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，れ，た，紹．麟覇沖に騨ll瓶熱吐む部分駐1ら！〉

、層靱

鳥

が可能と考える磐

　㈲本地域．周辺の磁、ミは鰯駆盤鵡
、鳥繋1、ている寿長門層群（鱒！量）とt「，で一

でξ縮　本．1也域のかケ◎灌蝋1／桑お唄妓、ド勲

．れ亜層群とすべきものと貌．る簿

　（5）

あ崖㌔）印蓑

麟鉱塊とする騨離’それぞ，れ秋轡齢雁飛叫、1、1

父ケ瀕葭の、渚罎欝一王・二と、よ、藁覇

を伴ない鱈、、髭．地鯨には／、、．ばLば鱗片構粛鑑趨

そしぐ各樹、／一慧一づ嚢の地馬

嚇ヌ野蒋

1ぎブ謙めた

、した’1時の

斐動関す

郡変成岩類と非

　　　　1ソ　剰　鉾

窯三体がチヤートか

　　　　奮めミ多べ嚢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丈　隆華

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．た卿　触砂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紺　凝愛）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蔑〉，、謎．繋鴫虹ば

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，また’，醗森

揖灘勢が力鴇沸三多い地騒を華爽む。研究が進む1・二つれ

チ調、1韓群三、｝、講撚一よこ 濾の欝事区分による再編饗驚

　　　　、な濱名称で

　　一藷され．二急べき

舞1剛餐群はぞ∫れぞ

　　　　　　憾：系撫縁変成古1界と！潔、碧瓢爾1、乙断属▽〉関係続

　　　　　　一f薦灰艦鼎蝶．／、1聾平野“．麟および’、憂13森層を欝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ξ導紅び筏1、

　　　　　　　　　　　　　　　　　これら唖難ゴ、多、低幾魔の小断／1、，1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戎さ、聾、る聾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動によって煮1成さ，む，講寝。慧

