビッチ層の表瀬では撮、腰，・、眞．○駕烈くでl　l、），，／；ず㌧、然　　，（護」醜瞬獣隷，熱流，熱

伝導係数放射熱の発一菱、速度を考1、簿こ入鐸『嘘一む／確ビッチ1！瀬付近の蓄、、腰．、こついて 一／、、，精鰹な討

算ビ行なつていゼ）“この計算続よる煮深／墾．箋、k熊、）凝跳鵬　　つで，運プ露盤，榊翫r，

’／よわち窯，i驚気崖ξある。ただu水柱51嫌義，地殻朔」　｛諏鑓とすそ．，、）

　したがつて，深度蕊紘凱ばかり厨ごな弘圧力が難，鰍1、灘，濁鷺が蹴獲の計翼嬢倍懇ゾ、

一ヒの深処ても，超塩基撫、墓質の溶1四込遡廠た，．卸、搦，噌　融　　　隔すこと癒期イ、肇するの〉う難しい

こと隷全く鯛らかである，、墜マ　え地1脚）隈界内1，建．びに爵ソラγ岩1　涯大／には着干の流’体ツ

グツ灘が存在す1籍）／能性を魏義件／こ除外して竃．ハ署〉地球物／lii学L一タをt纈，灘に入れるべ鷺縄あ

る，，し頭　’てシアル／熱1，，ナ込み底た、、気その塑性鉦入藝璽、張す≧、／ん説は，証拠が、、．鞭墨、のと

は認められない噌　・》，，　篭、　　　　．・考．え方は，玄武嶽織翻継・グツ1こ．墨、る掘離贋

矯撃事難の1溝化の可霧詮・1生を三虹張ダ　　　　　　　　　　添　　しン赫／、　簸懲三，、旨籍類が沈降す懲と糸i嚢購藪ま，餐i．

撚…（鍛）



ゴ箆こ鷺の揮齢幅蕊と衝鈴タ懸1難彰　ポ異1勤導　1代作1・舞融，轍舞難、二ついて　（ノ！、蒙漁1匹鎮碧奢、訳）

／裁挫物霞鯛i．換々起、蕪灘こと薪遷尋　　織時，こどの丈鵡、1，蓬禽であつ』て1》，花醐藩、ξが’玄武岩貫

哩グツ申に溶け込まなければ欝γラン“．1㎜孝が求め辱れない，、

　脱撫罵1輯鳳、齢＞為脚，li鞍れた兇難、鏡、、1こ麟、罫，蟹羊億、蔑象ヲ院卸，姻裾》れ謬、ヌれが離地鷺

殻の溝洋への郷翼矯こ対しレ“磁付けでい賜郵、t・無　〉径蹴罵ン．；＞て実現され鞭、、こ憲峨

象，ま整灘戴岩質火μ、1作用（魏織癒i（）黙癒撫実灘瞬び、，曜，1果かまたは変態・窪用（窒1藤達競鳶鶴療鱒、〉◎

騨雑鶴によるも（参である、、歴幾．鍵、ど糖癖驚郵《》．、叩蚤灘震瀬c｝曳び叢雛離黍牽1差1壌　麟誓の達藻糞繋糞搬イヒ議セ誘導叢｝す嶺イ姪慧肇

作！隷義上昇ミグマタイトf織駕い，、糟、レ、ぐ鞭鋤す｛熟鯨，磁，蝕イニすジ礁駆載麟璽顛さ漉、）

職難、壌態作用で1叢i轡地i韓斜海癒き賛、糊蛇紋岩系の生績1を、，，麟駅、．，瀬変威作用およ雛ミ再生で．勢マの

発生を伴撫〉ウ葦鼓灘撫撫の見解短頴，ビ，頚．1、幡動勘塩謹雛！…毅1。嫌試塚、質でグでの歯期

閥にわた燈多圏冠叢入，溢流観よ・．ン『／．じ《　訟¢、嘩鯉、場な馨　寧，鴬　の平均蜜腰駄．1，騨》るの℃，

i皿、蝋晒撫地域は，イyス蹴シ癖鰺、峨態徽絃嫉綴享薯な織1一～，沈降して，海洋盆蜘、二転駕す

孫無鵜0｛及きi艶慕肇見掛一ヒ響擁霞　　》1こもかか纂1　ヂダ，、蓬事鐵轟⇔余〆患が濁鼻。，まず鍵㌻一縛鳥1一1櫛蝿三地

塊の沈降1’。鰯癖1畔～ビヅダー層1嚢、iの移勤、｝／鐘ラ比密度の増ソく観よ冠　完威壽れたものどi／『薦な

らば，確嘱雛、豊地，蜘擁に短運，1、麟運灘（灘鱗籍オした　誹鑓漁、｛　．め’｝ミ1薄い地敷で構

成された縦串張地帯酢5を求め養鉱と、1蔚鷺き茅であるう難そ⇔他瓢，璽入作爆で海洋化さ濠1．た地

擁は明難、．な凹凸型．態，の勲辞ビツ薦磁も・・露慮ずであ恐．しか／ノ実際．ヒ，沈降運鋤で準難叡！・

