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ー弓驚皇蒙慧三業巷警懇建．多竃登講際f瑚遼蘇之葺畿を激じ’1）；陣ヲ饗衛（影讐ぞ響

局）㌧大袋反／葎・兵緯県・1大阪憲（磯｛詳擁ン）・朝幾欝？聞1雛二ぐ協

力をギ業1・た、，こ鉱に講んで感謝の鷺を嚢する次第であ

　この讐予攣雛薪）践鷹ノ隠鵜繋1嚢樽》．虹夢ゴ従麟蕎鑓）華華夢い二．1、　ゲてづ“（3に

禽1らオるてい　 縫…鴨hの業劇総／韓遣が大／阪譜ぴ内にいン＞紅遜蒙鎌づ舶

難オ認箪　また警瓢戴㎜ド叙）｛レ㌦鷺1）（）鷺藩壌：までの圭熱一劉餐濠遣1ぽど

うなつ』ぐ、戸罫　　・一・一声靴考嵐、ら＞　鷺案護）記鳳に．・ひ激二。　もご♪し

詳更くいえば，次の雲、・、乳に主繕標をおい℃，測線靴選ん

だ．プく葺蹴蓼び芦講辺二工鐙婁蝿騨賛の糞也窒婁詑鷺讐㌘義やま象二壕　烈て鋒」羅鷺

直樫縛講係を詩ザ、）てい　）ぐ沖積）叢．，）分布状態を知蕎鉱

と貸　羅㌶筥醸籍方逆）甲蓑1鑑／新／轡鞠〉蜜薫謹藝鐙馨　 導琴7欝・賛磁ま薪餐講豊ご線

が湾1場海底下麺どの3くう尋こ連1続して1いるか，　さ｛藩こ艇糞炎

量鯵轡醒呼近ぜ）灘1泉／馨ヨ、1，糞中に1維定さ浪、る鑑夢携灘簿遣がどうなつ

　い｝　戸一一一こ、オLら！壌レ・1摩等！．も大1漢翠舞瀦戎黙1燃考写紘ぞ〉う

、舞岬駅二じ大拶Jl娠1二，！二漁ミら裂3灘る治窯一一 一こ考　1　　L、、ら♂く嶺こ二と

1二澄）ゼ）教こ．，

　、講蓬にノ郵いたププ羅銭まわ薄！．馨、）須、鋒ζ繋碧笈蜜蒙卿懸滲憂と雇欝してい

るも賦、）毛で雄〉ゼ〉，，韻嚇載1よ慕チンごとに澄）影、）かズじ賦）1央きbた欝編慧

（今繕は大販湾構辺1こ総数蓋鍵、熱をえ薪んだ〉を六分儀

を絹いて測定を行なつた，、そし．て読取つた角贋がむ現地

位ll劉麟讃、1当、罫、雛録するので蕊’ヅ．曇天の際はレ・一ダー

航法に、よ、ノ測線．1二を瀧つた』のよ）にして大阪湾上に

総本鼻灘線難設け総延騰襲融k驚紅わた讐）調．盗を行なや

た恭果，お呼そ次）ような結果を挙、獄ご、，

　（翼．）　中静卜段／欝藩1中聡導轡勘耕襲響蕪繕響叢㎜／（大1籔層欝罫等・）　麟

呼婁瀞巽，鋤震華（率箏罫響撲、孝、灘）　藩鷺よ導ぐ熟繁填建蛙麺）！党蓼撃ゆ叢響事瞭i紅区響嬉

できたにれ／、、は大阪磁諾の浜多くの試錐が非常に毒考

轍よつた編　また大阪湾の創3以上を占め誉）海底の平堤

部（等深線で水深憩m以内の轡霧分）は大販腰群を沖牽妻

／欝　’譲驚　てレ、ること〉饗馨綴鋭　》悉な》欝ゾ慧。　こ（7）擁肇建層の厚

さの分布は地盤沈下談、埋立て醐題に織璽な蒙鋤料を提供す

ることと鐙、わオ　，なお古淀州の瀦蒙跡1こ瀬当すると思

牽）隼もる場穆筆毛一・蒲裂鐘、ら薄もプ難，、

　（鋤　大阪湾を東灘紅横切る数本の平行な測線のいずれ

紅、も，淡路、鶴東方数駄腿の処観垂水沖から淡路島東岸に

沿つて北東一一一痛難璽に遠蕊る地層騨）大きな変位が璽、られ

る。る、暴凝翻麟欝のような構遣線を考えてもよい。これ

を一（農）



檎蓼慧式・波探1…韓よる 大1渡溝地質蓉．翻）研究（撃／li灘鍮評森講義醸鎌！1麟轡爵藤照和去／

ら¢地域は大阪婁学の申℃懸地酸構鵯ヒ肇鹸｛顧緯い地域

　／L｝、、奪ξ六甲変糞ゲ、擦呼ば濯♂L欝匹峰菰半ばにはξ盛輝潔、

薫嚢したξ一／瓠られ、導地賃運薫麟こよ・　　奪く響ll．／群懲が鴫／l二罫形

威1熱諾し豊じ穴阪蓉馨が温二降し　牽野．犀、二が舞こ（麟欝蒸．諸響搬i罫蓄

賦）卿ヒ昇蕪タと沈降部の！雲、．罫地帯瓢あた難と5懸粛．鉦れ

な摩簿遣を雪糞Lノいごい茅へ　乏、、たが“　脚鵜の離鱒域はi鐵一靴鈴声ぎ

騰“糾湯幾拳の断擦，賦，大阪湾内への延鎌ξニミも蟹鷲　｛れ鴇，

　（鋤　明石溝1練畷書よびそ融付近硫つい““誤　以前忽！　鉄

に鎧参種々の調査　　鍾黛底ド財ッヂゾグ磐ボ…夢ン／グ睾

，汎諌試カー季白鯨号瓢，k嶺薯航謬撫、難一……一が肴なわれ・海

鷹蹴質蓑　　蕉に発護驚さオゾぐレ，、）が多今麟雛鑑‘y懸こ域4織

断爆命測線を義鷺），ぞ蕊らの最渠と矛職L蹴いミニとン馨わ

かし！浮またいく“、）汐痴）ll，餐も犠i肉得た、’すン！よわ￥触　蔦（乃

付近鷺瑚碓紅1大郷辮の下灘凱対応な渇）購三紀

弄舞華（神戸騰〉および基盤（ノる滋えば花轟岩）穫へ零’しぞれの

魔界が明瞭に区獅できた．ぞしていくつン椀鑓鮒　　罫淡路

，騰に延びていン摩繁導瓢が躍ン漆　；〉た“

　終＞　大阪湾1瀬部灘蓼罪轡馨群地帯においてセ為　紀淡海挾の

友ケ島付近に1おいて灘馨泉層群懲構燦を）か窟え懇胤とが

できたが箏側反射等の問書懸もあり餐薦北に嚢難と推定き

れていた耀筆鷺線を非、蓼、1皿輯瞭にはとちズ、恐ζと寡でξ一謹

漆、環〉た．、、

　なお，紀β鱗，鋳‘挨縮あたり，海岸に沿う渕線および

ぐ凱から洲本轍郷かう測線｛等茎紅より，大阪麟灘詳と和艮騒

群との闘紅爾鳶載不整合関係続ある一っの地叢群の存在

を考えた方がよいのではないかと思われ　　華実があ擦

が，鑑の解決轍っいではなお検討を要舞鮎

　一ヒ瓢述べたように種々のこと療苧明らか鱒はなつたが㌻

和羅層群地帯の大嚢な構鷺についてはそ熱はまだ充分轍

はっかめていない、、審らに大阪春，内部の／職脇ついても

も少し深い処が知鞍たい、、瓢溺らの醗醗輪果すノ轍瀦為

将来嫉大阪湾において，篤辺の島なども利矯し畔（ご耀震櫟

査憲たは簾隔辮あるいをよ翫ゑ慧驚玄鷺蔓》欝撫購寧等によ讐）調

