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あ灘．

窯・　締麻爆お轟び欝母片嚢類綴伴な撃石灰岩麟

翼鞍本平野の南縁…部，羅蚤用町什近から1野村の．驚陵地

帯，およこド八代潤予や八1惣ヲ懇内の、霧、欝々を経、て天静無婁鼎薩芝

嬉髭こ1逢　＝る，いわゆる肥後片麟1鰭　）騰陵の霞ユ選1嶺付近

熱、1三1め《露繊／．，または海麟1．、㌶1灰岩の、翻とし　待異

な分布状況を7糞1～』… 飾群の石！天盤i野講がある毒こ、哲らの石1天

岩／・蜂1続講謡轡代り壌菱櫨ξ？1　燐畷嘗かは，惹わカ㌔、購，1．齢薫でぎ

やものてはないが，それら‘ノ鷺灰繋／　邸拶ミり｛ぎしていたで㌧

蔚ろ葵と考．気られ導蕪癖、編の爆薪、妻や簿・β懸み誉または饗！炎

鰭・撚体の・雛叢のll似i、熱は詫、慧めら∫掴肇薦！裟然の蒔、、出形錨熟こ

至っては，は！　よだ相｛獣た蒐、のがあξ．タ難

　これらの薦拶磯蹟／鱒を1桑欝した羅三1蟹は耀縫籍i｝こ轍野

を受けズ欝帽姜ll禽／を綴絶）返1、，摂冒し優食を賞けて薦露、毒、1離’

はき憂　　（蕉疑が1態み、，1韓審鈴嶺にイ、導渠繕　　唾諺く超主，賊で

韓ミ象そじひ1、…鋸慧よウ毒灘食ズ鳶篶しく癖詮乏て繋向書／め総1繍慈・酒こ

のイ1灰・翻 1が，　融1山疏頭 順部1・／近や海　巨纂などと1幅．

駕特鱗ミなi、魏 藝葺、．、、．、£塾ゴ承す齢至ったも疏）と轟響えられる。　し

こ聾して，篇の1警箏羅1形態は，九聾1地方嵐分窟す釜ぎ．1灰鰻

薦の箏ち／コは，風化侵食の澱も進んた形態で1ミろ篠と蓄

え　　アξ郵る箒

　黛．1　熊本県砥醗簿・櫨儀鱒近の罵灰爆屡

　貧簑本堅砥用町．暴二1獲方鈴鎌禽“い罫1轄貞曲いなゆ録．1導〔／）

1琵疑部／・振鷺を占≧わり＿葺灰驚．　1の籍鰍．i囲室る⇔ξ謬ζ結葬よ腿
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鑛3縫　　爵鶴、議一　蕪1 裂懸響［蕪麟