たきわめで蓄駆ハ地穀ン　な恐雪串張i㎜数趨地帯睡も撃縢纏餐窯ビッチ薦菟きわめて賜確な波状を示

す趨帯も警こん麺ち轍いた《、脚明らか紅隊1ギぐいない、，　（蹴・車騨ビゾ補欝薦1ポ塵継こきわめて

、凱だらか綴噺縫題／．／てい燈こ昂知楚れてい《）．）○れら1網渓は碁簾嵐繊黛の、蓼灘驚無

条件に結び賛け疹れ、ない。

　讐簿洋化跨紅伴獄奮、、 謬雛瓢を角醗　1脚憾場禽紅，地輪　　」暴．1会す篶灘弼懇憲，地穀の沈降地

帯で濠変成現鐵拳沸誘起され，反対鎖臨轡麟卜，［墨，花織轡化作薄／が行細痢鵡ものむ．拷）な疹

ば，　あ謬藤1鷺鱗義くこと漆隣紀毅　　　諾1〉う。、窟ゾご騨類髭　菱鐵寺こゑ舞駿憾糞｝婆蒼諏1製化噺的i妻懇典紅憾、つて

塩譲獄生岩石蛋翼へil獣イ穏（電鍬灘s麺欝の貰1嘱ひこと濤　／、薫で鍵　）ゐいうき説は畢至髭蕪瞭罵旛紅、菰つて述レく

られてい恐“ただしこの際醸、“ヅツ熔繭纐幌i蔵成啓，！荻牽ずであ鵜超鍬簾しレξい恐爵しかし

計算結果で拶蛇》かノよよう瓢，騒麹劉購赫i、3に．1、壽疇問，蕊となゆないゆら，このき、）な現象過篇、

を取り扱鋸、醸－聾　麟論、と異なる仮説を求める鉱、とが必要であ燈。

　花縦錯化作摺凝欝．難劇　1、化作絹の交儲稼／¢類幽脇泌韻蓼薦鵡と，シア縛、．1のシ劉蕾へ

の転移は，高くない綴度，圧力の下でのi・謡照駕熱び乃駆烹ズ／塑瀦麟礒捻ず“穏鴻、，この

謹マ崩合には，シア騒敵下郡は，カン　ン饗質基体から供給墾1疇鉄，享、．r土溶液の作∫l／を受けるこ

とが推、瓢気鴛t篠根拠際．軽嘉“花1黍麟鷺　イ／、、／のゑ縫童一難化櫨一穫鉾　．戴く，一銃の紺磁簾でもひ瓢

行な躍、鵡　｝とす髪1漉，初成交代作濁ぐ1麟曜，鋸優，、、量質ミ、グマタィト　罵．、，．・鳳転化するまで有畔螢、

鉱物¢壌　増加が薫1こる“次階悌では，交代賛用が恕樽㌘書㎝ん・で，・　調化轡角閃薦化を離起

し，最終階梯では，鑛基性癬石組成の葬1導岩石1甥，鷺移鑑よつて遺成き離、燈。基体ぽ払供給審れ

喬炉過，浸透喋・、掛螺鮪土《、液は，1嚢、素灘、鱗飽和状態，、隅あ≧聾から，1、紅i繰葺就〉石英と反応

し，斜方輝石で置、騨換わるはず蹴｝、．交代1’醗麺）初期lll轍でt，アルメ騨輿石類は，む乏、護）

すべて黒緊母警羅了纏、、、、基性三斜擬石で醗麟4纂わ1撫韓L〆かしどのようなシアノ躍岩石（零麟耀類，

長石質懐たは深齪質砂轡，粘土（東岩）鐵ねは石冷、饗）が沈降運働㌶巻き込まれるかにぷい

て，なさまざまな変成確蒙物が，交代，1翻鮎は肇て遺成麟ド磯）が，このような産物は，すべて中

性窟たは塩，基性岩石細媛熱・」鷲いる。例適．ば，さ窯ざまな酬喉岬1蹄瀬に対して／、柔，鷲翻顯r，

亙〉め鍛1．Ll脈地域で細壌瑠搬撫〉粥腰駄，癒ものξ二類似のli顯移系列が‡融、！、蕊る準罐必う難

　薫．微簸石一酬鄭花轟キ難ξ一蕊嬉1一アル勲野鵬石徽、£、麟一花縫閃、lil、，饗一閃長暑一欄緑

岩

　窯，微，剛㎜1一謝蘇ll花騰，岩類一石荻場アルメ四蘭鍵蘇驚、！、、．、、、剛繍艦…透輝灘を伴なうチ

ヤルノカィトー蜘鱒贋1一一・黛ンヅ麟潜一・鵬t呈欝磁繭を伴，よう燭γゲル石一’！，、羅．鞘1、レ角閃轟簾

石…ハソ翫キ岩

？マー一K鰯）
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　3．石抜石一石灰質角岩，輝石一黒雲母質一塩基性ミグマタイト