璽薮の窄節な躍勲，るζ撫が望．窪Lいひ

　以上が今回の音波探査によ讐）研究締果のあらまL鷺あ

るが罪以下轍次の，款うな順序でそ警詳細1㌘麹　糠述べて

みよう．

　　窯．　灘莚定器麟糞

　　嚢．測線
　　誌．　蓉題定績購菱

　　葬．　紀ず舞箋に勤シす恐考ノ譲蕩

　　暴．　漁慮　1質

　　？，　地質構遣

韓，　婁灘奪驚暑羅械

　i　蕪観ヌ彗いた趨搬寅辮　奪1のブン諺　凱，摩1灘矯㌣にレ瓢鎖臨難／黛藪

鰭、寮購難彰繁女匿蠣驚1露翫隅ζ　　熱凝、た贈挺爾1綬皮　）　ネノレ

ギぐ燃波数が異なξ桑｝の鑑る、、もとも蕊ア、絹匪力で1／箋暁

さ治ノて潔た蓬実術　一ヤー》が㌻1本調　　二は騨、慮蘇鱗鞍，蝿鼓講

頚響（森纏、襲磁浴）、葺三体電気灘謝節ll醗郷鯵1・

1鱒研鱗難　更り　威1しノ1二圏ll劇1　｛吏月／した簑醇葦》三翻iはすで

に物理探鉱，嬉簸警第薫号（総年誌月），窟た濾簸箪晶

轟一熟第蔭磁7靱籔一琴離鞍鳳し蕎さ薄㌻疫が警本報灘の内

容をオ命討す急鐘磁襲　弄．繋獲ゼ要、愚だけを1瓢ごに述／ミてお

鵜ニ

　ブ鑓ックダぜアグ脅ムを灘毒までに策蓋隠1に驚す，
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第璽、繕 ミi鋳隷黛プ群ツタダ・イ？署グニ　、

　．賦置は発振，受振，制榔，記録〉各部と，水率竃極お

、虹讐ζノ、イド鍔ンオン誇需ンな纂幣　奪　溺嘉ま擬｝〔〉V愛　籔》灘烹黙の

交滅で，煮れを1づンスで，憩，○（矯Vの轟駕薩流電疑

1眠．／，これを薫ンデ↓ノーにマ　語鶴鋤部を通じ、て水中

饗撫に放電を与え頓費趣勤蔀嬉、績驚絶縁状態瓢掩　7斗

轡罐i曝畢ゆ》∀翫》薫蓬沙ご黙とに加えら漆も鶴1鑓舞舞ノ蔑ル．スに霧弩

纐きれ，その都度，起動状態瓢な．む水中放蟹　誘趨プ

導．　ごれ，に、塁くり購鷺嵩ネルギの一蕩勤義騰壽㎜塁瓢ネルギ轍陶変

換審れ，鍵毒一難，（瞬銀欝程魔の濁波1数幅を持つた比較的

｛畿輝糠1の諜鱗験こ二／癒鐵轡な蒸纏業を発生摩轡る鼎

　この警響蜜は㌢蘇／戴等ぐに！講懸撃ぞの一一董郷は識むこ濤簾む反蟻逢瓢／婁

ぶら轍残雛の部分は海底下の不潅雛獅i驚灘し，そ鷺瀦

反射L、てきで水中ハイド群7堆・ンに戻つてくぞ）．この受

慮蕨信一零壽露蛭鮎た・鼠ゆ際鑑蒙器瓢ネノレキ彗こ変1典さ蒙傷夢　蕪博爾A．G．

離，を持つた増礪器／嘗戯・り，適当な周波数制御を受け，

整流の後翫力増幅懸れ摯舗撫榔を通鷲〉て記録器就はいる，．

　寵録器はドラム‘驚i転ご緊に電解認録紙翻欝1す護方

武1で奪懸鋒鷺お軟び瞬萎転す≧壽…承寧紛欝極を有つてい捧。㌻憐濤

難《聾〉



編された受振波嫁ご）両極に鞠加され，信号鐙大小難応

じて濃淡記録港れ矯．また麟転ドヲム韓毎鱒¢）掃引はじ

めの信号で同期パルス癒生ず懲。このパル撒は制御部1瓢

加えられ，計数瀞れて適遜な時聞閥隔の趨勲バルスとな

弼前詑の起鋤部に煎えられる。受振認録は欄波数特性

をかえて慧種類の寵録が同時に書かれ嶺ようにL．てあ

る，そUて翻御部で深魔選択織絡を切換え，浅い部分と

深い部分をi鱒時に説録するとともでき葛。

　水中電極は門筒状の簡単な構造で，聯嶺旧鋼電極と中心

電極との間／こ絶縁物が充翼されでいる．

ρcゴム

月報（講器巻第i攣）
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　　　　　　　　／〆灘凝編痛
　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　　　・ニラン文

　　　　　　　鱗慧蹴　露く中ハイド農フ漠・ソ

　受振器のハイド群ツ呼ンは総電子素子を用い，

木製魚雷鍵の容器におさめである。水中電極，ハイド緯

フォンと嚇こケー一ヅルによ弘船尾から欝○驚位のと

こるで曳航する（スク夢嵩一鑓）雑音をさけるため），普

通，船の速度濾毎聴S一選ノツ》であるが，今繊は船の

大きさの都合上，4一慈ノットで曳航Uた．現霧縫用し

ている水申放電の大ききは，工業用奪轡電気雷管を水申

で発破した際の蜜圧に較べて亀夢はるかに小瀞い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　寒帯裁鰹安極

　　《rr㌃『㎜㎜二二“㎜『｝“ ㎜シ
　　　｝一『，、』1『コ

　　。．卜越賦＼

　　｝、｝ 一箋。螺撒‘ズ上”獅　㌃～～ご
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　急

　　　　　第3翻　発擾溜よび凝薮ケー一ゾルの搬聾鍍

　この方法では船を走らせながら地下曹波断懸が得られ

愚。窪た周波数が地震探査より蓬桁講く，測深器よりは

るかに低い，，このごとは地震探査法に較べ櫨腰尊曾への波

の浸透は少ないが，構造に対する分解能がよく，また測

深器に較べ地膚中鍔）波の減衰の少ないことを紫してい

る．憲た地震探査のよう紅火薬を使わないので漁業補縫

の煩わ丸．さがない。

慧、　測　　糠

本の測線を選んだ。姦測線の詳細については第業表に示

す．すなわち総延長は騒8k羅に及ぶ．麟に矢印で示し

たのは船の運航方向であ鵜．これはスパーカー断癒図を

兇て地下構燈を議論する際範必要となる．

第三畿　大阪湾轡波探査測線内容
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　与えられた期閥慧遡間中に，大阪湾全域をカヴ距鼠、