を1酵びるものもあ蒸毎蕪灰慧羅爽蒋していン総であろうと

考え嚇／る地麟のうち，蓑髪馨簾をなす地麟（本論では今後

単績基盤轡と呼．越）は片麻1庸二溶よび雲弄鷲片暦であ悉、p談

た酷蟹こは花麟餐紛滋入がみ畠穿れ覇嘗．1灰岩への　　1駄

な㌧・，ようで撹あ膿“

　　　慧　　誕驚麟方向凱やや長く連続するとはいえ貞頂

都封摂廓凱隈1られ，鎌1禽由…1鷺蝶山葺『！，およ区摺繋出一1》・

暴7一一α慧7）



地質調査所月報（第蕉巻第鳩号）

　　　　　　　　　　　　　　繋穐．一細7記滅　　＼

　　　　＼’噸難嚢彰鋳沸ラ〆齢

講魂図　手蝶晦欝麓薦澱君撚蕎場鳳灘図

な鰍．li間の鞍部一嘩雛こは露出を見ない、これむ区・難こ分

布する石灰岩1蕾は，各区ごと1に発達したものではなく，

冗来一一選のものであったことは疑う余地がないもので，

後期の造霞運勤導より，鎌倉山方面から西方の白石部落

方面に延びるセ｝の向斜と，問に謹つの背斜を挾んで，手蝶

山方面からその西二方のいなり山方面に延iびる餓の向斜購

造が形成され（もちろん，鳳の外側にも背帽麺斜が繰夢

返されていることは当然考えもれることで，この北方に

露出する甲嫉三欝の石灰岩層はおそわくこ礎）向斜覇）波の・ 一一

つであろう），その後の風化侵食で，鎌禽山7白石部落の

線および手蝶i．1トいなりμiの線の向斜部の石灰岩層部が

便：食に醗えて残勢，その後なお侵食が進むにしたがい，

向斜部といえども地質の弱線鵜沿って，鎌創L卜白石部

落間および手蝶i．準一いなりll燗のように谷憲たは鞍部を

形成するに及んで，地下深く続いていない石灰岩響は，

その地に残存し．ない結果になった“）と考えられる．

すなわち，地質図（第慧図）によっても明らかである

が，i概面難は第雛麟のようなものになり，そヂ）中には多

数の∫’爽み言㌧雛あって，単一の石灰岩塊ではないが，小

梯尺地質麟としては，大筒的にみてその形態は藪ったく

㌦！γズ状だと呼びたくなるような外観を呈／』（いる．

1、．かLこれは真のレソズ状と呼ばれる地欝とは，憲った

く性格の異な悉ものであって，その構造形態を熊鍾鉄道

佐俣駅北方の石灰石採石嚇こて観察するに，概賂第4図

のような騰造がみられる。この形態は向斜構造の底部付

近を表わす戴のなにものでもないことが5かがわれる．

　鎌倉i、ll◎石灰岩層もその露出状況からみて，これと窟

ったく同様の購造形態であることは疑を入れぬものであ

る。この地質構造に起因する露出形態は，翼の験ンズ状

と称されるものの断面図に．現われる契形の形態とは似て

も似つかぬものであって，孤の両春の性格の相違からし

ても両春の形態の表現は混同L．て使嗣さるべきでない曇

　2．2　熊案県豊野村菰小野轡近の償灰岩鷹

前項¢〉砥用鶴慮の石灰1岩鱒は基盤岩層の地質構造に関

連して，点為と態方に連な勉中央村・豊野村…帯の丘

陵地帯に断続的に露出している。当地の石灰岩も白色緻

密質ないし微晶質塊状で前項のものと嫌ぼ同質である。

基盤岩は片麻岩および繋母片岩で，檬ぼ東西方向に近

い走向をもち，傾斜は北憲たは南に菊～蕊嚇内外を示し，

波浪状に背・向斜を繰り返t、ているものと考えられる、

前項の石灰岩腰と当地の石灰岩層は，基盤岩の連続状

況や石灰岩肖体の類似性などから，允来一一連のものであ

gたと推察され，その露出状況はもとより爽みの状況な

どにも共き臨するものヵ三ある。
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為麟綴無縫多聯鷺
曾雛峰轍小　　 ぴi蒼・蓉蕪