　4．　黒雲母一角閃石一輝石一匁ソラソ石

　交代作用性塩基性化の初期産物は，全体としてはその性質がハンレキ岩に近い地層の生成を

促進することは明らかである。そのために地球物理学者は，この種地層を玄武岩と名付けてい

る。したがつて上方の花嵩岩堆積，被殻への緩転移と関連匪のあるような地層が地球上に存す

るの鯵このためさある。交代作用性塩基性化を花歯岩賓基盤岩石類ばかりでなく，脆弱堆積物

類の上部も受けることを考えて、みることが必要である。この種岩石類は，凝固し，，交代作用の

結果として変成岩類が生成されることは明らかである。海底下10km砂深部では，一層不変

の物理・化学的環境が成立し，そのために交代作用はここでは，安定環境で進行するとほぼ同

様な状態で行なわれるはずである。すなわちKorzhinskiiのデータによれば，ここでは・躍

、換（交代作用性）は，緩慢でなく，即座に起こり，1相から他相へ経起的に波及し，置換フ

ロソトがきわめて明白な出現形態をとつて進行する。そのために玄武岩層とその基盤一

すでに交代作用終期こはカソラソ岩類に転移しているrと境界面は，きわめて明確である・

はずである。例えばモホロビッチ層面がシアル地殻と超塩基性基とが明確になづているのが現

実に親寮されている。すなわちシアル地塊の沈降が進むにしたがつてますます新しいシアル殻，

の下部分がカソラソ岩類に転移し，下部生成物に結合し，モホロビッチ面は「層上位層準中に

混合するとともに，測地面からの絶対深度は，ほぼ同一状態に留まる。写実的にあらわすと，

沈降地域の地殻の岩石類は，遊星の所要の点ではモホ・ビ、ッチ境界面に対応している等深曲線

下部に沈降し，シアル殻からシマ殻に転移し，上部地殻と分離しカソラソ岩質殻に分けられ

る。　　　　　　’．

　この場合交代作用現象は，安定地塊でなく易動地塊（沈降地塊）内で行なわれるので，置換

現象の出現は，完全にかつ迅速に促進される。

　沈降渾動を受けた地殻地域は，巨大深部破砕帯に陰られている。このような事実は，地形学

的データとこの地帯1ヒ普通位置している超塩基性マブマの出現とが立証している。換言すれ

ば，基体の超塩基性組成の下での塩基性化作用自体は，既知の物理，化学的法則に照らしてみ

ると，花嵩岩化作用よりも一層単純でかつ自然な現象である。

　このようにして，さまざまな研究老は，海洋化現象一陸地地殻の再編成一の原因およ

び結果の解釈に対してさまざまなapproachを行なっている。，

　ある学者は，海洋化が沈降後に発生し，その直接の結果として出現する　（Belousov，Mura・

．tov）　と考えている。他の学者は，陸地地殻の“伸張”に終つた海洋化は，その（海洋化）結．

果として出現する追加沈降運動を誘導する（R．V．Bemmelen）。　現在考えられている仮説の

見解によれば，海洋化と沈降運動は，現在まだ明らかでない共通の原因によつて誘起されたも

のである。この原因は，遊星の固相物質の凝固化と・シマ，シアル地殻およびハンレキ岩塊に

及ぶ巨深部鯨砕帯の生成，膨大なシアル地塊の沈降，交代作用を誘起した超塩基性硫体の深処

移動を誘起することが考えられる。

地殻の発達図式

地球の初成固化被殻がシマ組成の岩石類からなつ七いることは1推定できる根拠がある。流

体殻（水圏）および気体殻（気圏）は太陽系の冷却遊星として地球が発隼すると同時に形成さ

れたものである。水圏および気圏の組成および容積は1安定していないで，時間の流れに伴な

つて常に変わる。

原生代の初期には，地球の初成シマ殻の風化はきわめて強烈に行なわれた。この時代の地殻

を特徴付ける著しい造構造運動は，多数の隆起，沈降地帯の生成を誘導し，そのために被覆岩

石類の多回再堆積と膨大な変形堆積物層の沈積とを促進した。

堆積物は，鉄，1苦土化合物の搬出に伴なつて珪酸，アルミ閣ナで富化される。隆起地帯では，

カソラン岩殻から酸性，炉過，浸透溶液が同時に析出し，初成堆積岩類層中へ浸透し，巨大な
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キ．罫，輝石質被1、貨から桝出し，ll回㎜、，號、難》・類）分化補1物であるご職しか悟ガ強　 二