で，L、かもはじめ轍述べた鷺的を鷺L、うるような測線を

とらなければならないので，種々検討の結果，第違図轍
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　測定結果（音波探査詑録）を図版紅爺した．寵録の憲

までは船の速度の違いや，各種の璽複反射があり，かつ

地層ぴ）条件次第で必ずしも全部の記録が同じ兇易さでも

ない纏）で，灘録を解釈しやすいように各魏録を図化Uて，

第縫彌とした。この図では方陶を統一Uた．

　なお，霧魏録に現われる共通α）パター一ンが兇ら勲，るが，

これらは陸上の接続露頭や，試錐，海底のドぴッヂソグ

結果から，すでにわかつているある種の地屡に対比する

ことが…応薄能である．それらを次のような記号で分類

し，図化した各図にし番した。

難一（慈〉
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辱聯な翫ジら撃

　無…蔓移沖積麟A

　を卸…・・申積暦鷺

　い一4大阪麟群…洪糠麟…

　　　　　後大阪層群，先沖積麟の漉腰も存在する町

　　　　　霧総性び凌るが，この申に一揺・さ曙㌻てい護）と

　　　　　み、てレ、舜こ泳ξき流ニレ、，．

　韓・一…額ざ戸層群一…昼舞ぎ三薫癒叢慰醸馬新繊r

　9…・一奪費作§屡

　ゼ……牽賊熱層葦難…・彗惑1璽締薮

斜測線紅ついて次にテ憲／く恐与

　滋彗編l　N更）．i

　測点臓》謂から測、ぐ鮮籍痴、欝付近憲で，金般に電気麟

なハムが，．織らむ，無奪○～鴛罵以深鍵）詑録嫌よくない、，し

かし筆プく湧郊欝運跨の／反簿茸灘は．淘く1潟て1おり鮮損顛、轄N轍島蕪

に嬬隣箋落ちφ明瞭な素叉逡ず購驚びあ撫，，なお季灘暮、燃N歳鋭》

慧の大販層群の反射懸には，鉱まかい闘戯が見られる．

全般的轍嫉本測線轍おけ鵜大阪麟群はほ繍平壌な形状を

示しているが，しいていえば鱗側轍や蕊浅いようであ

郷、熱織），鴛，鴛の記録の不燃続は受振器の引隠ヒげに

よるも¢）ヒで嚢奏葛難

7一（㌘）
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舗　　線　嬉恐．

　測線欝軌慧

　本測線は武露州灘織付近か熱繭宮・芦燈の沿辮沿い範

神戸軽至る測線で，海底慧畢撫である．本灘線睾こおいて

は，器械の調整も兼ねて発振闘隔を種々かえた。すなわ

ち，鋤農，釘農，4μ，翻感，および樹遵秒等であるが，検

討の結果，創4、秒とするごと紀した。

　測線全域紅わたつて沖積層，大阪麟群が分布している

ようで，大阪震群からの反射は明瞭である。

　大阪麟群内の反射醐として，測点N軌騰一鷲鵜かけ

て蜘・欝よ桝こ落込む反射樋があり，それは一方測、蕊

翫・捻一撫にかけて輪壌倉寄勢鳥　ゆるやかに落込

む簾射麟とともに背斜的構造を形成しているよ嚇こ兇え

る．

　灘線輪壌

　測点N幾灘一71こは多童反射が多く見られる．測点

N倉講付近からN儀鴛付近象では大販麟騨の反射懸靴

韓敵乱模様が見られ処越類樂麟鰐）存憲を思わせる．この

纏に測点翫瀞付近からや蕊脚療な遠続性のある猟射

絹が，大販麟群のすぐ上に

見え，臨4導一鴛では凹凸

t、ている。おそ鄭く沖糠層

熟であろう．

　測点醤磁一馨まで，そ

の反射隣が非常に明瞭な大

阪層群は臨瀞付近から，

上述のよう紅や蕊散乱波爾

の様絹を暴しながらも連続

し，N瓶勲締近瓢おいで海

底紅露出するようである，、

　測点臨講薯，禦に東落も

の急傾斜の反射薦があり，

これは輪壌婁付近続薦北に

遠なる構遼線があるため

と思われる（郷線蟹甑鎗，

2為蓼を比較して〉。この構

遣線の西側に非常に脚瞭な

態一一（馨）
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旗、賦葡賑 熱なる大販灘嫡響葦造の御幾俸恥！讃．鯵，考，，獅繍購灘饗1蜘懸1齢

