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壁一ト輔欝嚢霞轡壕どc髭1既を多勘み，筆た石英，長墨、ず

　　　　　計履、『ぴ▽、る弩

　瓢の　　　　　　計峯、躍麟講沸姦　聾1華鍛紅露羅纏一変質ヂ毬ノ講

を娯ナ鷺’1鱗色イヒL・た、灘薦1八il霧経鷺と呼蓼、鶏1ゼぐ夢欝三ずとL．

て幡麟イぎ零津！ごレ唾7

勲一一（3（擁．）
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大窯沢叢麟は非潮訳》大又沢および小又訳の澱、1二流に

湯瀬緑色凝次岩層の上位靴分肴銭　　い導。本互／l縫）下部

は石英安山澤酸疑凝角礫岩・熔岩お柔び凝荻岩からな犠

その上1、暮，，癖葵茨籔砂岩・泥岩・凝遊費の互薦　鶴癒つて

いる。

鷹英安1 1、曝｝質疑灰角礫岩ξ、、淡緑轍．戴いし次色の膠結物

中に兄畑熔準、！l凝茨轡と似た緑鑑ないし淡、慰色の熔結凝茨

欝の角礫〉墾量に含む斐、のである，＿た石英安山岩質熔

轡は淡緑色のガラス質石基中に径数灘の石英，長石粒を

比較的勢く含むもので譲　．凝ヌ轡は淡緑色酸性のもの

で，下位の湯瀬凝次岩層の凝灰岩とよく似てい属

上部の互層を構成して』讐）砂岩お、美び混岩はいずれも

凝荻欝で，淡緑色数いし．、褐色臨板状の麟理跨翼発達し

ている．

石英安山轡質凝灰角礫岩と熔岩載購1時異相姻1係で側

方轍移化し乏い為も）の、逢ブ　　　　　　獄噛疏蠣

凝次濟の角礫が前者の熔牽凝愛癬とよく似てい螢ことか

　　　　　　　憾織
花輪麟から慧この地域装￥よ窪だ化聡が発見惑れていな

い
，
、

しう・し乙の地域財北力“．夢

ら勧費平1．賛・沢村薩按1，によつて爆化灘が発児さ麹，ほ

ぼ中新婁沖期と考えられてい㌔

議．聾　穴覇凝灰岩騰・皮投岳安山岩

大山凝汐轡層と皮投ξ　蜜！1準肇は瀬ノ訳麟と花輪層を不

整1続覆う犠眠楽岩にはし ｝轡，下部、瀞安山岩質か荻

キ墨、いし凝次角礫尉からなり，上都に向）に従い安山岩

の嬬暑をはさみ，さらに厚い女山岩熔雛1に移化ふ葛一遵

　　　　　“下顯！の墓灘　楽；岩と凝麹轡なマ・t、｛毅蕩欝構

岩を皮投…熱焦轡と命名した．／華，薦，、業乙の慧つの岩獺を

蓼二雑！丁て約難○凱であ脇．

大1．寝凝茨岩麟の基鷹1稗ポド位の緑色麺響野安山岩・

流紋岩噛粘鍍岩・花闘轡などの1奪礫’　　　　　馨

紅鑓み膠結物ま褐鍮を示蓼嚇凝茨1麺ものであ葛．　㌔次角

／轡は雛、色ないし茶褐繊賦膠結鋤中1二軽石，安山岩爵角

1　）鷺か，少．叢．）長石掻輝石案．，時／藷。二）ずかな署英を護，

んでい1、）．下・泣の瀬ノ沢轡㌣花幽層従あじ較す難と，本ミ疑

皮投岳安i焦審捻籍、雛）輝石女毒爵で，五ノ慰欝付近で

はや一、変質しているが概し業新鮮い’）る，

大“、！凝次岩層と皮投鷺安山審の地徽躇f矯まこの地域で

は判らない、、大μ．i凝次岩／灘。よ㎜1、繊竈井上講）紅よ靱　こ逆）

地域の北轡に広く分布している纏新世後期の遠部欝の一

　　　　劉．ごの意兇に従・てこ

ξわ新縢璽　鈷か・に鷹める鉱ととした

講．墨　誉英愛山岩（岩脈）

本岩は五ブ烈聾の廟難ひ1嘆・広く分布す≧難ほか奎地質

図で捻示していないがこ鐙地域全域莚わたつもご散在いぐ

いる．大山凝荻轡層との関係は五ノ宮岳に近い岩体と同

質の岩脈が黒沢鍔）上流で凝灰岩麟を貫いている鉱とから，

明らかであ難が，皮投岳安山岩と本岩脈との峯1象按の関係

1よ・みること〉びごきな爵・ザ

本岩は淡緑色ある』は次色を灘す石基中1慮～3蹴の

擾石および聡英の簸晶が散在する岩石であ難。

魂．地質構造

　この地域の新第三系のうち瀬ノ訳麟と花輪麟には，撤

ぼ碗ノ沢分古生麟が分布している付近から，黒沢の上流，

非潮沢の皿1二流を経て大又沢の申流の‘計1、ギ生腰の分布してい