成1辞素：界は窟た全体とL「て鱗片構，嚢がつくられる§擁、去．柔

ケ瀬樹．．ll慧，その東方の延長怒才列庸衝／に、連ノ庭），さ

叡・徽北巨．爾、hと同一の星遼）であろ鷺婁

　⑥　こ、れらの非変成諸ll層を衝．1：：二地塊，とす叡鮒習を山

陽衝至鑛蕪至．、ズ…捲するQ燕，郵、1二孫蜘融たば繭爆ら，

北叢たは薩瓢向かって転醜L、たも調）である“

　の三陵成鷺賄繧了 瓜地塊とす謹爾！織1亥，『

一玉縫藤ll　　で櫨㎜！、．薦．1．二（仮称〉などがあ鴇勲菰．／ミ、む

鋤講『雛、轍L、ゲ、誤。絵衝繭1．二系と蝦勲い蕩，、、本衛 1隷1．1聴た

は四から南窟たば！、熱二向か層　麟威、た“

　㈲　濃繕、長門／繕覗飢び1．癬　関門群は．。／ 二述の非

変成と変成／ゴこ爾1。繋．i．三界礁、、欝 1二盛せた転獣嫁、系統磯窯方

向の力齢けい礁簸糺さ敵』てい濱登

　働こ競1期1群融　臆1題門1融下関酬群擁後蓉三

たは噛中であ藷鑛、ン

　鱒、欝一／ゴ）成後譲潜や1糞紋鞄嚇鶏があ鯵，さら

繹、雇．淡閃緑。窪、裏，蕊誘成作恥｛、瓢つづいた賛

　⑳紛ない／．、鱒で示され鷺濠とは，飛騨翻こ。｝ガ）

　　　　　フの　難．、と麟、認ズ．！ぱ似てい悉“ただ　麟薦

廉では鷺つ鍵、．異該繍1二搬が躍…垂一安11、，暗鴬よ翫

の1翻1後一巧1、三成！㎜、』「ぐい≧，ノ鞭

　働な麟鐵、藩／／1．紗蜘／鱒地砿床曝羅、麹、　、疲

珪至三紛成因轍つぎi、翻叡．．，また瀞紘蝋び肇1で観、窮綴鎚〉

現況を附1，己した，，

纏齢1麟嬬

　1職癌、1駁　l／℃葵穣毒嶺　書駕も　1一糧1ギ窪嶋、、撃1を輝畿し　ー　．本」鑑．域

の美側鰍石灰藩慈ご，薪醜1では三鷺懇釜※、噌苧寸蓼継．、てち

くの醗究が行撫われ紅箒粥難慧！搬年薫、幻賛鍾職．1か償購三1

の調査海描ぎない窪）で，ζ、苫，1蹴職蛾をぞ獄戴舜．と1，鈍、1き

なか鷲，〉たが，幾つかの新薯実姿翻疑．た¢膿、ひ健　　翫料を

引縮胤　評地3，嬢　薫簾｝二璽、べ、橘溶δき見解をのぺる“

　本地域の，．1じ半部は，蟹 1がかつて雪九州大讐潅学中灘）

に響椚蔵（元〉教ま脚鰍よび松本．，駕渡鄭教授の搬野うけ

て麗酬，たご、とがある難’