鍵難

ほ建水平な反射衝が3～慈枚見える（測、睾、1、、簸瓦鱒～

鋤。

　測点難甑齢付近の説録をよく観察デ　）と，溝嵐　鐙か

ら磁付近紅かけて不整合悪欝発鑑る．1“、た43から嶋

の間轍も不整禽瀟が認め1穐認繍』のN焦魏一・聡間に屍

える急斜反射滋捻神戸層群鷹　したがつてN｛）・齢～器

聞に鳳えるパターンはおをらく大阪渥群，、｝属す蕎番、ので

あろう．これら反毒ずめバタ…ン疏）違；いは曇1質

層の肇翼余事に．歎る墨善煮考えら蓉る恐，，測、熱N（）・違？肩摩近に

窯本の断層が認められ馨）。無義輪か鑑瀞○骨近まで瀬流

の関係で船の慌ピー一ドをあ幸デたためs／Nが悪く豊反り射

廼の鍵藝出は灘豊しい。韓○毒む御導3は叢擾反翔　）ノ押　）蚤下都

疑）反射麟の判鯛は磯蓼、蕪である、，、

　なお，　この測1線の醤端の1方は以華∫紅繭鉄紅よつで舞　）

熱、た資撃｝と比王絞するこ駈が麿鐙羅悉、，それ轍よ鵜とう断麟

のぞ立置は…歎tノでい鵜（測、煮藩転47付近）．測、葦、乳欝甑43

～葡付近は国鉄の資料に麟「むば神芦禰群1編、より浅い

が，今翻）調査経課麟駅嵐浅い程度．そし鴫新たに

Nむ．4｛）付近からそ」嚇∫芝射顧が東に落ずダことが確認さ

　測、愚N｛）．望　から欝・～　弛ぐの大簿貸層群紛凹部轍溝／末

鋤筈と！悪馨オ隻謹望　碁刀　　叱、難へ

　測線NO，4
　撒の葉禦線ではへ般i£i穣1二獺ll状構造縛歳見警、　、』書灘，転蓑戟

誌付近治　lli穣麟力I」、な覆レN（〕・5付近か篭沖績層内

靴要瞬蟹な．反射が難／擁　』貯，測、嶽鶉執黎～蕪付近濠で

一大1籔耀蕪洋び．）源講載蹴覇にi鴇ぎ矯あり．　棄琴奉の轄載i韓としてN甑

鉢茎近が沖壌．！灘蟻面が．大阪羅辮の劇郷鵜も濠ξ）導濁、愚

N（》，捻～欝1凹部あり蚤あるいは瀕床跡渉》，，N《）㌶絹あ

たりか着擁z箏、々瓢沖積懸㊧／、私が1デすくな難．そまてN執

§岬！濁講は大阪麟内謬♪遜擬反射．努瀦陀る。

　本灘線σ鳶　i（瀦点無）・鯨～欝）瓢象冑・てはll縫層

醗、一響が非、il，φ・以な腿あ撫・ば欄確撚海底麟馨

挫1して矯るのか墨き知れ、ない控

　　　蔀　　　　　　　　　　5
　　　糟1
　　　ミ　　ハい　ぴヘハげ　へ

』糖マ餐論澱麺
　　　ミ

樟
＿
」 ＿」、

琶翼蓬　　蓼蟄　鰐⇔．

嚢一い）



地質調査所端i鱗蔓　（鱒蔦藤　糖

測線糠》講

娘大漆から大阪・神欝紅懸7噂澗線で～1　、驚

東端億瀦線N《）護の東端と

の測、燃讐o，3から蕪嚢．響

近く／羅出しでいるようで

　　　　　NO．導あたりか

移行乏〆，上部の沖積麟払

も沖積欝の厚みが訟んぐ

驚位欝で夢した　1）℃本測線

轄近範かけて大阪／l難鋳敏惹

，大阪麟鈴反射波群が海底に

翻大阪層群の反射繭が海底’

醗界が明瞭になる

1くハ）ゆ

ザ・）

　郷、熱輪．器付近より次鐵こ1嚇摺鍔）厚訴が・す汽試

るl　N（）．33～S4付近鵜東落二認）反射瀬があ難。

　臨、鷲付近癬’）欝紅かδて発振竃極め不畏のた演瀬

録がよくない、，

　測線翫．暮

　本測線は神芦港付近グ）灘線N（》壌1欄線N（』ぞに平

費し，また交差すぞ）測練編　），，測線下1芝海繊，，1平幾で

繰とんど全域／縫）たゆて水深獄篶類薦後であ）。
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　沖積麟と大阪麟群との境界と考えられる反射面捻良好

で，連続している。大阪層内部の反射遜の傾向として測

点》転鍵付近に北落ちの反射欝が箆え，また測、熱N蝋

憩～鴛紅おいては神芦に向かつて浅くな葛。

　軟弱沖積屡の内部拠おい斐測颪猟）孝付近灘　次第

に開瞭な反射蘭（平な）が発藩する．これは次の測線

讐（》淳から解釈むて沖積罵下都の沖の瀬層（詳／l積麟獅

に対応す葛毛のと考えられ恐．

　次に溝じく軟弱堆積層1・醤曝1彗点N敷8付近からNo壌

付近1こかけて羅襟遷続す嵩反射箇が髭ら熱る．

　測線輪孝
　明石海鋏簾方の凹部を横鑓る，北東，南麟方向に走署

測線で，測、・、ミ1輪賎3付近の海底深度は嚢伽を趨／備．

測線全体鉱わたつて大阪層群の内部の反射面の頓向を還

樽と，大きく籍麟しているようである。

　測、織，N（｝念紅お静る軟奪琳：墾積層と，大阪層群き認めll

れも反射群の境界捻斑好である。測点輪3轍おいては

大販層群の中の反射群蹴）傾向が測点醤犠蟹．よりに落ち込

んでい讐〉aまた，この付近より軟導馨沖樹麹）1判磁茎続陸

♂　　　　　　　　　　　　　この面　灘、転N儀参付近に

おいて不嚇瞭となり，灘点無）、韓付近ll二おいて海底二

露出し℃いるようで謬　貸こ）澗は沖穣層、，沖積層慕

ご）境界と推定され難，，大阪搾繍鱒測、蝋輪孝付近から反

射顧に鱗凸をきたし，臨．9窮、ナ欝鵜かけてその波麟

の重弊は鱒廉ではないが，郷、菟輪謹癒璽葺付近の海

底平坦部に大阪麟群が露出uている．

　海釜凹部轍は大阪灘，葉が海底に露出し，この層群中に

断片郎アにいくつかの反携打蟹が兇られ隻それらぎ醸1蜘して

憩一（欝）
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いる。そL．て醤（｝，購付近にお、ゼ・て北方熱落込んでL疑