　石灰岩i蟹，は嚢～誌薯に黛かれ，ヒ1部から窯誘麟の講露

も、驚と護、麟く隻爆～響雛難分絶壁を欺七て露出し翼屡ゲi弩

外の頓　　3北側に入ウ《いる纂Lかし欺がむ瓢灘瓢長い

この山鍔獲一ヒかみ東側瓢ドる鞍1誇i㌶窪近では，簡1三の鐸響驚

　は、蟻向方麟を．蕊、瓢．1ヒに転じて議頂～譲彊）．嚢に纒軌北側

1。頃駿σ騰と合して，饗黛／＿麟斜驚造㌔芸形／蹴している状況

が茜へ勢れる“なお，撚のil導斜購誌は，北小野1・i1の講方さ

ばが．み峠に続き，峠の北側の坂・｝は薦灰岩蟻のi撫／斜晦底

部蕃露出する畠）で，数憩○撚の間薦灰岩礎）灘技1が続き・

難野L．く／獣い弼跡ζ鋸薄鄭ひようプよ錯覚を．鍵こすのであるが・

縦の東綴μ、ll擬む薦出状況を・購、れば陶斜　 麺癖、許療鷲よく

藷駄ら藩駕るの

　滋，鞄の蔭灰灘／　籔，嫌ぼ東甑方向こ延達鉦すそ蕪顔繋擢）

背・向斜穣　二伴，濠い，その向芝餅の鷹部替近を溝成する

石灰鰹1、違、翼風ぐじ優食に醗え、て1，東西に連なる捻1鞭挫霞地

の峯々鵜，ぜ、叉々～二断続的l　l慧、，こ鷺）ような向斜は雛韓

も形成1さオしごいるので，こ乙の一帯の慕1天醗幸体は憲ったく

　　　　　餐し．ている濤の。よ5な1黎鑛を与薫．　のな銚る

が，．賑酔嵐u隣諜題向聯葦，堺重と蹴、醐騨／1蒲の紐禽せ

に．よぜヅ（形成されrこ酵けヤ嚢謡轍鐙、ならない曇　ぐなわち〆凱掴

の蔓）の1・断1灘1◎凄誘層よう鵜当．鴫との隅二曳濾》斜があつ

て，溜ぽ剛勲璃器、購遷をなし，1彬、録．、、雛す署）蟹）も

同様であつうと雛察器才しる肇

　慧．3　！、蓬鷺箪鷺畢譲難論びノ、響鴨シ鷺内のン薦灰燦・騰

　積騨弛）羅螺醤／凱あ濱繊，1妻か高，鞠轟の糾逝

慧擁畷器よヨ噛響，二よ1）陸、ヒの、縮になったもの瞥く賑谷三潔舞よ大

、1，、3づ茎、難噸、響い，、、、、、嫌譲継鱒小、難舗樽縞こ

麿．らの、懸々は，獄とんど黛、鶴石灰楚｝からな甑　わずかに

、ナ，き1戸薦、臨の1ず　難　1　い瓢結副竃馬岩の　拶爽み声㌧と大築、鶴

・駆廟爆瓢、欝批響えられ膿調昔碧鱗、識熱み
ら）才むる農

　こ、掴らの議疑の石灰慧ゑ，轍とんど同質でi．蒙1色中雛粒

蚤、　辮である難麟2　1の石静ミ盤桑が一・一毒難こ緻縛｝、1嘆籍るの

と考身霧　こると鉱ろ”　うるが，これ、馨ぎ臨鋪、卸鶏試ど（騒疑

であろう、と憂えら渋、る離藻た堂総盤欝麺）1　誌が少重帆い．1工