　灘鋪叢＼糞つて，宇編1驚、拳i淡弾渠頬一」，纒嚇il腸無、髪

煙、鉱麹！や小野雛三1飛メソ麟　£、一薦現、髄蟻．鰐お議び

融！無煙炭鉱、Uべの鍵蹴が与桑岨られた韓ま，総，藤ギ生

代の紡錘虫お賑勲び中生代疑）勤！l年弩化了1灘）雛定はそ・れぞれ広

、…鶏大学脚松妻鷺鉱び中麟卸謬助手の擦助を’1楚げ，

懲．系薪）地質に関1、ノては1。1．即理科教育舷γター一一内骸／太朗

氏か鋤翫歴ただいゾ纂q．1、瀧の方擁一、，搬、、豫を糞鑓㎞、、寿群

　戴．！）　昭和簾．き年進級論婚ア1紛ため難

濤一（鵬〉
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黛．雛質鵜概饗

　　本地域の地曄懲おlf生界飛雛瀬二い／一二 系の、ヒ

領，層嚇　／畿門1，、、群碁礎、一／ヂ闘傭群（藤醸縛群）鍛
　　　　　グぎな
蛾墾野漸潮歩鷺緑岩懸／隈難粋洪1藝．，、1およひ湘、多、1，響

に大別憲れ、愚の1鍛繕は葺、に曙繊三1雛！）地ノ鋤略図で，第慧

麟繋　餅、1近の地図で魚　藁

　　2．／宵愈鐸

　　￥ 粋淳　　郡変成岩類と麟1三変繊爵生界～播誉ヲ〉かれる。

　　窯，／．／　螺鱒鵡蔑

　　三／．1、斐繊諺　黙　準轟威摩　1界とl　l蟻屠こよっ穫ぐ擢三し、，

域外観、おいて爺 系津布葺1繍郡稽しヅq整編黒灘弛．

る爵馨地．域では北四細諜漿ン郵に分布／、「，豊ケ∈野千枚岩

鑓鷲猿たは糊、群3聴勲露浄，1，、浸、・〉の一部で、ある礁こ、

轍では千枚繋鑛粘墳蹴岩を煮と蔓｝、，角閃岩 お．戯び片状1花

編岩1・こ貫かれ，窪た蛇紋岩も、統ザている章鳥藤鉦三

（鶏必，欝．購～1葱，細．盤欝1は久i望磯質石灰碧から

5綴灘論購，趣麟織癒⑩，γ痴繍粥騨．，蕊枷曙

導纏欝耀鰯麟＄（s難懸w織），ε．辮，．艶鍛羅瞬瀦謬融

麟囎雛侮縢め，、鋭鋤，．搬卿論翻劔（？）＄欝．

を報齋し，台憩は．避．職認瞬、醜～嘘翻多ゆ湊紺懸驚

ない1、、，艶灘善麺繍額、魏糠瞬、、対、ltされるとのべた書

しか風、．／ご、吟蕪遮には！鱒懸鞠、フ布L，葦1灰鑛、，羅飛繕沖

のも」、，講麺い驚，疑）で，叛お検講が必要’ξあろうの

　　慧．／，窯非鑓成紹三界

　　　糟で滅占虜界は拶｛吉累、欝とプく騨、1群、とに大別膨擁、

　　A．、歴潔騰群（仮称）

　　本期螺1駄、麹隆三（魏縫）瞬プ譜石、礎磯鷲そ

の／／虐飽）チヤ…1蝦）厚震、（雁飛および平鰍i繭チヤー

続譲）とを一婚冒1二地屠に与えた仮箏llであ恐導

　　歎欝羅撰竣称．冶および於福台藩辮溝成するヨ、1、阪署を

主体とい寮当臨二輝緑凝灰岩を幽⇔、、従来秋書石灰嬢遜

層1、億よば潔、たものである。秋鍔綱、．董玄．駄ゲぐ一灘＿常

森羅（贈トでは大1三lil、群）な慕り、墾輩．のヴているの小沢

儀明ギ欝懇）に、よつて詳細劇…、薄序区分が行な湾．）、鑑縫，、／来

多くの’舞ず籔癒隠ン℃難1々の立場から検討され、た⇔

　　村鋤一1三．文ぐ簿鋤，はれば釧財 1、1獅、iヌ建れ悉台蒼

炭熟薦かむ鍛纏晦羅鋤1三鷺，亙～棚薦晦論驚，

勤煽欝麟痴晦、羅《）驚建疑メF総麟多瞬撫、勘鎌轟燦

蜘総鵜・1区分さ享／・匙矯灘翻騨紗離為総は臓難多，ll咲行

　　注2）小林藏一（霊．鰯）瓢よる、、

　　　　　　　鳥i1．藤三G．鰻扮による導
　　等 三の　づ禽勉（！繊窯），杉1．i敏郎ぐ1、縣鋤，半沢正顯郎

　　　　　（鍮離．），小林戯…（1纒齢，鳥1．、1、艦黒（／、㈱一欝灘

　　　　　裳），長谷炸鱒行（還．鶉＄），村繊正文（欝6ωな、ビ油鐙

（獅鋤の還曙繍妙解ざ雛郵癬に，／t較／、．、てv謡瓢に

鰯紛紹撫z《）鞠。と、籍輝欝麟麟緬蜘窯膿を，獅．隆濫、繊

（鶏薇）と同，、喪、瀧Vi麟鍛撫難磁雛欝繍に対／．嬢，さ

ら紅、、ぞ鞠薦鐸麗㌶総の　　1出≧＿、，忍瀦ジぐぎ滋灘認審灘言～罵ヂ7翻欝拡露編婁

鍮鳩をM鰍麟鱗菰．し，叉罫撒簸鋤の欺、讐除3脳ると

1牌、たむ．鳳・1／、、翻、帽矯、瓢，下から欝灘幽鍵ノ脚一

瀞潔轡・麟舗，・P♂搾窃プ瀦鎌霧舞㌶箏，　入ダ鱒5拶猟梶羅罫欝・魏鑓　およ博

y纏編撫の挙為難をそ浄・もぞれ，S隷幾灘i撚，A鷲爵

紘1繍，翫鷺揃灘および“．締鎌灘に対比亙〆、た導

象P灘欝嬬ぬ薦8婁霧灘撫総を聾蕩ぎ戴壌ε繍μ鵬

．許よび澄灘癒納叙ノ曙轡麿雛／》灘誘晒落灘麗禰魏幽瑠

む窯騨脚総に分1弓隔たが，鳥11、兵郷腿）載）迄鶏に

勲耀．細麟撫為総を轟鉾㌶撫搬醐～魏捻礫裳海ぎ繍

および勲耀ブ繍萎」諏誘繍欝糎露紹艶認露瓢翻繊翰に，

鮮紛書む編纒馨欝磁㌶Z繊驚をN鐙鯵鍬灘翻彦汽冨』㌻プ鍵擁納欝認
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る擶ま縫壌響撰ア）購罫系で’1鱒蔦肇転1激／銚し、撃職をの1斬藻露1暴よ翼皮鐸趣溜カミ