う。これら轍は特瓢不整婁渦施認められないので岡一地

膿1からなりたつている毒てう紅考桑．／、窪・椿，，

　測線轍測、轍N（》，欝付近から雛／嬬か1．デ◎海鷹丘陵部

θ）沖の瀬を横切つてい養、，

　測、熱N（）．照付近かl　NQ隷）虹か冒ぐ水平な反鍬講は

大阪層群の上面菰考えられ，沖糠磯貧は雛隆　1墜禽に

被覆し撃．鋤i饗部を構成し㍉てい護，1大1阪層群聞ヒi癒の，反射群

はN〔＞，驚○ぐ寸近において海震熱1二1蜜，出し，麟甑2嚢まで続い

ている。

　測線NO8
　本線は大阪湾を横切鷺）短軸方向ぐ置）測線の一つ窪　戴

　大阪層群と思われる顕著な反離波群は灘点麓（）雌から

終の海底付近に翼れ象それ、ぞれ測、ぎ、乳N甑嚢付近から轍曇／践

下に移行し，その、ヒ部を軟弱堆1縫物が覆ってい捺．

す㍉凸

　榔点No．鴛ン　）欝にかけて大阪履群φ反射論隅1釜1状

を灘し，　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　これ播1’河

床覇鱒鳶養ヂるためかも舞1れなレ・，

　測、職NQ，欝付1凌に大販欝罪君と思オ舞恐反射群窮）疹禦れ

羅があ礁が撃勲敷東）るいは断麟！こ二相懸華噸　＞　虜わか

穆なレ、歴

　測、・紙N（）・欝膏近に擁、える大阪灘、1内の数枚の反射醸

激その両測に見え｝げ反麟群と様季賊 眠ノ』ごい恐．鉱れ

が断彗㎜紅／二るものか，岩質轄よゐものか，驚るいは古大

阪鑓の歎うな澗、床｝跡紅よ　　ものか，・今後の醐懇で㌧、愚，，

　瀞／点N鉱滋付近1二傾麟を異紅す嶺いくつかの、反射灘

がある．撒の境の反射癒，諾嚢そらく不整禽懸　。大阪麟

警、麹下瓢古い地麟　糞蕉してい考1興のと考凡られ恐“こ

のような傾麟（彗鰺合麟）彰，鷲鮒線N焦蔦，羅轍も．箆られ

じ

｛

多

｝

N

灘莚　　践蟻　報1（）．＄

　これらの反射群の譲録のバターンは遵続レなが｝）も楚

測、煮N轍鴛付1癒から麟、にかけてS／懸が悪く警ともに

散乱波灘を承してい1，。そ・の原翠麺一一　幻叉鮒波群上1薫

‘り湿斎質に』よるも賦）ズ∋庚）ろう．

　測、転N凱慕から嚢にかけ難、ざ叡）　畷欝罵前後の東に

落込．む反射面が欝（灘で獄鑓）が認羨｝ンれる，，

　この反射灘は，測線臨曝，鷺，瓢中紅見られる北東，

購西の構造線の延畏として考えるうえか鑓鷺要で凌）．

　二つの號確紅分離された梅底付近の反射灘は測、愚N（）．

雛付近から受雀擬感度が溝鷺したため，説録鈴欝篶付けが濃

くな甑顯著な二つの反射群慰勲1んど一一つの反射群に

．羅えて肇1東瓢延iび笑鶉・る礁　その、ヒ面はや駄：散響麟莫嫌を．鑑

重要な聞題の一一ウで　ろう、、

　軟弱難積物の申1醍』ろど鉱姥反射癖瞬紅奨／ゼ蔑触い

難，，その反射懸はN甑熟茎付近から雛紅かけて夏蹄財な

が／い藻続し章賛（｝．黙か1る藩甑欝瓢かけては篶髪好な反。瞬

麟とな・餐てい婆　そしてN鰍露§付潔庶で大阪層琴洋の／叉身髭

面と議窯なつて箕〆窯

　本測線と；交蕗勤恐灘線N《）嬢○葦蕪からみて鮮轍｛～）軟弱

神積繕中の反射蘇至1ま沖積麟蘇聴轡薫1駕，そ〉、、

　測線賊》3

　泉佐野購方から；れ1籔湾中タ禽部臨向かうこ1麹菟　紬方懸

の測線の一一ぜでε驚）難δ測綴鮒の満眠は馨）慕やかな傾斜で

測点N瓶蓋から麟（L懲瓢麟かつて『湾尋臓を糞、警す，

罧一（鷲）
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測　　　纏　鐵）．難

　軟弱沖積／鷲大阪麟群とぜ闘一瞬確な反射面が発られ

る当この反射薗は測点輪磯においては，凝二んど海底轍

露幽覧〆てい難よ、斐“鎌，が，／，銭後深度を増し，海底との

問の1嬬沖灘紡3達戴す屡』大阪簿辮の灘臓は糠》謬

付近を雪ぎ屠疎で毅蠣線1鰍面舗嶺、翫編・縫か

1｝ン1鴛の聞はや鼠変化を見せている・

　測点N窃．建付近か1軟襲／l積麟の1率窺セの反射懸が

発達してくる．び陸は沖積麟難と考え鋳ぞ、翫

　測線N獄憩

　本測線は大阪湾を長軸方向に観測した本／掩繍・1澱も

長い灘線で騨駕瓢紅及び，濁線紅沿う海底韓武庫瑚河舞

の測点蓉○識からN窺鑓にかけ讐ゴなだらかに猟叡ご増

じでゆく。測、熱蜘．縫から磁にかけで紀淡瀬映疑）海釜

の北端、》，海底繊部が存霧し，輪講3／こ二かけて浅くな

箏，淡路、1、油幾に近づく。

　武庫絹河糞の測点N（〉4から海底下紅遮続性のある良

好な反射群が鷺られる．懸辺の試錐結果からみて，この

反射灘は大阪贋群と1縄覆層とび1）境界悪こ奪え℃よいであ

ろう。

　測点Nζ》灘付近から嫌）憾鵜かけ，その反射強の、1徽瀬

シ」懇状潔翠し摯沖積麟が厚くなつてい鵜⇔

　測、点臨40から慧轍、》けて小額．瀬のとぎれ／蒲獣

罫，れ，劉折波が生じている礎）で断層の存麗が考えられ署）

が、鉱れは将来の閥題である．翼（）、蕪付近から大阪層群

の上灘に新しく一沁つの蓮続性のあ騰反射欝が簿れる．

輪．雄，欝辺窪）この瀬の形状端駕乱聡象を紫し，岩質が

変化している濫うである。新た轄生じた反射懇はき響灘麟

Aと沖積麟灘との境界と考えられ髪それは翫壌巷で・1近

からきわめて斑好な反射礪となつてい婆，

　測点勘・欝付近／徽おいて，1纏摺鷺．無爾の反射講は

海底近くに上昇移行鮎，沖績層Aはうすく被覆している

ものと考え駈）れる。こ¢）付近から大阪麟群上藤¢）反射波

が散糧．現象を示も，濃淡な様峯が凹幽を紫す．この現象

は測線の溝下に伴ない強くな蕎．

　測点驚恥惑導・》総付近靴おいて大阪麟群は躍状を紫

し，醤畿縫紀おいて大阪麟群は強弱二つの撲嚇爾拠分
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　測、誓、IN轍騒付近で沖測琴韓上臓の反射面が消滅する．