紅そ・の盤絡がないの甲で量各塵鶴謬覇羅亙の簿、聾，誰　群罫一鰻、

することが欝運難で馨み　韓翫〉夢か瓢蓑i浅する｝／“擦欝卦㍗石／翼

熟瞬妻4）声博ヌズ言穿蕪た石灰藻鼓1体の雛三質や露隷1形態煮、ど，

すべて就／鰯垂寸黛るも跨があ肇て賢これらのき鵬凝に1、馨ll曜1㎞、

る石躍螢釜響㎜藝よ，　欝嗜珊むく莱盤の酵吋絹欝蟻達．＿一二霞醗憲，掴

六コ緯斜1講の擬載導1　ン萄餐章食鵜講垂、ぬて残荏しているものと

1麓鱗製さ∫れ悉。、

　プく ＾　3のi
臣息

・晦．．　　！＼大築矯　！悔麟

　　　　　　　　　　　　牽噺

、霧？　鵬　　大簗懸黙、、、編毒韓瀬濃畢選嚢

近1頑、虹花1，／嶽φ滋入癬あつて鮮それ軽の　出状況寿磯》基

盤岩とみでさLつかえないよ郵・思われ黍まノ1二，この

、1妻騨〉北東矯托‘蘇課辮紛／，絢は，劇麟熱1蒜叡1，ぎ

繕にメ鐙ζ》内外寵）傾濯、／をノ罫しズお静，講羅におけ灘熱辛轡

付近鐙構況と合飛幾糊禽．ると鱗7図のようノ1瞬1外推定さ

れる“す賦考伊ち，こ’一庭藷の地讐夢盤は棄1蒸フ∫i韓轟商褒墨購

蔭累をな一／㎞こと7尋う力滝滋玉歳艦嶺藤　し菰うしで蕎．1婆臣

向粒）眠暮姓近をl！lめ奏風で雛棄食に藤！え蒼　随詳野したも窟）

幽鳶あソ・こと濤鼠講『知さ縫避〆篠。

　窯．罐　天叢脚ぬ慧も東燦の職灰嚢1麟

　　　　　　　　緊勢毒i戴罫鉢窪の丸出憐鷺葺羨 搾il1一講！天

　　　　　　　　　懸癬器／薦母片岩を1三とし、，織色片1轡

轡羅建鉱ナ☆壌曇・イ　聾片；慧掛などで・1鐡ヌ或1さ濠も，　…・瑠越一ノ、薩犬季簿濃ま

が欝し．く驚違し、ている難権！脱i．i財）繭　　弦よ　醇戴　　・帯

には花、唇嚢轡の！き，ぎ出が澄鞍，寒た1丸爵北鰻輪紛｛濯く岩体蓋嚢

辺ぎ郵には撃擬烈允瓢楚叢．入もマ轍費、醐藁幸があげブ1撫　難、り 拷i盛
イヒし．，て1ぜ、る、，

　イ避鞭鋸1瓢撫色な㌧・しいく鞍か鍋ミ色を・艦萱i藩　漸もあ1）

　　　　　　　厳たところ齢よ琴1編状を・暴．て黍次観監
憲／
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＼〆嵐懲　糞蕩聾

鷺繋慧．熱潔
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鑓9図　　：脅ii圭1㍊梅灘蓑播！』近妻鐸繊貰慧

