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　象ll犬ぽ麟、1鞘1、凱，　ン糞、’奪瓢毫、ノ去く｝　越ノ　1縫癬》　lli懸藻講竃膏i誓ご

1　　野　　　）蕪鷺霊を元糞し　　．デ留し．てマ・　、才蕪鐸灘撲1緯1講1ぽ，

こ二の地域（国、㌔部（至，難iけ藤花1、霞、踏め…・ll心部）1羅》布

1、翌1齢！帽・越潮辮娼幽隷、、》刺／／瞬獄横彰　嫁／三状
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薄野潟騨山撃垂講康鍵灘ノ／、顯・鷺鉱丸禽戯蒙嘗誉ン・麟舘寒（島灘叢、禰隻撫／　l慧プ鷺嚢胤1、騨馨治）

花騰懸に藩過勤る．北側では関係が明　）かでなマ・。

　荒川，以、南で第煮紅，層の基盤をなす花鱗撲質…憂は申粒の一

花騰閃緑岩であるが，一部にやや斑状を示す部分も琳ら
　　　　　とをたもが
寒㌃，ま／撒勲憤警蓼機謬鷲の一1二二溝藻てき窓）抜に舞馨1．1．い引るもの1意彦1鐸犬ぞ穏1蒲

蟻｝て孕ある。慰畔寮蓄蕉i　l蟹暑嵐金二丸鍵黛“．彗｛寸葬丘に蓬テ麟継、、、，葦篭壕ナ鰐総

態捲瀬こ漸穣するように耀、わ戯、る、，同様の関｛系は下ノ沢の

、ヒ済むでも震、慧ダ1．オもる、、急緯ぞ欝蒲躍．塞璽誓考辱て量一騰碁1こ鉦鐸／講薬ぎを誕拒

む・書i玉タテめ叢ある難糸酬鉱マ／三醐、岩疑意・金メも鋭“．1、iの藷㍉墜講離悪審、凱てメ霧嚢

満重ヂイ脈ド）母岩となつて』＼る、、各花童癬は分布，絹互の

関係から，一連のものとみなされ，花轟閃緑，暑が申心部

を占めズ，麹三状花臨拷、1・さらに細粒．花簡紫拳と燭辺相（一浅

部掘〉の招、鍾を示すものではないかと薦え辱れる，、1馴三l

l　l麺艶の：蓬i織鱗…、雪灘駐こついては，　さきに1餐i鐸蜜の烹人，臨瀬藻カシそ

の／幾鱒洛を拳i離繋L．、た力三，　こ二のま艶ま鐡のマ蕉麟1葦　窪ざは，　駅薙｝葦癒ソy

l・、二分布するもの（小川型）と・…・連ヂ）ものと鷺えられる、

　つぎに代表的な渥嚥について燐石学的性卿鍵蓼証．載す

る．

　斑状花醐燃（含角閃石黒雲輝花纐羅）　申一趨識，斑

状で，斜長石のic瓢大の斑戯が認められる．そ騨）他，

カリ灘受灘f・琴タ蕎騨簾纏緊ヂ1糞鵜チ毒傑1蕎ゐ》らなる，、　カリま蓬馨　こ

はぞ敏傘1長豪鍾薄造難；拳し〆くノレト澤 蓬ξのものもみられ。る、，≠黙

饗母は鵡色である薄鳶，大部分緑淀藻宕こ；変イヒ㌧てい導。幾

閃石は少量て盤炎緑一淡禍色を！戴する．

　花撚闘緑澱（角閏そ　黎母花繕馨閃緑燐〉　申一細粒

rぴ．；蘇夢簿繰峯斗ま黛墨デ・，カ！髭長1灘ず（灘迩長際 今　衡　葦輯うξi挙ざ・、叢、．箋業

緯漁隷逆なる。癩搾避愈1漿が少ない，優，裏喋質　紳1粒で，勘

ンゾ描岩組織をノ罫動も鐙もあ”．一部に麟臼璽齢蒲玉分が

ある漆黒舞／友ラ》鋤講勿に／憲7幾イ紅力叢なレ・。 ヒノ3覧、ヒ満葭に建蕊ηする

｛擬鶏、霞爵擁鱗熱蒲墨牽霞な、際際藩激雰　闘箋婁鷺」橿馨，よ鳳眉蝦耀1濠ギを襟≧

孟ノ制貯マ・る票

　細融花鱗潜儒盤母花1購．D　細粒，半花騰ギ　1，や

∀や磯蕪｝伏て斉巽駈穆饗・傘ぼ鴫誓・カi，藷灘罵畢i“蟄率、箋、i叢碍灘護らな添、、

イく憩劉鐙疇紘薩犬糸鼠締琵㍗を鳶無してヤ・る農咳、1、、灘嘱1舞慮輝妻色を雲　動る，、

　　このほか，下ノ沢、 k流には・細　辱葦疇繊で，カ》疑イを

櫨誓まないト雛轟工ム楚塁誹婁の撃畢了欝力嚢藤1摩躰るオ蒙ヌ　ー一1投に穐　蓼

し，緑・色を帯びてい一る、、

　？竜ノ灌斐鞘／ト．騒汐ぐぐ聾歌，毒懇講幾マ蕉1蒲藩　雛に志籍ll’雛三毒、ξ据藝驚