おそらくごれは臨．雛付近において1縫積麟蕪が驚糞馨底ま

で露出してい愚のではあるまい7）㌔したがつて沖積屡A

は騰、誕付近で瀬滅す葛ものと考えら津

　測点N（λ魏付近から発振鷺極が長時閥観灘使摺のた

め，消耗』記録が悪くなつてく恐．翫．稔付近から

総に治けての空間は電極取犠のた》観測峯能の簸所で
ある、．

　臨護○付近から神積層鷺の中に反射麟がみいだされ，

N蝋験一灘にかけ，塔らにその上の反射面が翼われる．

この撮上部反射闘が沖積潜鷺の上藤で湊この付近には沖

積穣，が海底を被覆Uてい蕎照功もわからない。

　大阪欝群上爾からの反射顧と見礁れ鴇説象は大販湾中

央部以北の記象と夢、なっている．大阪層群内からの反毒ぜ

礒と思われ恐ものが考えられ，N雛．騨一鑓付近にかけ

て反射波藤薪）不連続が認められ，断麟の存窃が考えられ

嶺醜この間は認録紅ハムが入ツてい撫ので，詳しい鉱

嘉がいえない。

　N鰍騒付近オゆ慈蟹麟けて海底凹部紅1慮大阪／翻，鉾が

露出してマ・るものと考えられる．

　N軌戯鑓間の海底凸部は1纏積騰葺が大阪麟群を被

覆してい護騰のと考えら魁　　大阪贋群は輪．戯から

総瓢かけて海底鱒ふたた覧ヂ露出L、てい盗．

　測線N趣．鴛

　友ヶ結か繕洲本北方に向かう測線である漆叢，途申受振

器の故障のため，測線は蛇行してい嶺．友ケ島紅は和泉

屠群が全、轍簿出レぐい誉）が，友ケ、誌寄りの灘、、乳翼窃，冒す

近から麟（｝．姦までの海廉都は丘陵テ髪状を翠し，この幽部

は1擁礪欝に相当す1蘇彊襲ゾ〉てい誉流思われゐ

す菰1魁撃幽瓢瓢は薦薦．の反射醸がいくつか見鑑影そ

の基底部紅は平二醜な反癖面ン肇“趣／二／，ぞ樽中に不整膏硲存

在が考えられ考．）、，

　測、1、歌蕪》．護《噂付近蓄こは断層帯の存在が灘轟られ署

　測、・、、l　NO．藝一㌘の海繧難：！糠鮒近に1二影ぐいる反射賑はあ

婁轡明瞭ではないがき囚部から戯ている平壌な反射灘の

下部に臨，ぞ付近に藤落ちの反射爾が認められぞ、した

ンき　〇二の爾ゑ和泉／l絶大阪麟群の不整禽賑であ難と考

　　　　　臓〉．鷲付逓麟沿1遮な反射群が数群認≧ら

渚1、る。鹸下部の反羅群綜聯剃琴勢群と大阪麟群の不整合顧

からの反射と考えられ難．そ鈴上部の反癖群は大阪麟群

申のもご、職考えられ，鉱の大阪屡群はN臨慧付近まで

海底婿難篤でいる壽尋であ輪、，

　臓》．燈付近から大阪層群毒海底下紅没し，海底の隆

鵡とともにそ鵜一1二二辮峯鱒連続性の≧むる反射薦を発1達きせ

難．こ款）反鮒瀬は辣壽．鴛～欝・Nζ〉．灘付近の説録から

明らかなように神積層A鍵11糠腰鷺の境界藤と考えら

れ，その下部紅大阪麟群か夢の反勘群が認められる．

　欄線N◎．鴛
　測、強N（》．顕，2γ問の凸部はき1積層聾～二考えられ恐，、

大阪層群が篇れ翻んで露出しでい恐ようで睾N《》，綴

付近から窯飯凱かけて二友阪麟群中の反尉礪と考えられ恐

ものが懸られる．
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難灘鰯騨灘繋

難噸灘
驚鐵簿欝灘灘 ｝脚鐵騨繭脚舗・　慧

聖鰐麟蝦鰹灘警鍵欝．灘．

　童藁、、乳讐〔》、24饗　1縫｝鵜藤灘駄蝶L　i慰』　そφ達舞藻3かち

N（》．2纏二参、　　　紅ll

鵜．N《），24の隆起寵象お．嬬壁・の反蝋麹脚覇　パ

ターンか）琴こζノ．）礪は隷層群と大／灘1群の不整含顧と

　測、蝋翼（旗，欝付近に璽と醐／乗，こ海底隆起があり3そ厚の

i記馨、、　　　　む、鉱’N（》．鷺～題闘は海”髪）i碧部

　㌧る、そのためう喫贋窪ナ．斑われ難反射瀬灘曇蓋纐中か

続，のものかき　、〉嶺い／華蔓の壁か続）の趣臓1反射（織蓬鷺

驚嚢幾ct沁緯で㌧る麟灘遜である。この間は蟄i、煮N£》，鼎与

蕪の間響交鏑しでいるが，海釜の癩鷹地形．）形状は獺違

している。　これ1ま牽己駐炎掌鯨釜銑）を1騨激撫ヲ影漆、懲1敷に嚢イヒして

い鵜ためし考．㌔ら舞、る、，しヅ1　　二｝て一側鷲1．反身タ）生じうる

’
ぎ
l
／
能
性

も強いわ／ナであ賓），，

　ご播瞬灘題の解む嫁ぱ今輩麦び）調蒸難こ1　）として一随1撃｛興薗

／籔！射として処懇鑑し，　この鄭分は端1胃導韓蝶紡羅羅1して～・る

も登と解釈しておく鼎

　測、曇瓢醤《）．！8～黛4鉱かけひ　）反射覆1はNQ．！3付近にお

いて海底1董雛瞭ノぐい恐、，

　測、・、、、糠）．＄付近には傾斜の異なる鷺つの反射群が兇ら

羅～（擁〉



1放誇 矯糞被探藪慰よる大1．駕湾地1達　蓮）碑難（畢掛三鷺巳鐸壕，響，義麟鋳醗欝吉畢藤1麟1夫）

れ餐）．　　雇飴禰は臨．騒・／近鱗／蜂において露

出してい鵜．こ ＞不整禽面の愛撫質ン洩和鎌層群と考、靴ら郵，嚢

ぞの．焦膏獣こ大阪膳群，罫被覆してレ諺ものであ恐◎

　測、点N鞍．三付近・　靴大阪麟震’癖が和1層群鞍蝉1整禽のi講

係で覆　　て馬・るようで凄　、“

　ぞ灘紡美NO，1聯

　本測線は短li華1方葬欝渕線で藩　　灘畦、轍蕪驚，！～慧に々

けて海鷹1強ま舞唆地ヲ！罫を示し夢そ誇環部，潔凝鱗線Nら》，懇

より考／峯菱して磐おそらく鴻積／馨Aが覆質1）もぐい導、試うで

ある鼎縄、套慧N焦罫v魂ず・篶猛の灌1葬底凹都、こi韓かつて反射薯ミ鉾

は連続性を欠き，複雑な様相養慕してい餐、．映　どわち，

この閥にはいくつかの断弄多構造麟填総が璽えら治、る，、

測、蝋Nζλ4付近の下部に、L部反射群と絶の麟1拶　異にず

急急傾糾な反射画漆＆、慰身脇る，／たがつてそ繭購三1翼箔て整

強ヤ面の挙罫犠薫が轟蓄肉．られ」

　断麟群の購東聾つ窟！）測点N（）．窯付近紅は、薄東落ちの

鑛斜　反射薦が霧られてい凝　鉱の記象継，）解釈は藁繋ぴ

あ≧鮎すなわち・濃らの不整1面以下の記象が地表こ

露熱してい犠）麟瞬彗婁軽二す渚が　その攣毒数濤群は断糞㎜1群を

境，・二北藤馨落　）の働隷こ桿移行’舞、，。が．・うこと範なぞ　L．た

が歴て灘線撲し）．欝皇総および測繕美蔀紅児ll》h㌧押紀霧瞬ノ庵鶏

側L）不1整合爾以深の地質雄傾斜を断麟群に、柔つて1．撫醤落

　　　嚢、た和泉膚凄，詐と考詫られ嶺ごとに数る、，凱の考え

戟肇撃／灘辺葺畿饗婁¢講華薄貰か妊）はなかな豫解1擬し1ザくレ響え方

かもわからない齢で将来の解藩　覧ちたい，，不整禽顧以

婁蟹の：胞層を癬しず瀦》鰹冒乍準濫こ仮勃くしでおく。

　纏1、1、蝋Nζ）、§へ爆紅かけて、庶陵ン．浮峯蕪している臼墜　｝下

部紅は？大阪難毫ギ、細パ声一一ン治1琴獺　　髭鑑／れ罫、麟y後グ購／

遡ン．），台地の瑚綿〆．玄沖積層淑鱗薩弱嚇蕎ものと考えら

れ属，

　大阪層琴蓼レ、1こ灘、藍蕪Q，藝肇疑黛から零毎底に1薦1も肇測、直撫

N＞．擁ζた難から覧そ津鮎の㎜熱に至1騨蚤穣積擁麹霞配乗せてい

く，

　測、転No．驚～顯にかけて大窪叉腰群の．h灘の反離麟、弊

臣i凸）i犬を示し，その甥準は明らか｝ぐきないがき測、蜜、、1讐難．欝
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地質欝、辱査踏黛月　醒　（第驚璽套　、認　1　号）

