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頸琵　至～　践翼 綿　薄　報　（第1曝巻　 霧峯　惑　攣）

　　分布　㎜、1地域の　　愛　、ノた　　軌，　　　識フ）分布す

る飾

　麟序関係　下位の溺妻　　叛質／器相　　，こvノ薯離輯

　），慈在層粉少ない1告懸状雛・ソ泥、、、纈，一，紘、疲するが，

は・建続鰹勺ド　＞》欝い＼二華　1噸講誓肇．．、，よ蜜朝軒多警の鐸1、蚕ll携、，こン蔦鷺

　層灘　　難嚢各華泉隣》よ2（）｛）謙5翰識い鷺誕）難、う㌧　　1謙　詠’i勺｝曽　評し

くことなる〆各．聴の麓、．暮準を／難定してみ恐と頭讐㌔，llでは

200出数蓋．（）購ラ中タ撫部で馨論賀）驚i二8／）鵬爵1織翼蕎部虞、員瓢1－

i農（）魚灘擁鷺撃纏ヒ1墾部◎諸墾力1．1．i葦ヒ麓り’て鍼，壌誌叙）響女茎○嚢眠矯莚主

　払　ノ‘　1ヅ
＜”rギ£｛二）春

　岩率翼　金燕．．言華竃壁杉糊犬／生疑．）シ、ルト轟ζ鶏彰、揃協》なり登1疑渉斐

二籠携一鉱よどをノ動二1烈激夷ノ礼、覧ゼ、恐“溢三岩・　躍シく1・よ㌻拶，蕪斡よ一き

搬荻隔総音、．》幹頁鍵鋳運背あ恐．，なミ沿ξ尼。鶉、、、，まi堂鐵畿曇なくり　夢之餐美

讐勿も　 くない、

　超麟は、臨下軸測方瓢痢ノ　・ジ軍劉蹄変化＿．率くみ，黛拶）

変化は概略夢次び．タようい膳あ燈、巽臨為不明．導、凝・iノ季曝

をおびたシルト婆惣麟．婁四／数細粒誉少灘駆ノ離孟ll庶娠シルト至鍛是

鰭　　襲執い》鰹評1二の轟潜曳質！拳ジ挨’、，、iしそが夢中壼i鼓、藁

状砂シルi・質泥楚峯　　、参，最｛、細粒』変化が少なく寅

養講に、盤しい，…！二部擁嬰彗至明疑窮な中飛叢llこいし舞、、／欝頚iを

呈す《、シルド鐵癌彗轡謬嵌質◎シルト質灘望．生聯・㌧婁

覆曳紳捧ξ》や牽葎豊シルトの三多い1是簗1を混／し』い・、，穿　中ポ下

部紅較べ　茨質墨1が多い。地域的妥　妻こ夢継粒砂黙総麟1ジ

ノレ1・を三多く魑弘くむ薫尼璽賛寒婁夕麗寿郵、葦）分嶺雄三内α化東密浪篭多

く，象　霞三すメ　莚渉雛弱潔1ま華構1垂難ないし1総灘藩綜こ｛多い．τi三た多

1ぼ安久谷州疑ξ購義紅沿・地域の泥キ継二，比較的欝纏

1騨：i発驚し　　、るh

　宵鑑物　全般1ア肉型化覇，薪，駆）でいない跨

　董．．謬　叢寒ジ飛叢麟

　審葵式織　　ぐ新多（鰻，ぞお、美び置路覇乏を奮む地域。

　分布　胃下誉き1、、諏夢摸試1メ旭砂ほゆ・夢場、蕊濠郵・／寸1善趣、来誘；融隷蒲

側付近鱒安久谷灘中流北側癒ど紅1，雛．巨〆，北方の鎌禽沢

　　　胤もこ藩媒と二対比さ勲、難埋三層，替分布して一いる。

　屡薄；関｛藁　岩壌電、墾， ．ひ下・泣な　Pl繋豪繊成と、懇わオ！ぼ穴山

砕麟物の少ない泥畢、艦，）麟，’鐸荻媛》魏火蜜羅》1、穿を1と

績一’　1ゼ驚驚、羅窟び．）雄露鴬＼とン》駄り、慈1敷続灘驚ザ　　㌧、ノ》　ミ〆ン》

しラ　鷺轡3」．擁、1讐に・過ぎない爵鼠，　爾音欝妻、｝）謬翻璽　鰹、鞍濠認

察“繍葱菱）所は，ど鶏も整禽的でll5）導＾．た誉．．菊、ノ沢漏蕎

薪
．
）岩相謹、鈷．疑刃陣の変化を総舞しび鱗菱．擦払　この地域

i醤・㌦，嘘事麟鞍ノ霧穫灘愚肇｝の皿u駁寿叢，／幾数1（葺蒸、＿二え≧1

ども欠除するミニ、』隷、擦込藩れ　胤い，，　駕で，爾纏／聞の

堆積環境の変換も鎌ノ沢溌擬が侵食され誕鎗）な性格一、｝

》環乳ない力瀦坂》　この、愚、ノー身も鋳幾ノ蓉鷲／器と一朝くむ麹／多　瑳終

　　　　　　蕪褻脅とヌメ、なさ澄・孫ハ

　羅馨建翼　一全／影雪、罫一・連に蒸餐出し．どぐい難嚢i｝岸ヤ気く争　“潔≠為

煮二顯蜘驚おも瓢グく山繕算評，蝋3あるため事明騨糞、七IJ葦溺ノ」，よ際驚乏ノ灘嚢

