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図版1a 上層めなし炭（Pseudo－cannel　coaD透過500×。degradiniteを基質とし，
sporiniteし透明部）と多少のsclerotinite（不透明部）を含む。

図版l　b 上層めなし炭中のコルクに包まれたvitrinite。透過500×。めなし炭には材組織

を留める＝vitriniteはきわめて少ないが，まれにこのよ5なものが認められる。

これはコルクが耐朽性を有するためである。
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図版2a　本層めなし炭　1／3。著しい貝殻状断口を示す。 図版2b　本層めなし炭　透過500×。
　　macera1組成は上層めなし炭とほぼ同じである。sclerotiアlte
　　としては微細な菌体突胞子や菌糸、がみられる。
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図版2C　本層めなし炭　透過50×。
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　　　図版2d　上層めなし炭　透過50×。
50×程度では基質は均質に見え，これにsporiniteと

sclerotini㌻eが一様に散在しているQ
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図版3a　本層vitriteおよびclarite　透過300×。
　vitriteの間に薄いclariteを挾んでいる。　vitrite
　はわずかに材組織を留めている。
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図版3b　本層clarite　透過300×。
　vitriniteは種々の崩壊状態を示すQ
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図版3c　本層clarite　透過300×。
　　本層の半輝炭をなす代表的部分
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透過100×。
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vitriniteが著しく暗色（反射光線では輝度が高い）となり，

semifusiniteとの中間的性状を呈するものをかなり含んでい
る。
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　　　　図版3f　上層clarite　透過100×。
基質はvitriniteおよびdegradiniteからなり，かなり
sporiniteを含んでいる。微細なvitriniteは材組織を失

つているQ