　業炎路、鶴翼、海岸ラ藩纏i主から仮饗鐸！℃繕樗ヤ溢・、／．ヌご鍋i大

阪濁／l、，う醤海践　　霧葛し　粍．・る．

　（2）　：大！仮蓄寒　　懸、乳熱　わ1葺　）量期彩蟄，　｝　　扉ヅ　　灘導灘蟄　N（礼　3，

窯窯穿2i撃慧3お、虹び蓼のいず才ソ，、乙も，淡！絡書鵜薄ノy　馨達螢1

1軽度〉処拠璽歎敷才中か／払淡i繕、鶏糞脇，罫瓢沿つて算撫葬窯一彗菊翼1に

連なる地麟調）二大きな変位が兇も、れる。地獄調査の葦舞監に

みられる大脚難麹離，還鰍藩徴からみで，大阪麟群がと．

4）ような傾斜の急変義ゴボ　 胤と1．細夢断握騒によ署〉引きず

参ヲ　　　　　　　　 ・断層璽鋒　こ伴なう貸獣を嫌∋（曲折）

と餐餐，翫び　　ナ。

　’また測筆蓑NO。2勇藷護の神戸港付鍵瞭プ1）測、瓢、乳紅多やは従大

阪層輪　）、郡藩懸訴が見1三》澄、．），、Lたが　　ごξ二の翼嚢灘こ亀な

鵜ノ構造線1．達渚／二う　、昆えメ　撒耀建熱．翻醸詔濠

1覇薄北斐灘謬醜鱗麺線N（）．4など紅捻認のられない、一し

たがつ匿誹》　　　　述ベゾ1奨韓邊嫌寒賦）麺｝欝＿　薄講係糞1｝墾）

　紅う浸、舞少なくとも，凝漉　｝き悉べた率韓逢1線1まン無そ・ら

く，芦燈・甲陽等㌶購夢i層の薄，大阪湾海底下への懇謡びと

峯嚢、ることはさL、つ馨＞えなジシ・蓬ろう、．，

　こk一丸，よ大阪湾i懸獲も地質学的llご蝦毛、悪白い地域で

る、、ぎ《六甲変動勢～二呼㌔1期蓑、）地彙運勤軽よ“：）て六響1慮地

ン鍔鈎璽繋、、》，大販湾が沈降して行ったが，鷺の付近がそ

の贈ヒ詞遜、薦規綜慮降運・灘鷲嘩寛界付近の灘熟：蕎と璽，えら離・，

1縷染整毒、準簿進、を棚糞している肇

　㈹　 明石海暴験およなこ1そ｝付葺癒紅鷲）いては，以競1ぐ李濁豊失

によ離叢難ノぞの1調餐トー一1毎底ドレッヂングうボー蓼ングう

スバーカー皇1舞蕪蒙ン　美る濯油覆夢蒋シー一が穿攣なわれタセ蕪

籔地質がすで慰発表麟　ごいる，，今回1＿　）賦域を横勢

り，測線N（》，亀鷲，器等を設ナ，調三査したが，評　騨

果，大き◎謂璽鉄麟縄査とオll，1しないことが）かつた。

、、たいく　かの事漢慰撫え得た。すなオち，灘線N⇔．器

の測、職N（），4鏑つ慧三り馨懸蟹鋤鼠鷺にお、、・てマ慧溺叢漣潅底突

趨の存在、ハミ、搬　られた。寮た懸測線の測、誓、1糞（》，葺讐難付

近い淡路島の東鱗詮神脅蓋麹猟ン護魏蟻、，舞と平行，こ走るイ

サギ磯断層鎗よび南窯方向のカバ掛断屠の延長ゆ礁，、慧で

　韓）　；大販湾爾書i導飛粘鱒購群地帯において“は，謬鞍線難｛》．

憩夢慧，鉢鶴，銚蟻鐙等により，その構．磁の探
ぞ鳶を行な》二）た　その灘葦一夢摂懸泉醤（》，捻紅おいて）二友ケ

島警方．紀淡海峡海釜凹部！ξ二和搬攣、群麟綜鷹籍出をつか

みえたが，穂の重蜀麟蟄では被覆ll鑓）た瀦シ溝1泉層の1洋しい

牽簿造蟹つかむこと1，繋二鴛つかレかつた鶏　し。かし婁楚難麟亀N《〉．

葺の灘点N（》．葺付近，測線輪．懲○測、縣NO，三側お

よび旗彗縣蔑Nζ）．欝　瞳鰯、転醤（）、27粥り遊など轍おいて婁二大

販鰐葦難の一下部に講爆叢輪・爾漆，隙　、られ、季糧れ以深の愛齢剃蕃の

反射瀬が淡路、1妻譲…i娼蜂斜しでい駆　認擁1蕨　この

不整脅瀬以鞠、〉反射爾が和衆砂轡／轡鑑対応するのかりあ

孫い1…乱つの鰍房也層』、膨えた方がよいのか未解決の問

羅ぐぐ）る　（薩毯／の麟諮などから考、えて二〉、

　今麟1阪）に箱作騰ヨ！翼称！　一おくが．こび）聞題の解

謬絃、、，寒今篠：の諜喪調陸が必璽一いぴあ貰、

　な瀦瀦線無ン，慧は，和難砂岩叢群の水畢落差をと身）

え，きら瓢衛を東茜紅走る騨1二1央構鷺線を横窃るべく選ん

だが，充分轄は難轡を達しえなかひた。すなわ争，海鷹

地形の，菱そうす蕎ため，鶴反射の闘、麺が出てタ講北靴走

ると思才擁し難ガ炉事落i霧鍵）率薄鷺離翼を1遡瞭紅はとらえる胤と

は陵癒なかつた．まノこ中央棒罎線をしらべるため麺轍さ

ら瓢暮選赫箋を南に葦愈∫l！どす誇接きであつたの

　以上が今回’奮波撫蘇によ為結果のあ婁）ましである

が，今後，乙れヌの資料をきら紅深く検討し堆麓、ぬグ騰闇

題の解決のいとぐちとすべきである。象た深い構遊を知

髪）ため鞍蛙讐肇葦撫霧慧探錘醗・等｛7）行町ンなわ葦馬～、）ことが魏1ミしい。

　　　　　　　　　馨，　火阪湾濁縁の搬質

大阪灘瀬睡瀦を六駒遺 戯一一郷客、輸ご連らね翻藤で

隈られ，その幽麓には狭い1灘愛部と沖積平野をもつ／むす

　3　・之かし東側は生駒一蔦城海地に至るまでに広い

段轍，．1運競麟季が羅開し，とく拠東北嘗りには沖積平野

の発逮、懲i狂．く大阪平野と騨1、灘、ている⇔剛は和泉肖謙

で遮断され・てい難。

　上記のよう職i．ll地軽闘ま骸，た部分を大阪湾，ゴ含めて大

1較壼孟士甑と難嵐．ぢこ．とに壌磁、）。メく1§業離嵐ポ大1籔き箏と墨＞に薄釜し

い構円形であり，地雛維籔と」簾接な連関性が）かがわ

れるが，こ舞は調査の進む艶従つて，索穏三す実莚され

　　ぽげゾニ）蝶）《謎）・、身〇

　六甲・生耀郵轄霞は霧蕪盤花闘岩類の露出全漁で凝鷲）。ラ難泉

1。主麻は溝醸層群で構成零れているが，構造的にも騨性

波秦窪1三からみて隻、擁盤に含めて取り扱つてよい．とれら

墓鷲岩類の上昇部轍対騰．て糞大阪盆地部では基盤辮き麓は

…風，○導勧寵以上紅も達するものと考えられぞ）。こ二れら沈

降部と周縁上タ1撚との間1こはシア帯があ参，多数の蕎角

衝上断層が発生している、沈降部であ鵜盆地内を第鑑紀

中新統（神芦屠群，二上麟群お，よび鮮新・一澱新統（大阪

麟群，満池谷鐸、麟など）が麹置めている，，籠れらむ層序およ