る地点を通り，縫ぽ佐比1旗宅）北東に延びる北鱗一爾東方

ギ禦背斜構造と，花輪層の兄畑熔結凝灰岩騰の分布をと

り巻く／身鷺㎜媛懇）背斜と同じく北藤一南東方向籔延び

る盆地状構造がみ憂れる．k、れ紅濁｛．て，大β．i凝次岩麟

～、皮投岱安山岩とはこのよっな構造を藏ゆて分布してお

拠大出凝灰燐層の墓底の不整合は構造的には明瞭なも
津距蓑　“

　い　．前に述ベノ／㍑・に，この地域に最も広く分布し

らぐいる花輪層は，一一部をのぞいて層鷺ぴ）発達がきわめて

悪♂、ので，構造を細部にわた、）て強縣ことはかな！）困難

であ7　今後欄闘．）地質構遣を比較してさらに検討しな

くてはト、、．）ない，，

謬．総括と今後の問題

　こ　地域の地質について捻，39年度以降にさらに検討

を加え　　　　　　　これ壕でに述べたことを簡単に

め　この地域は古生層を基盤とする新第三紀の地麟お

よび火由岩類炉らなつている。新第三系は下位より瀬ノ

訳／、｝，花輪欝，大μ．凝茨岩層および皮投欝安μ．階紅大劉

され騰。

2）　大縫、！凝次岩屠と下位麟と　）間t不整含であ離，こ

の間で火山岩の饗質聖地質構造轍署しい差が認められる，，

　L・かL鉱の地域の地質にザニ）いては調査の不充棄是，調

設、藍i海囲が隈られているた　に残された問題灘1爆董）地質

構造　購か幾つ魁磁，．鼓後に1凱のうち重藝嫡1讃題につ

いて列記する鑑ととする．

i）　この地域の南隣を調査した矢崎清鶴らによれば夢

兄畑の南紅あたる兄娼流域に古生屡を覆い厚く発達する

遂…（難（捻）
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礫岩・含礫凝荻岩・凝荻尉・砂岩・泥器欺ど治・ら欺ξ）一

連爵）地層が，湯瀬に向うに従い厚さを滅じ，泥岩・砂岩・

凝荻岩は，この付近に発達す葛，この報告で花輪麟湯瀬

凝灰岩層の禽礫凝灰岩，鑑且♂たも融のなかに収敏す難こと

愛糠霧ゑ・めら津してい添ゆ　兄川流メ威にぶ難達壌㎝る津艶！馨治蕪そのま

まイ麟1醗層ぎ賦）㎜ド｛寛¢）掬翼ノむ却韓にあた篇ンう縛訟まゾ証鱗らかでは

ないが，ごの含礫凝灰岩の下部嫁瀬ノ沢麟の篇辺縮にあ

たるものであ撫酵舞慧／生があり養　二の、蝋を明らン翻にL，なく

てン慮元£らなこレ、の

　3〉　孝蔭車創欝湯楽類≧疑荻潅讐雇｝蹴凝籏で罎匁許くた湛難塗鐙を二馨史く角僻箋

貴の／生質と，湯瀬凝灰岩層との関係をさらに確かめなく

←ぐ1礁力叢らオ丈レ＼毒

　3）　難のゴ趨メ或の4ヒ誕1に1窺漆婁恐1遠音瞬馨と大巨、縫欝荻語轡と融

関係を明らかにす蕎ため，遠部層のなかで大山凝1鑓岩履

に率獄当する矯聲議を表麟跡し舞　このことに、激リヅくi鴇疑拶婆壌勲藩

黛憲媛鷲の墜驚鍵≦津疑．y駄拳餐をタ潟擦胤とは一重要ミと灘掌えら渚も嶺趣ま

た1二の墨磁海難1こつ銃峯二鉛鷲昂ぞ難輪鎌勤．ll付寵臓にるナ靖了し〆てい鵜墨霧嚢

ノ沢層および花輪層を不整合に覆う大平繕・と木山凝灰岩

轡と毒麟／係瓢ついて講難蹴｛が密薦分ではなゆ・つた．夢麹轡鱒関

｛系について1よ港らllこlll黄誉寸する磁㌧要癬駅ある負

参灘窯献
め　鷹ぐ下鵡警典こ77ゴ難｛・分の薫業廷義質図幅財乞1繍」を舞。誕び

　　　　　　　瞬露鑓明羅ぎ寮溝劇蔑1調礁薮菅，1嚢難く隻

2）　井、1π二武・川鋭茂三・上！三1二1良一・1秋鑛県大館・花輪

　　　　　　　嚢擦｛灘懇灘、i．拝畿鈴歪磁肇馴欝／事につレ官ぐ妻零大11三1プく

　　　　　　　嚇尭搬ジド資寝剰、l／欝潔軽究穆得餐脅黛肇第勲慧号釜欝藝0

3）　上lll三映一一・井上武1椥三1三1県花輪盆地東縁山地地質

　　　　　　　紅謬響す導窯騒sの碧？禽、疹義に瓢，）いて豊零叢1三鷺プく

　　　　　　学地下資源開発研究訴報告，第滋罷聯薫

4）　藤岡一…男1ダ凄ン虜フ地域諺．）地質，鉱μ、i地質，第

　　　　　　　捻巻，欝総

難一（303）