雄マ唐酬謙鋤蟹麟桑禽テぜ（被）納紛擁・◎・駄幽携噛・嬢鷲く頃鯨識
域の深胸購帯。ご4、緻付1茸い駆、灘灘鎌＝豫が1・鮒汽い瓠暦し捻も・語顧咳

武黎霧慰益溝難訟参鑓羅戯下部の鰺＼武岩質，欝閃灘、鉱した縄門ダ剛¢；　篤翻ら供絵され’為鞭した縛シコ）てこ

＄｛ト馨認）



地殻の発蓬と1をの邊灘．轍おける交代作警撹意瞭績噂い《（小騨餐・浩獣）

の種でグッほ，二款性熔融液であ鵜．玄裁岩質組成部分が糞蓋性響グΨから繕鐵する難義は，

分化作用現象をた美．．かにあら講1暖、のである．しかし㌧、の／噂な分化醗象が雛、大領域霰で進餐

するの／、麿利ズ　拠で・むるとはい藷、、なミ・・畔グ響の分化漆　　）ような状態（完全分化作用）を

湾勤動ものとするなら季ず要遊，燕皿．葱1欝／成嘩→る甲3一パ学ぐのξ簿織よ，瀬々のイヒ馨転臥許η灘講奪～ク碧雛さ才竃、夢　・　ダ）

鑑マのの鰻慧嚢就タ寸／応Lノ細ぐ養テ擁ごづ一るでξ雛署）っ窃　乳〆孝シしこ二¢）ようなi獲窮鰻池，虞歎く費潭夕i磁緯で菱〉る、，鉱た

がって鍛，）麹唯成分慧，…嫉㌧）分伽耕『挺計、ブ翻1湖審れ，蜷．，勲麟淋，気侮毅を充壕趨ず→

る菟のと推定ぐ毅　必う．残麟物質は，所要の物塩化鍵瀬簿境の下鳩最“r活陸な化

合物を形成し』よ・．とす恐根拠がある．

　傭の複雑1、｝．問題1，よ，交代資絹．趨皿、．，な　　　　　　，搬入物質のパラソス霧磁であるの地球麟歴

）初聯鱗隙，こ（才二糊，鍵覇臆，動幡レな麟嶋イ1繋，誌つて捌、遜でき燈磐すで／講篤たよ

瀕二，地礁難甕へ¢・初麟．、／．紅発生した初鼠シ讐融の・／群的，物豊的風化は，擁の鉄，湘工

化脅物）分解、禍、、、ノ，．墾〆，次いでひ1）籏．1響質の溶液からの沈殿が起こゼ）。そ鷲）結果とい◎先カソ

ヅリア驚．）壌董物中紅は，多撚爽、1、肇碗熱れる麺

　鑑の．きミ傍雌、影難譲雛耗、た輪窯耀細v携，属、生代湊、1；びアルぜキア藩達磨代譲電鉄鉱珠の沈

積に対する講烈〆い繋件ボ存したことを／鷺摘してい篭）、，翫r就1慨轡1犠大藷3分の鉄鉱床が先カ

ソブリア1轡・代1戯賃二奪1ラ盤姫戎濫離、た鵜とを魏ll墨霊二瓢糞嶺した、，繍獄轄k蕪轍要　蕊〉滋鷺穫）鑑型叢災蝦1メ宋ネ3、よ

び》陣蜘吾、窺岬、ヌ．1、、毬縮庸瓢期、甕溶、珊れき轡一層、期擬、物中にの掴雌／嵩駐とを強、調

Lノて弐恐伽そノ壕麦の1轡代続こ1・薯いて莞t夢藁ζ讐＼1江書汁る鐸鏡夢妻1雛震炎叢、・藝毒しく蓮靴むづ→凝）肇