び地域でその分布関係嫁第慧蓑のよう瓢まとめられる。

　これらめうち神芦・二上爾層群の堆積盆地は，現搬の

大販盆地とは無関係で凌つたが，大阪／轡群の分布濾密接

駄、閥《系があり夢等跡掘の盆雄翫一寅蟻窃）配列が大阪麟群の1嘘嚢

麓盆簸を形成L駿窮四紀の騰額各乏運動に密接な関係をもつ

ていることがわー誉〉．この運動捻誌六甲変動瀬と1購薫麹

嚢護一（羅）



1敬鱗こ額1　豊婁饗、甕瓢、1二る没1蔓欺3。縫質構耀窪ぎ触聾’多ぞ！ぴ騨ノll芝1三巳翻
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一烹蒙1『天丁戻講菰・弓3蕎「薪憂丁戻醸撫露□

襲　一一　一尋一一　　 刈　　　　尋窯一一・一一i

い藁灘催饗☆☆㌶誌盤∴1『1

　㎜o訓　　 卜嚥灘鎖（鞭・繋1
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レ繋，磐ン！i　　l孤灘欝，漏、、、！期

／　ノ　Pバイ
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いごレ、賓）寄、、

　プて1箏㎜無．響藩峯と二大ll鍾毒鋤ll雄、1謬鐵膏i5　議－、諮動るシフ胃綿憾努毫る1壕薮

層／撫数騰り，絶ぐぎ’率璽につミ、・て　鋭在1藻磁郵夫題ご閥

ズて鶏護贈瀬撰琴量嵐タ魚鐘馨義輪l　l　胤0、　　寮藏弦1＝蓄であ葡が｛摯

／もなものだけ篭f地質慰iに添した警ご』れ1　断搾　　貧藩

の麟鐸屑直がりプく1三穂翁頂の・1 瓢）○瓢講漏　1大阪譲敦蚕趨競／髪、，、 深

度一旦，〈）蟹1瓢一余の垂副盤の起伏を謬躍懸嚢　ごい』　μ）と。、

葦㌔讐為・各縫幹層で区逢鱒ら敷ゾ｝糞患塊擁嚇ご二探野浮博嚇る大1製葦群の

鷹1　）比彗豪か欝蒙提！すると肇瀧れ’憶1）断擾iデに，虹鄭導伝彊撲籔

はおの薪雛の烈x）・蘭3蟹1撫7級二、みヅ慧とン蓼で・継髪轡），、

　このような士臨肇灘璽勤（竃）経爵、匙。難虚壌　）分擁調ナ競鑓／こも，1ミく

1欝bれて擁鴛り鋒響1鯵魅欝　冠穆諏こ／ごそオも美訊繕　、象蒸纂灘婁融

露出はなく，大阪麟齢　乾沖積麟縦　　測）厚い蛾！ま麺塘、糠

の嵯きとなつているの￥隔対してラそれ以ンiヒは段葬欝l／勺続藁盤

グ露出部が増加し・シ大阪糞　糞下都だけジう窯僅か紅寒甲ill中

紅残存するよう紅な　，この断麟運勤の影舞，瞬、、童、池谷累

層まで1郷瞭に濠1．わ．、しぐいて二，引ずり墜て導億び鐸し．レ鰹

位を一撃えていぞ。さら／こ嘉位段1礫層hに襲繁魁聡辮、、薯一1、

し～てい蕎例もあるが塁磁）　　大曽くない。

　大阪層群下部耀，1堆積物が多く，大部分が淡水成と

みられ蕎の／ご対して・㎜ヒ部慧海成の比較1壽㌻規瑚疋し、い瀞i

土と秒・1層　隣層であ葛、満池谷舞騰，艶，窯木茂、隔よ

ゾ　浦説載審れたラリックス櫨物遺体群を禽禽す鵜たξ第

！編紀研鐙上．嚢愛視されて妙るが，／．総式地続よ勤いて下ず立／至1

とフ蓉整’撫霧謬懸紅慧　）こと　嚢翼葱められ、主〉，　その望箋撃茅；聴で読三

載欝釦されてきた、》もかしそれ＼）の関係頓郵獣、めて微妙

で麟り　戯紘・畿“縄…で1’愈鴇郵鱗の欝賢d韓造糞勺差異は縫とλノど

認められず，燐相的瓢もきわめで類似してミ1り，癒．1。今

灘糞紅モ多くの轡畢究書業、題昌を残更、ノぐい／こ、凝一のTめ瀞蓉覆谷じ累層

は大穆黛腰群の最．．1二部と藏／達・たり葬ごれと切携撞㌦，拘たり鼻

いツいろの使い二乃憾、藩潅・て轡たが，その後本調避勲．癒繋料

も灘，ミーてい｝ダい芝　点か誉ヅ礁麟群とほ溺・．鐸元とむて

醤鋼蚕蕪繕聾ぎ轡灘観 ／．輝1、拶◎

藩及ザ．　プ，が爵驚雛ξンで．彦多ぐと摩愛歯壽㌧暴る鈴で辱薫舞馨むび1壱、柔切

，．畿／、ゴ／蓮茸工す難瀧、ミニ1こした，、また1大樫気湾靖紅襯掌こ　鎮婁イ蓉餐薫

／幾1蚤躍　1と麟読／　ド　l／　るll眞桑紅デ　・て1馨欝動齢～重〉舞）

があ1ξ　3， 大脚、、奪，拭き耀薦州紛地／、、、翫満池谷層も

驚め“、一言鶴L〆済で．．i二麟総撫奪僕　二一“1応莫箏、摂こと紅しノた、、

摂驚こつ！1・ては，そ弄継分は鞠繋／叫繋緕渠◎解析）対象

に1・、さ多　，蹴いと懇1ノ葦ρしそ窃〉レ㌘ご・　学1歳糞虫オ『む茸よ▽、こと轍鴫一

1，，、惣㎜和泉側と淡癖、7側の灘劇翻麹ヌ翻地較した

鰐脅，鱒ぎ川浩　函鶏瓢よ｝1簸’ガ蒐聾菰彰添難　し　華サ§滋灘糞舞懸
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　大阪湾㊤誉波探査実施においてをま記録の反射面の存在，

バターン，構遣関係，などから濠瑠韓群単位の地麟区分

の可能性を認めた，、そして地蓑調査によ嶺患麟区分の結

；繋撫の対応隈ぎ係を葦欝定1的に定iめ叢二熊本報欝の欝蕉述はこれ

紅糞舞鷲露レ、いごレ、恐、，

　uかuそ懲、以後地衷調査およびボーリング調査が進む
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隣1係を乙嵐で嫁そのように考えるよう麺なった理輩鷺のあ
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　本文では大阪麟群中の細分を閲題轍せず一…括していた
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で，こ治、を大阪麟群から切！）離したわけである甑なお穣簿

8図地質図も改讃地区分によつた。
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