／i守試5のカマ、鷺て｝ある導1鞠軋§　籔1途熱環童罵艶ll貰7／激．！ゐ翼
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は’1穣撃藻賛費二よ愕・て講三襲1磯凝蛭t」磨ぎ欝、柔び甕構養藻選辮難と毒養
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ゲ溝嚢蕪簿、憂・ヅ〉←1二醤乙薩次轡一・・一一　　　二　　1なこ静爵　をの丁媛方ン憐『下
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岩・（涯遡蝿亜／鱒考馨♪餓，ξ叢後シ疏）i蜜畿壽よ1つ森志・も（ひと警紅蔵さ㌃れ
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．！磐臨二の灘シ辣の繕曲／象lill鎌／l欝よ0臼、1、羅験嘉ひ1雌嬢慧㎜1穀1二よっ
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な継甥齢　駆1．1性を示すよ勤，碧／、嚢鞄を与え瞬崖、たと，，級
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1蓬黙〉　ただし1／～【史，㌻稼お1 巽二ii～1、醗綿轍．、鈴いて涯雛．1睡欝、71二
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爵慧質　1　義ア葺踊撃稜　（第蕊婆護1　第欝一号）

形お戯　　　離、螺鵬1鵜急激に聴魅れた）で轄＝数く，
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　美繭鯨1遭群の下部は樹生界の／、烈灘を取桝奮、、・て分布
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　鋤　孤の破砕帯ll：鱒チ摩一トに／ll灰鷹・の醤、雛撫縞状

に細互麟するものが多い農

鷺蓋、一（マ窯め



糞霞繋1簿繕 響群響．蔓　（肇嚢／．碁懸藝　毒癖！0・響ラ

　鋤　着英閃緑岩の貫入によって接触変質を受けてい

るの

　　麺也域の職媛鑓鱒蒙1’激露頭で1　）際尊，チ攣一1・であ

るが，採掘切羽で観察噂ればぎオノて軟鷺貯，地灘㌔種）

かなり深部訊で及んでいる欝図鮫8！　窯ケ／鋤．liの擁獺

一切／与であるむ　ここで博よ費馨．餐1　変う、1して｛り辞その）伏1黛を

　　妻に鐙擦で欝緩、玉、・が，曝貌瓢紛鱒、、、をのべる、、灰色を暴

すゼ櫓歓頚1石擁縁こ二轍億曇漢水琳な、1、1、疑熱、…ンにようて！礫／蕪，鋭）牽轟

構造が、納瞬笑、る藁これ．／瀧満押の物麟1諮／更る。珪

1獲石のノ！ツ粛は韓、〆罫　達1瓢1戴　　　　　　書菱」計る尋・切》鍔の

葦親欝、轍よると／票撃雛ま攣・ヤーi・とともに石謬び轡力肖藍答三1』て

いた、であろう。

　この切噂寧）｝趨叢郵柔ブく牽1滋鷺11iのll、1鱗蕪のll鉦一紅甲鐙勢スカノレソ

帯の風化物を’むも紛と捲．鰻皿され考1）ご、瀞濃石痒購鍵il受的

1燃奪．鑓い藻装ンの嚢頭鋤薫鐸茗薩ダニ、享を1瞬疲嚢1》糞博醜。ギr、れ、瓢よると

岩濯三麺汰、£，紛拡槻雛の／嬉か籾二丈り，一定方麟コ三漢｛ぞ）

／妃列／』（いることがli堰療で、懸る肇襲　郎鋤1で充続顎、叫れメ

険1が1辮興の配列と濃乞行！』（llヌ舞黛こ準認めら浄Lる。　慧てらく

ノ窪墾をノ糞すも鋭）で廉ろうむ　ま1総，　こ」配列を1叢蟄距；ブて種

々ぴ）麟擁の亀裂（搬鉄鉱で充騰）が、婦》られる。不規覇

な肇榔釜勲ま簾磯誉華・講；菰し，』て芝翻鷲六ジもので蒐3鈎端》う。博脚な乏プ転襲
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附翼．滝鑓炭鉱灘轟び竜競搬擾鉱