撃掛を難鷺し盟ぐいる、，そ勲、らは糞犠嚢シ幾を受け摩1嚢角鑓搾ざ妻　郵

るい醸，角閃；甑、嚢ぐ蒙婁鐸余輩疑蕎楽祉に濃iイヒして㌧・、ふン，，

　　離．蒙、．窯　p註ギ＿総／i

　　額1査鼻！幾趣葭〆漂て鷺諜鮮　ζ舞詳1璽プぎにきオフノぼザっズ1言，1マ・1．i瞳懸をノ議

　し、　　》噴ぎレてマ・獲鰹翫濤異こ，瀦彗鯖｛寸1丘に舞粛 鴬糸器覆ぜ）1鰹醗を

熊もて轡ξく斎納ざ饗旧磁呉緊　’爽1欝プぎ矧鷺よ，　轄麟犬の牽占封緊業｝総イ沙

巌を三熟レし北鍵！は聡三状書三醐審に貫かれ，毒饗触変成　　i熱ナ

て秘・鐵、、寮騨二舞よ鷲，罫欝鋤僻1は鐸糞／卸ぐ，　舞響黒三蝉養に餐艮．、てマ・礁“

　碧テi灘桐巽鷺でも襲イ沙潔醤聯瞬薫藻曇を強豊とt♂，薩u終1は才総離蓄葺’、1

緑顎に謝かれ接触変成を受け，盤響石溝▽レンフ澱，漸畿を

生じ．ている。、

　こ才し1占鷹　　グ）対横名／汰明｝かでな秘・が塗ノ／、1郵東ブyの轡疑

邦冒瀧嚢戒に鋒馨蕪、義し、てレ・る箱ノnl麟考洋に／黛1訟季1聡き壌｝るものと

考えられる。なお，飯銚童晒麓罪）』古生／＝繋は，紡錘虫の化

景二f寿訣ら中岬＿1二喜難二　薮糸己のものて畢あることめ蕪賛隔i　l払オ㌻て秘・

る趨／、、

　聾．濤　第黒累

　畢．窯．璽　薩レ／、緩雛暴

　幕樽編蕪 避｝欠註恥尋）膏露．名に．よ鵜湾幻1幅肇の捗黙三℃毒滋／意づ寸．至．lli移ぴ）

北方北小麟、ノγ醸で，この馳域の第三系としては最下位麟

にあたる、、古生麟を不整合に覆い，小懸町北部鋭書閥デ

沢以北紅分布する。，流1婚　擬灰岩・凝灰角礫繕および

嶺醜文．，襲、卸漆　誤な《）。、

　　壕層は小國霞1北部の荒／腫膵とく／こ砥沢以北に発逮し

広い分布を／奴バゴいる．、大沢類流域の流紋キ質凝灰岩は

壽爺捻》総職鋳暴． ヒにのり，　大1滝藩ミの！ill牽に∫叢く葺簿篶L．，てレ・

る、，憲た；越沢、ヒ流の流紋塚露凝1穴岩も花醐岩を薩接覆つ

て㌢・る毒叢，　その鰐騰llま馨攣レ・、，1醸鮮ミ申重荒て畢もi新／講に蓬爽窯藩L

ク・1声ビ．次1こ擁紹薦ガ”ン麟誉Lぐ㌢・る、，

　饗桑3幾院却化の毒艶凝慧竃こ謙きヤ・て／癒1票i鶴醸）（）瓢駐λ、i、、．）蕪、1頒蓬審iき

（すなわち1ユ位に）に11戯疑灰角イ樂爆層があ肇，撃誌獺・け一1．二は

』

ド位に凝灰岩厳ノ烈菱慮緑色疑灰質頁審が分布tーているが，

こ（ハ、ヒ下関係／こは地タ繊的な変化があるようで，必ずし、も

癬則的なものではなく，爾者¢，〉燐彬は指交しているもの

と考えられる。

　　これ1）σ）層／は（鱒ξ／漁’を趨え灘と考えられる、．

　一ヒ｛立グ〉今雛∫茎歪ヲ，睾の畳繋凝｝オ鼠この皿1・二にのる⇒窯多　桑樂；戦煮／嚢す馳

恐1　鯵1寛圭麗趣襲に，虹つて異なぐ）てヤ・る、、

　難漁鷺　　》市¶義欝麟

　鱗羅難羅二許湧く命，名陣6）（舞今鷲葬麟とi鑓じで匝イ1樂；聴静翼／爵繁を註三

とす『る／娠！藩てき凌，ンる。　講嚢、．1撫び）中葺慈薙碁贈は建箋l／蜜》灘、警舞・． ヒに蚤

北部では北小麟騰．、ヒにの参，不整愈関係を示す貸また本

層は南部では／碧繍欝の部分がきわめて薄く癒i穿，火ll 1砕

麟轡が多くなるので別に取瞬及い，足野水靴嘱付ける．

　　今市互麟は調査地ヂ麟央部では4i嘱に分けることが

閃逐き櫛、，、　下春数よ蔭

　　＆　鞄擬　｛少ギ鯵密瞬韓

7 （鼠琳）

舞　鴻難芝礁㌔灘部三ll
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c　　l達舞類廻～臆韓諦 l
d　　～申毒難養樂繋，雛ぞ欝蒙