れ易い雑毅暮）もある聯

　騰灰華　　裾・駕　数権麺羅．邸片岩の潜溌、麟來戴乳、』てk・ぞ、

ので》瀧電岬方雛ぎから内丸1．i瞬緋　／方の手誕『1壌シを璽むと，

その才掃み譜の肩繍によって醤溝壌l／構造のll碧シこ淋よく蓬党滞、ぴ

　榛規山地区熱また丸山地区同蝶，二N鷺鴛方向の向糾嶽

透を、繕　鷺して、欝り，簡あ丘の聞のヌ、1．1二は　墨斜都誉＿、1芦）たっ

ている鱒すなわち，　1遺域のイ鷲紀轡！、．，、激薫縄斜欝向斜、を

なす罐徳構避繕1二の向斜灘載あやゾ1二石灰岩麟が蹴化浸食に

耐えて残鰐）たものとみる乙とが一　』るで／ろう。

歌　繍繍牌趨鰻瓢挾麿審轟難職灰燐麟

　闘濁眼下紅分布する繍摺変羅燐、類㌧慧郡　聡岩類と呼

韓ごれでい悉も齢，およひ磯韓本単1野めゴヒ、鱗の野威業｝，1彗都

の竜察山層群と呼るズ灘ている変成碧類tど，一乱般に紙度

婚姦の結1鶉片去齢『1蓄に塚ノ飛岩層が／爽有再されていそ）⇔これら

の；／l灰翻、1の鱗々の　　幾形態については，かなむずしも

岡 づ墾彰とはいいがノび．・ものがあるヌ外，｛蔓食過程の一…嚢紫

階として大瑞猿勺に簿、れば聾憩節の片麻岩豫1鞍一伴なうもの

より1凱，憂幾騨簿く，　擁斐成秩父1系中‘）毒のよりは一…段階

癖い相貌を暴し．ていると欝鵬、される。木ノ蘂瘍のものは

断講のため鵜その／彩が明瞭でなく，竜峯lii層群中のも

のは非変成秩y／、、属！幡鶴のグ）一一般的形態1こ近い。福

撚鋳躍欝郊の三擦嚢／7璽岩繍1　、挾翁さ，麺るものは，．更く．塵

弩　／噛、3量1で，薦i翻　 鐙〉、員と記．て簿羊出L，地総構ラ豊

に関遷，、《生慰た輪殊ゾ署1購工妻態を那3鶉ものではなく，

家論の対象とする軽llのも置）ではないが，文献の小梯蔑

地質豫こは，あた力縄），いわゆる惣鬼状舞あるいは翻レ

ソズ状押と称さ1震菱璽蒲のもの膿r碧、わせる塗色がなさ

れ，壕醤糞大づ鳳櫨鍵）筆1体て》ある力為のごときilj襲を艶えて』・

るご卸）で述べること麺／、た、，

　3，1　福購県欝木霧蛮処山付薫齢》欝灰岩膚

　福岡藤嘉税1郡・零暴！禽！境の分水・嶺をなしている古処山

から！群li建毒癒なる濃　に蒙1灰子轡の　唄．1があるむ二欝！天岩・は，

・ξの北側一帯載広く分布する花崩閃緑岩の影を受けて

褻靴藁色凝！l異毒i護，こなっ魅ぐいる崇

　難、災業鋳　　爽鎌するヌ也層は繊規変成岩・と呼韓～れている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ緑色・砂質泥賢等）

濃1（）麟　　古　鵡　由　1蓬　澄　灘i資　鰹

第慧翻　　寅越毒付澄鍵糞嚢1麟

もので，一・般轍変成度薪）低いものが多い。石灰・岩，・，1の周

辺は緑色片岩そ戯誌し，、！、馳片岩彗逮㌔片岩・砂薯片岩

などで縫幸礁されている。・一・般漂讃韓はN沁～巷ぴ鷺を・示t．，

傾欝／は石！獲藩層の箸輔翻一一帯では4駅内タトで雌ヒ側瓢傾余導し，

石灰岩鰻、の北醐一帯で寺激垂薩に近いΦ

　妥1灰隊　iは古処山覆付鍵黛から脚山凝け近に遠ノ試るもの

と，萱鍛£巻ら蒋翁鱗に1延ひミる1馨1艮に、峯、覧々と霧証矯博㎞るものと慧

3｛｝一（惣○）
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態類ンあ鯵努両蕎の関≦系を誕，羅山」漿南側羅恨呑／一近で、児る