　した濤訴1）㌧で章三雄1．ノ灘［1諜／アノレ1韓鋤圭，鍾で芽、鍬1鼓ノCレ縞溝　）夢豊鐵プで韓謄論｝1さ津誌た・ンマ肇霰

憂郭、享類　 響出現の機越治奪野し・夙少した乙い馬明　）ウ◎　撚。

　類簾溺、象は，蕃土質化窪灘噛｝！謎　 られ翫

雌癒醜訳，／揖1卿ゴ構土劉餐蔽鶴少なく凝為l／繭麟瀦嫁す弱肌減少（霜生
代〉したが，1キ嘘代1、鼠び新生代まで、罫停止しなか疲試ノたがつ礪・一絃代堆測舛紅みら

離、る熱鑑の1麟唯鍵ま分と先涛プヅ”紀，譲岩江代雛麟翔1に相曇広く分布する欝土質化合物撫

は，シマ難漏、紛風化瓢よツ『L蕎生した遇剰縦頂礪ヲ瓢奪と藷瞭状態戯）’る読は，考えら

敷，る．しか／t降シアル地擁1の交代作燐性転移過程で蓮び出膨！駕たは博の過剰アル婁撒ゆ諾残光

素渉、獄びアル爵勤1届素の濃．享・てい難簡醗をみいだ3嘱撫1　夢ξ塗わめ“ぐ瞬難であ慕聾現在のと

ころで、．業，この種鳶隻の…部分綜，下鯛趣榊磁疑叡麟ミノ鳶織彊）基体擁叢分布し，淋、慕渤を

ヲ駒戎しないことが餐績驚ド糠き難激　ター髭蚤彗，この湊　　麟元素の飽の費欝分1あ獄熱異常津i慮帯轍おそ

らく出現し多そこで戦当の根聾と骸付l　llノでい憂籔．い沈麓物を形戒ミ、．てい導ことが考え熱

ン芦，協』の鹸、、鴇は，軟然，芒罫）く難、ぐ仮鋭戯恐、漁．廠がつ鵡運び／l篶された化学的元素類／姫な

轍が発盤1噸，かの／鰯纒／対し　多少／鐵鋤蒙の確・翼実1、罫を求め懲ために華ま夢補驚1約馨、詳、デー一虜

の収凝冤と地球化蝦触．場、》らの綿獅纂覇こ望継が必婆であ凱

　糞糞重浸、こ島…一1難簡懲麟＝夢藻丈圏聞題である勝離三鍛罫的過去を覇二窪獲、す騰撫詰1皿紅代から麦脅まる陸麟蕊

と驚薙麟隻との騒iタ驚￥ヲ1水鱗戴．㍑　1同一尋二留．・．つてrい都こと　、夢醒寸／す導デー穿治＆醤之めら響気護），，　1遡時・

に，第一芸紀の初期から，太率洋の膨大な空闘は，i粁以、ヒも沈下した費捻のことは　翫蹴獅v

が擬摘してい恐よう凱，著しく深い海底（太単洋）紅分布している　“載iぜラおよび段丘状階

梯と，底部に舞新雛動糟灘、粛含む数薫瓢隅　のサソ慧騰1、！lで駅／蔀ノ沿れる貸

　そこで乾陸，太洋》相対的水準¢＞・一定説と（太洋の成；臨深瀞の増n大）とを、鉱証するデー礎

一一
一穏準捧の沈降一一 熾オビのよう鑓組｛誤すか？　すると》新鑑）たに1欝趨瀞れた鰻地に舞追