婁蜘ゴ1）　八7憂欝5ぐ轟糟ξ悪が鐙聞錘灘窮凱　を騨1マず蒸、、

裏．1三の　 嚢雛　名海辛夢纂，　（K一一 ・N〉聾　1鳥　1鷺呂努　暴蟻蕪

藻三6）　燈1欝熱養準、典，　（A一一至〉，　籍　蔭擁○誉　蒸．嚢難淫
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　糞懸芦鶏轡嚢蕪難騒　ジ本矯、　熱麟鑑潜，　とく紅讃欝舞垂の灘1㎜i　Lド

耀／、、／．・た趨粒アル撚一じ麟／轡寿　筆，　　　　　　iに1麗，わ

オも，・ノ霧は　　犀kてい1、）、そグ）おも激　蕪蔓覇煽誤量縄幾箆！申

央部湘ヲ“北麟盤の越｝断墜』幽／蜀賦錆縄辺で，断／鋒戴測

では確ぎ蓼島、されでい癒い台、　　／基概鑓翫1き『塞／黛1が分角峯t、、ラ

襲

鱗灘籟，、一

1灘欝灘唱、
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鑛轍灘難
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第慧粉

その購繊澄繕鉱物がそのま髪堆積したと灘えられるもの

でヲ夢誤卦け、1塗響盤の花1　奮とソ薫　がない，，　しかし／鼠ずと霧繕

／唱，ぎ隔色をおびてい難．

　紬舗罠ではとく1鳳罵縫患ノ幾の嬢稀蜜よ吻の、ような堆1奪慧タ鳶悪難ノ糞

す鵡　ゴ7拶3付猛では擁叢壕継こはノ叢騰しノ／、＿音iシ分がかな！η篭

㌔オ㌻ン　また1ノ獲　物も劉昆禽三し“ぐいる導舞i導窯欝繁頭（図1販違〉

においてはう　とく轍その炭質物に放鮒能暴爆常が、獄　）れ

る、，本層の葺疑、発達している越芦では癩厚は○岬2鎌達竃で

あるが，試錐によるとそ・れよi〕もや・や厚い嬬籔うである。

　弩絹沢の蕪講享讐、1（H）では方女膏寸霧琢蓼蕃讐嘉i玉は3瓢¢）／事さで多

とくに纏t瀕1融の濃集葦講は窯｛）一≦き（1鶏螢の寿31二さの／、響をな

してい欝り憲雲フィ舅潔嘗獅熱の養〉墳龍するま・翻或は織涯述凝）ように

越戸静近（上ノ沢の講雑）に限られ，その他賦）地域には

謬難鰹慧し、ない．鮫うで’ある崇

　赤薮礫癒部麟　小国町」慧ハ璽方約3擁鴛にあた、る飛川

と　1洲の合流、・、1ζ付近，赤芝橋付近に摸式地をとる礫；奪、1

（図／擬5）で，　この｛寸凝瞭では二翫ノ／、1灘層の桑幾辱文饗＿潅　）てマ・

る．おもに吉劃警の穣1懸礫一円礫が多く，花癖麟暑の礫を・

混t鵜莞、、！襲瑚は紗質ぐ驚蔭昇1勺にはアル・欝野ズ）からなつて

いて木片，植物破片響を含んでいる。、礫の種類ま所によ

り変化する溌峨ノ罐灘｝・細粒花纐鳩，霜生！、．抑粘板繕

・　舞鍵憩チヤ～トからな、る．1監周．盗地の二大部分に分布し，

縢縛．は慧（）（）～叙X）凱に達づ繍恐、縫1く膠結しているジ）て縫ξを

なすこくレが箋レくラ報i仁二去三1曙沢芽、1珂鈴猛では了璽盤三層び〉1少雛1

汰の悪い霞生層の角礫がのつている、沖庭醇地

東側一帯の断謎彗激蓑多く．本1、．1からなつている注7）。　下位グ）

北小濁／ご雑芽整禽幾i係を示すことがあるが，麟書藷花網

注’7）　小i糠宥1が（芝）横川流域1購叡（1蓬蔓鏡）橋付近の礫

鷹二1は　　胃ド畑繋こ灘

る寿シ　糞蔑．芝（薯＞窮

’て美、る。

、貿）の花縄繕・類、二）礫を滅じ’えてい

墨磐終畿ほ1とみ．ど塾孝生1、、．1の礫毒もなつ
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