に婁両石1天摺1体の間嬬1鱒i僚・な養壌騨、．蕊を薄≒乱，発騰，撮畿あ

託，）鷺1天撃手体は雰これ憲た！矧濠な向爵、1講造をノ齢／、ぐ羅根の

1葛いとこ考巽畷孫ユニし、て乗ゆていぞ畷犬渉襲う蔵よく3議られ．護毎

す“、な潅》ち繭石夢《磐1醤裟が渡、蓑・……灘叢のも）　翰げ驚たこと瓢は

疑をさしは書む余地が額い．間題は，海頂醐こ連な習欝

灰岩葺、ミ翼，そ¢）欝脚齢蕎斜を’受けてその北翼として難雌1

斜の状態で深く；1ヒ側山腰1　込んでいぞのか，または語概

鰯へ¢擁瀦はたゾピち置方向y転じ賢ξ1礪．齢た状態¢噛

余薯溝1婁を彩1戎／．．てい難の刑尊ある力誌ということズ歪ある、、鑑毫

念ながら，この二蘇灰；轡体北限付近の地暦はほとんど鐵薩

に鼠丘く露llもよくない離そこで舞　こ¢ず欝《暴翻庫　’i獲フンに

追蹴溶して，爾方瓢擢　　1硬る羅擬疑）1礪鯛㊤谷で観箋、欽る

に，菱1讐螺強1は菰こむ…一鼻応魅滅状態に額って，イ、1灰岩麟

鐡で本は向斜k　蓼とし　は明購難・観　ぐきない7憾，薦1天撃桑

！麟よ餐バ瓢側　尋鯵の鮒三1轡は鷺づ㎞誇ミて南鯛／に叙／ゴヤ敷聲の娘手

　　　撃　谷詮㍗飛欝 ドると講雛羅！頃余藝　／多つている瞭

　寒た讐　古填i切選緯錘華／犠根／懲墨馨出づ隔ξ慕！獲燈季体　iぐ！繊鰯

紅接／．　薦英片義、垂（チャー一トの変　葺騨たも融）轡が発逮

1一ヲ1、雛頂部毒蕎／天岩・ll辮韓灘騨）デ盤1側驚業誤講出不罫，もで継鷹1
英燐陣業郵轡蕎噺崔1認懸藩先ないが讐薦欝’餐　ゐ1二1ヒ無駐黒1よ澤鮎β霧薯

片聾摺鐸麟と・鯵えら、糎篠ものむ三よく議翻雲／』ぐいる熱　こ勲．らグ）

郵糞渉もと，二判i疑壌執恐とタ　爵処1、瞬翼オ塾ら／舞山、ヌtに遵1なる

そ潔て螺，峯は峰麺毒講護蕊をな薄隔ものと賦）鰐紡嵐孫1い轍

　博隠．窺翫》ち夢嶺士融の王1拶ζ緊製，藝濫，　亙つの／／＼餐1，織を齢眞乙し

て慧圏斜を形成した複向斜構造をなしていたもの｝うる

が，纏食が進むにL．たがい／…荘斜め眠部／・／・近の石灰濠　1が

　　　　粛』　 継？夢嚢見教三分ようにあた海“1〉21韓疏〉蕎ザく．岩

1熱ナ）よ旗i疑況り簿　雛するにいたったものと推定瀞れ

る離

　3．蒙　福岡蹄麟灘塞1灘池｛愛近藤翼灰鷹腰

　編岡市外曲瀦勧）露く濡ミ海癖欝倶1のill麟難・お丘滋誌ら1脊茜薦ηの

水無嫌塘防廊謎1麟／禍を連の石灰岩1添ある敬水源

池付近での蕎灰岩は骨近に広く露1 1げる花鵬岩の影響を

受けて純白色結熱質奪こなっているが，花騰岩体1識簿，・繭

礁1方突3は 緻蓉ど欝でごちる．

　石灰：岩磯は，盤燭片盤季・角閃片岩などで構成さ才しるi蕉

；ξ瓢変成盤｝類とi撃韓fれている毒のの…一＾．員をなし，　水源池享韓

側の石灰石簾イ陽でみる紅，碁嘱ゆ謙、母片岩副庚み揮

を挾んで，　1掛／l二の 焦部に憩驚余，下部に欝燃余疏）、雄獲

嘆轡層が発、叢している費ラ熱館は億4戴簿藪讐二撫側戦蕪び内外

の傾斜を不し、ているが，灘走するに従㌧爾に曲ってN呂Q