　灘韓無煙炭鉱

　1．　‘立農およこ　芝通

　　　　　大認！駅噛鳩ド 麺乏、、バ撃フ匙方雪の蓉Oo鏡に、銘㌔鰹罫務1響
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　爽猟1．、．，は黒、宏畳系厚保亜層群、、1、部薪）熊倉腰に相当ずる滝

1＝1爽炭！l 1である。一走向はゆるく湾曲しながら全体とL，て

は購北に走り，！5～輸，平均鮮で猷こ蝋斜する。稼行

さ、弛て1いる翅層は3薄．1があり，ギカ蛇〉稗縢1奔葺肇，1鱒慧層

およびi講31轡とよばれる。炭繍4夢累さは力写より雛、顯する
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講灘繋

、驚灘，

図版1　滝口爽炭層にみられる堆積の異常性

稗田2層（炭層）の厚：さは，ここでは約2mありその上に厚さ約2，5mの炭質頁岩がのりさらに約3mの暗灰色頁岩と砂質頁

岩の互層がある。Shはその部分で層理が写真のような縞模様をなしている。上位の礫岩Cgは夏蜜柑大のものを含み，一右手

上：方では明瞭に整合であるが左手下方では境界が斜交して不整合様の関係にある。位置：稗田茜方（北西に向かつて写す）。

B1：整合関係B2：不整合様の境界Cg：礫岩Sh：頁岩，縞模様は層理（N20－30QW，40－45。W）。植物化石を含む。

（A）標本の外観

（B）同上断面
図版2　三畳系長門層群滝口爽炭層（厚保亜層群）の珪化木

　a：年輪，C＝中心，P：黄鉄鉱，年輪の数：166以上



灘騰，

図版3　雁飛衝上にそつた雁飛チヤート層の破砕帯

　桑原東部におる破砕帯の幅は約280mであるo

　　位置：桑原の部落から東へ250mの地点

　　Br：破砕したチヤート

　　H：ハンマー

　　　　　　　図版4　山露衝上の露頭

位置　山露北部の滝口層の北東限。

Ch：平野山チヤート層

Al：滝口爽炭層の砂岩頁岩の互層（左方の道路の直上から

　　ハ砲ocαZ畠那甜es　sp，を採取したo

Th；山露衝上

嚢

糞鍵

　　　図版5　山露西部の地窓から露出した滝口層の露頭

位置：山露から正法寺に至る道路（中央の道標は種蓄場入口を示す。）

Ch：平野山チヤート層

鼠難｝滝・爽炭層

Th：山露衝上（推定）



図版6　常森層と上領層との関係（1） 図版7　常森層と上領層との関係（2）

位置：上領部落より西へ約300m

Br：常森層の破砕帯（N5。W，25。Eの層理を示すところがある。）

Cg：上領層の礫岩（参一クルミ大の礫岩，かなり圧砕されている）

Th＝衝上断層（N15。E，30。E）

‘最も大きい地窓の東限）

位置：上領部落より南西方約1kmの地点

Br：常森層の破砕帯（約10m西側で層理はN45QE，25QNを示す）
Cg：上領層の礫岩（蜜柑大）（10数mの露出があり，中央部の砂唐

　　の來みでN15。W，80。Wの層理を認める。）

Th：衝上断層（N35。W，70。W），上領層の東限の断層はN5。W，

　　55。Eを示す。

　　（小地窓の西限）

　　　　　　　　　　　図版8　小野田金ケ原鉱山の採掘揚

軟珪石は黄褐色ないし灰色を呈し，黒色の水平または緩い傾斜の層理面（？）が見え

る。この地並は大和鉱山の旧坑（福栄坑）の水準より約15mの真上である。

　　　　　　　　　位置：野迫西方（採掘揚で西方をのぞむ）

　　　　　　　　　Ch：軟珪石

　　　　　　　　　Wo：珪灰石（厚さ3－4m，長さ数m）
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図版9

（B）　Under　crossed　nicols

軟珪石鉱床中のチヤートの顕微鏡写真

　　　Q：Quartz

　　　L：Limonite