藁1水量が出現瓢、ノて羅恥甕、補償が行なわれた！二いう印象｝ノ磐　P、られる鳶

　ど鉱から水が躰）られ7妥か？処女水が憐麟瀬i演欝眠醐籠湧水　る鵜，とはたしかである捻然

のような現象は，噂グ噂の溢流．欝よび混蟻螺介として1二1、！現する．鼠覧癒鷺γ続よれは，地質学1掬

過去の閲の処女水の湧出強臓は妻柔んにちと岡様て』）愚ぐと仮蕊舗“るなら　ゼ，水の新しい部分

（翼鈴貫呈磁のでの水1輩鱗の充瞑は，遜剰水ン参現難海を充すノ籠め1こ夢充分であつた乱＿とが豊響えぢれる葛

　海洋と陸地遡閉）樒対約．餐撃，シ激壌一・驚ξあるということを立証す辱妻慈以外麺は，鰹、趨》と

馨蒙．・一（毒護妻）



溝撫肇霧謬繕　叢．1勢難　辣難　 （騨三欝巻　 葵導　？　琴・〉

凱ろ簸のデー一タはない無もかし地球上の物質の凝雛は欝処女水（マグマ）の蝋絞り出鉱．聾によ

贔ものであ極そのため紅，総噛空問中範沈鋒気、・た地塊の位1．瓢1轟地下の深部から遺い出さ

れた水の容量に蹄．ぼ等レいか，あるい／、、等しい凹地が形成鞠れ恐といへ仮垂鉾鳶が残る鐸

織　　論

　」急薫餐の餐疑、詠レ」よ，ゴ1滋購ミー一叢幾肇　とくにそのll趨懲窓の達餐で撫，繍豊　　　．〉て1鍔磯1なプ懲憩餐翻漆黛箸婁饗蕪曝蝋る撫い

う仮説か麟1辮．享されたものであ恐。シアル獣．t，遊メ、峨確な 進化¢階梯で発生！，、、た、，シア

ル穀雄，初生響グマの産物でなく，風化忍よび交我作期性餐、煮換それ霞体を代爽す羅》ものである9

雄講縦1瀬歴樽全期閥　1）たつて，地殻雛，1む’ご壌な堆積憂麺）1、、、一縫によつて，主として生幾

した、、次いで地1，麹）各地塊の沈鵬、1ご伴なつてヤ、箋進が起ご．箏，海域の持続麟な拡大過程が始まつ

ノ憶祭　難のi残幾．幣　罫、l／鰹穀雛桑疑罐驚白勺毒、綿二縣蓬厚織駿ゴ譲讐導し筆　艶難建『紘鍔）瀧離　・＼鍔）華幾脾移、」擁灘號し．警　蒸纏態轍頚飾糞鷲》

て了礫灘業ii／謬の議奪うダ養力梅起こ参，　撰一鰐）爆雛オ“羅i装照，く∫1罠麟1するに遜簾鷲＞象二肇　春ら紅二1趨隅鱗灘釜業鍔）／l又蔚彗オ曳

漣嘉窄瀦摩轄讐）撫肇　／響輝幾紅犀雪いて1、も　大薫党餐莫な涙二欝影ぎ　蓋鉱し鋳　済ぐ1蝕涛慧麟鶏歎鷲声てヤンァノレ蜜嚢濤1罵聾しく嚢1雛避

し酵　写麟撮聴響羅慮斐　犠義ん・ど雪総擁歎続ぞ肖濠窯て／『護）痛　　　 こ・ず》鳶凝）轟菰と1が季強鷹爺き嶺，、ゴ也蕪桑¢）叢撫戎1曇