～γび欝轟傍趨韓を胃漫すに㌧・たり繋肇予規内諺鑑谷の藩蹄！“1腹

嶺沿って水無鐘乳澗方面に連なる、，この野絹内漢谷一帯

の石灰欝懸は，厚さ器～憩驚内外のものが黛騰発達し，

よく連続して，熱々と露岩をなして轟籠いているpこのよう

獄）伏桑蟻爵誌ら雄蕎嚢i／して雰　この灘娯或㊤石ザび轡ll／凝縮ヂ鷺はも

るが力鶏畿！擁懸藩義難三寿鷲ある慰騨）と！蕪．鷺さ才Lる　ぐな二韓この貫曇

長の、、嬉であろうと推響蘂される薄1石灰轡が佐峯1携藤較木

付近／難，，赴1する、、しか達鑓）／お載では綴…筆灘1で尖滅する

レンノ．ズ疑），麟磯葦）よう輸である農）貸

　蕎！獲繋ll辮は涯じ態i欝側に銭○～7（ゾ内タトの灘欝／・溝窪織（1凧盈叢く

で縷窮暴蓄る爵誌蒙欝力級擁二別とt「、て〉の7診て　1出L』ぐお静夢

地質欝タ幾に関連毛．バて生鴛た特麟髪叛露　1・1形薫裟を示すもので

　　　・ゆしかLながら・，麟述の、尋にある穣の小梯尺地

騰瞬観激ると彬　ギ大き1～試黒　嚢〕聾発いオ》ゆる餐癒）伏艀虞）

蕎いは押レンズ睡丸メ言と犠｛さオ，る欝拶｛轡擬罵1猷濃艶総る、試5

な1不蒸嚢ノ！二，篭のレソズ鑑興鳳童幾窪滋さ才して．欝う整　イ1渠壕罎z墾！詩薫豪

な餐麟としてやや．大きく櫟ノ罫される」とはやむを編．｝ない

としても，　鍛1彩態の浅珊慧＝，慰を瑳麹ノ）べきで，判，驚す

る隣こ醤＝まったく繋なる地質購綴鷺を・禽するかのよう紅誤

談られ，るおそ才跡赫あるQそ承しは著、多，、1二とつて・　麟飯1二

とっ甲ぐも薪罫窟L駕・こと己でξよな㌧・離

　3，3　熊本県木ノ葉鶴曾近の署灰鷹騰

　實馨本県；翫部の箆鷺，鶴燐辮罐ノ、鴛燭尺の1ヒ方き木ノ／熱Uか

ら；1ヒが紅晒鋒こ1驚藩k置徽蕎畢隔オつたゆ“ぐ1顛骸智ずるイ，獲岩・1，牽、誤あ

る農1石灰黛赫毫勢を謬離する幸翻鱒は肇ド 一謙1投L　 ／ζ度の低い壽

緑實一片岩・箋細曹岩畷雛（チャー一？）などで購成

され．て㌧、る。

　欝灰岩層の一・般走緯、諏，N蹄～窯びWを示し．，北東側

鵜雛ボ内外の鯵纏藩をノ1ζLているが誓木ノ欝山とその〆撫1東

鯛（巧）峯と賦）闘に二1、／～断葬，鱗が季趨縫零、汽夢断葺、鞍）東側では愛テ驚

向N憩～3ボ鴛＿糞1、餐傾漂藩は礁とんど浬　浜乙近い礁窟

た量断1　狸側の木ノ鐸題1じ紅誤．の谷て葺議睾東／罰に欝～濤ぴ

心緩傾斜構造がみられる．

　墨器死鷲　ぎ）紹、組寸近ゆ冬膨熟韓l／一 イ1藝二／，歎鷹く花鑛暴ノ、i論誌浩1

の1皇馨1があ1ラ彦鱗1天鋒潔藩よその影餐忘を憂1ナて葵望薗）1慮くで

は闘色結鼎質とな！ン，花騰閃緑轡体瓢遠い木　襖

どでは淡灰色緻密質である。

　罐筒ノニ鐸驚．li／・繋黛にお1ナる灘l！l驚轡　ぎ）．お・もな蚤，のは姦／舗釜監

遵シするようて3，『ド1二‘や3！麟は護ヒ東運／鯛に二朕）・、難デ内夕1知の

畢斜構叢の形で露脚．，その深部は花嶽閃緑壕の滋入観

より強鰭謝さ諭Lている儲

　最、！、絃の石灰岩llよ弊木ノ鍵山の1．1順部一帯頓．は広く

齢こげる魁瀦駆窮纏纐聴わめて浅く」奪1肋ら漂
