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北爾九州第蕊紀騰の斜腰理と堆積斡

畏浜懸喪難

斜麟理の研究は欝懸年以来諸外織紅おいて，数多く

なされ，その結果が発表されている、しかしながらわが

岡1こおいては，斜層理自体の研究や斜騰理を用いて古地

理を解明しようとした研発はほとんどなされていない。

わが園においても地史解明を麟的とする研究に，料屡理

を併用するならば，おそ郷く，さら紅疋しく古地理を復

元することが可能となり，適格な地史を組み立て恐こと

ができるものと考えられる．本研究は，北酉九州第三糸

分布地域について，斜腰理解析から推定された砕講物の

供給方海と，おも紅筆灘による従来の謄序学的な研究結

果とから，各堆積期の古地理図を作成し，砕麟物堆積の

場と供給地域との関係を地史的に明らか紅することを繋1

的として行なわれたものである、，なお斜層理についての

基礎的な問題として，斜層理の形態上の分類・測定法・

処理方法・表現法および当地域難おけ凝）斜腰理の性質な

どについても考察した．また砕屑物の供給方向や供給地

を，問接的紅求めるために養効とされてい馨方法として，

重鉱物・最大礫の分布・8蜘笈撒嶽癬獅漣痕，あるいは

等騰厚線図についても若干の考察を行ない，斜勝理によ

る解析結果とこれらを比較検討す礁ことによつて，研究

結果の確度を高めるように努めた，本研兜の精慶捻，地

域的には佐世保巌羅晒部¢）鷹町地区および崎戸松，鵜炭醸

が最も高く，斜罵理の全測定数鴛雛めうち，7灘が鵜の

爾地区に禽窟麟る．象た屠準疏）うえでも崎戸松島炭雛の

崎戸暦と佐世保層群上部（上岩石砂岩贋・加勢腰〉・大麗

層㍉・深罵勝の精慶が最も高い。本論文の概要は次の通り

め　本調査地域紅分布する第三系の屠序を各炭田ごと

に示すと次のようになる．
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図版1　長崎県北松浦郡鹿町々赤島北西（深月層，平面型）

図版2　長崎県北松浦郡鹿町々九頭島（深月層，谷型）



震　　鞍

図版3　北海道釧路国標茶町シラルトロ湖（鶴居層，峯型）