蒙．襲陸地の海洋への再編1。或過程とで決定約癒、味鞠もつ現象は，交代作用性緩換現．籔響あ≧1）。、

懸1盤三f鷺考浮講輿て薯ま舞，ζ¢〉灘1、轡、．・，柔参　廓葦簿1「熱蒙　賢　簿馨1（馨象磁三¢γ変舞覧盤け馨ぞ）　紅1整壌謡、糟ノン擁ゴづ　瀦1雲、プくな

花騰岩体を誘導した，、翼潅で1・／　大1地殻の羅、欝瀞紅、／鼠けプ交代作瑠は，地強ヒ位！l四瓢分琴iげ

篠花闘岩およびその勉の醐象観癬石類の完全消1戚を誘導して！．ピ・恐礁

　菰のよ1う就鉱。て遊蒸鱒ひ雛難餐の肇壌講葬藩／鎌募こ壽鷺けぜ濃焦でヒ過雛鳥奉鷲肇　霞慧擦建○つシアノレ彊　冊，　その終蓑辮獣こ

晶質花騰巻塊の生成編黛ゴ嘆訴）て始ぞ厳る．その後の鷲顧灘覆）燃化過提では，一一定の相愚な規模に達

竃〆たシアル殻は，除々に溝滅し始め，シアル鷺綾麟奪成すξ隊麟霧愛石類は，二盛、、基挫お濫び麟塩基

性岩石類に転移す飾．究馨瓢おいては，花騰。塗臓膿諏鉱んど完全瓢滴滅し，表髄被案（、，）

は，岩石学的組成かむみれば，むしろ藝，、、｝．饗性とい糞ヅ穿は，超塩基性とな騰、、鳳．か鶏、，初期の状

撫轍復帰しない。地質学鍵　歴の初螂1費梯では一燦睡は原生代㊤物理，化学酌．　義件で穏二破

簾癒熊麺易い趨臨基性岩贋類より構成藩れていた．その後の地穀（ぴ進化漁／鑑程で発生じた地殻も，

一兇し、、て塩基雛または超塩離簾壌読類からな・ニアぐいたようであ恐翰しか！、えの蕪旛石類は賢外

鋒憾 糞の碗。集作用瓢対して安定臨界の岩薦学的組成駿紅πい恐eあろ鮎したがつ誓以繭の

隻業へま猟、載、贈｛夏婆欝寛襲ものでなく，その姪攣雛シ毬纏測霧零的㌶葬マな恐欝1雄麟甕0」壕編／畿駿彗馨蟻す蔦、，

　上述の考え方は撃長惹き，蕉わた恐地球物ヌ欝譲豹鎌究で求められノ、地球の上位被穀構造に購け畷）

瀞ずツご一一タ爵幽葬轡／γす恐去滋、1　罫羅斗してきノ瓢¢〉強繋こ∫騒さ才しゾ謡ものい疏あ恐礁　さ齢轍馨難夢漣テず一タ油警　 箋瀞

オLる、勲う紅ノよ燈と撃　こ疏）／戻、説疏）壌驚々ぜ霧論欝濤裏甚写桑窺欝3さ津黛が摯　デ磁の嚢又艶漆丸鐙薄漆幅メ瓢1》露Lるこ二撫力糧、磁、

要とな護流おこつい』鴬’愈，疑閲の余癒1，欝ない，，しかレ蔦れ醸全く科学的欝、・騰ル発燃の滋然の帰

結であ鵜．
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