1、評黛OQ購付近憲でのll・i／に，鷹の鰺驚い向斜的態撃1湧で乗ウて

いる魏なお箏由3翼φ灘暮暮瓢、髭、賦東ツyでは嚢ラ翰向N薯ゲ鷺嚢傾

翁14ぴN職rをガ≒す地／謎1ぎもみら章1、鉾安餐竃Lたものとはい

㌧・難いが蔭側傾，籍を示し』ぐいるこ～講よ確かである．　こ．の

最上部跨石灰岩層は，木ノ葉山北麓の一，瓢はもちろん1王馨

黎レーσ3！〉
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　　　　　　　　　　　1暴

轡晒蘇ゼ

1，導三き藤鷲 、鼠享｛婁薫欝鷺鷲麟

擁．費？〉などで機菰さ才し，涯瞬獲章轍．奪麓…・尋1墾では泰繰どで

も醸㌧・ゑ翼愛　／．瞬叢ン継ら灘　1　力繕ナいぐ／激雪・・…魂！乙欝滋匂＞翼き

叢》め（登気く，馨予タト的籠は讐少聚垂・馨総、妻疑／天撃手・舞鐙爵壕、ど

撫鉱．て・みら粛急、るも琶〉ゐ鷲、響㌧・韓ま添ニイ鍛幾舞秘マ翫1繋／銭1鴇i鷺f重

，礁．のもの／ll色結1　夏轄なっズいるが，1、1、腱か糧旨・馨部付

近灘ものは灰色ないし灰濤色緻密質である壕ど，．1鯉．購

¢）、銀簡，凝裟／乍理駐激堪爲器ぎ華喚i雛懸一・・づ1繋・幾溢，入し煮ぞ銀畢、饗灘　　　菰、薩

う　際が勢いよう鱗≦、，・え叡之ゐQ

　藩篶漣撫葵幾　＝蒔欝蔓饗寿琢嶺麟i．il振芽＞　嚢翼蓉疑硲1，1いとミ’』ろ1二

　　　．「，北海で鮒．畷　／j近麟愚のは翼燈続的ノニ怠欝　1をも．て

秘・添藤　轍才しギ鷺輝て澤聾搬墾調），，さ漆需1、獣く，爆欝霧な蕊暖こよ篭）

出不叢紅、ン黒）受詳の嘆》野雄主、緩麟猷／喪墨象て誠妻をよう瓢護藤薄し．

ていゐのではン七戴かろうかとも饗黒薫＞、／・焦．為蒙

　菰才し塔の二難拶｛渥禦彦航！の肇轟ill藩翼蒲l！寸3巌のもタニ笈嵐．1匙　1韓導＿

1奮芝難、手乏，．げて．舞む舞　巌ゾ之㌢げ鄭翼難疑湊．／、縫嚢紛難野嚢 　客索兎厚礎）

谷では，P谷の入財・鋭薫で／煎北醤側飯斜ないL　鞍直鎧近

く箏　谷吟飛『襲蜜暮濤恩ら婁毒を鷹濤縄ナて轄縫塞載《顕孝二4鞭、蒸（ジの端裏

騰轟1頃凶葦、ミ、＿〆致1叫〔西玉恐、、

　暴難霞．繰｝の少翻欝麹1虻爵驚業鐸ン紅．轟ると，　“雛　瓢1す灘1の で1．ダ器卦

1嚢を　一尋響1　，　い繋　灘導鐸レ・ン，ズ凝げ’と秘・さ礁暮箆‘ノ）㍗）と

1競プくぎ践難∫死《『竃とL．．ごて霧文参館薫、っオこもぎ）潅ミ審｝悉、、　，蒙　み

妻雛愛也を1韓華蕪1、、プこへ　藩緒薫曙歎’、，｝と霧慧釜411のよ萎捻二も覇）1こン畿つ

ゾご、》漆鱒獄激プ熱費　き葺　繋墾藤継華乃1講線・嵐義績等、Σ．聾驚ソ、費こ、鐸桑出牽謬

弄i灘繋を伝軍　醗曹の1・欝欄韓1観トヘリ，ふノ曳一たび1、ぎ方め霞臓

／凱薮沿て1難議斐露糞季」書奪繍．1、嚢襲妻稲難　ノプよL、ぐ懸鵡ダる）i犬渉姦！μ

曝瞭邑鱒駕！ミ、，、麟　　罫部落東プ．ノ）谷を幾嶺1昂は，縁と
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