い，》拶釜．，，諺ーオし窒、到》欝雛幾ゴ滋縄．，欄鴛で・夢　2叡）世3（）搬とな護）、、　こ1

のう簿．．》獲鐸1ノ’　　壌．雲繕1、！〔3　膜檎講也／輩芝薫て｝夢　85止3｛）熱ない

　し堂3｛｝世預賞n魯1襲瀞嶺漆畏野撰1イす1，鷺で1、！短　欝欝一娯し〆ない譲二1薩ナを

霧竃遵まして旗1鱗墾婁一讐）と婁　瓢X）欝奪∫後，1講じく繕柵禽毒璽L溝むξ

象妻（質熟擁誉り静甜、る，「

　燐櫓　　下灘慧，凝㌶質砂署魯　酵擬・凝次1鞍泥岩が，

擁さ激ユ（1（：雛，ない1窯撚，f　　嚢女題の鳶猿で残規難i異ご還ヱ

層福二鉛る雄三／　べ，1疑拶ぐ角1漆撃豪や拳　義ぞ鍾を1、よさも・．少憲層は圭t

l的層変化が強鳥明瞭な／、脚賜ゴおびてい　1、1合が多

い，辱馨萎；蕪は．垂ゴr摺嚢遡、方鉱ンう・な参饗イ撫し．、鋒露をの馨謹イヒが1複菊套

であゐ）地域的＿よ撃東部纏繭東灘、二火！ii砕麟物が『

く豊壌二嚢　i》声蓉慕峯欝躍フ．、薪の、＿L涯糞変イ慕，こ1ま，　こ（　縫舞窮と

釜慶期紅火擁．ii放誕華！ξ勿藩多く婁キ麗fされ’，中蝉／麺イ少なく，／概し

で後鼓／気乱鯉舞、、餐．罫の婁峯∬謹嬢輪餌ヒ鉱〆た餐薮向滲騨、牽）治」てい蕎顔

　、ぎ　　　　壬黄1 縫岩至1窪．）グ煽1．iζ物至護罫夢鉾常糧ツζく多　こ細もにご麦

！．．li盤1　．穿火涯．瞬濃　 ゾ轡ガゾ、冷試り》　1、二濠し紅蓬鑓拶、鰹1礫一蒙卦軸・1誇

轡．1階、f、柔び下部1、二似衆、二地縁，，を挟む，，火μ．i！綴墨疑隈鷲藩持凝炎護擬瓶

の無詳，1緩火i、i．礫とその間’紹難・、る鱒く、1、絶の緑泥石

様欝裂払逼）砿り，全捧17環、靴）めて特霧矯勺な．欝楕を塁す

るゆ凝荻角1羅では，火“．1岩塊　内細、．簸’ば！、．ば紫色を

1
、

内影ζ罫汐ξ暴蒙総騨糞．愛くと、き二｛’に染捻色を　　凱る1ことンケ駄　、、・，．

1．監摯。潜のず襟潔疑葬めな・・ノぴ琴黛載iは汐くグ．．騰りで』あ恐，

　変質安山嶽　〈呂一一烹・一24（類撃　鎌ξの1沢、1二潜藪）

　薄慈洋なず郡分・で尋、童膿》捜畦糞色を1，1；びた馨翼義狂鋭）ま熱．）1黄の盤蔓革1で

瓢化す葛輪』や鵡色を欝びイ．）、沸1 1でみたされた晶瀬が

勢い．、鋏』下でみ曝雛鰹○．響～！繊の斜，1㌔顎，叡鉱鉱物

のll嫉躍i・で鱒1講綬塞1馨縫を’なし箏　達．講．讃iの．錨爵鯉多く捻1いれ　薄1ぎξ

l虚戴く璽欝；i　鋸・傷し，　嫌縮i籍唱簿造は懸く譲篶揖鷲が群汐濠諦熱《い

る．、／l嚢、鉱物はx．全に！謝演．漢交代さ編醤三状の｛醸綾

ダ豫乱、』ぐレ・るn　／舞蕪1膿糸薬、1藁い賓甕1肥1とン　そα）届1’nき欝／を鐵！ダ）る

自欝雲　1、1瘤潔茅三英欺どか鋭．）な験夢　一箆t呈喰d三》嚢c薫／緩舞愈鷲畜す。

慧次婁却吻1こ隷毒プ糞涯、ぞ三1慰1弊顎尊華繕　1縁魯1無チタン琴1麟騰建継

響などがある肇系棄薪ζま小型でかガコ唱〉少灘：で麦）望）凸綴酸圭鑑

鎌講磨1嘘．騨熱ら癒㌧・～，

　肯盆物　下部の地辮鋤・1吃、辱斯賠べ，少　1　次の勧物

・化イ蓉鯵、箆出され・メ〉呉

　む毒編魏ヂ3sP．　　　　　　　　　　　　　　　　携罵講驚蓬　藁一

　峯ノ1護鍵ぜむ欝媛編5鉛謬纒葺㌶欝鐙指、蕪（魍じA……慈一一醤一一2略＄

　熱鋸綴館！乏詫騰豫一毒ξ㌶蔀露（〈）丁菱雛く燕）

　、蕊設濤舞欝鋭諏騨潔爺鯵．舷纏）、1蓄Kl較．洞一一一一ぐ一婁一一夏一4i農

　置．轟　糸麟農癒頁岩騰ド

　享葵式鶴灘　罫謬奏肇泉

　分聡　模驚地から，そc｝．）爾方細地付近（灘1，ノ沢川上流，

葦隷欝華嶽）　1こン墾けてづプ嘘ぎ母一る、

！8一（3儀馨）



秋i津，1葦、ll灘き毒盆地棄撃疑久谷絹流域¢靖縷　　系鬼i補“綿腰に　い瓢～角濡愛磨角購紛

　雇撃滞関係　　塊！篠　籍　7獅総1醐ゆ緩爽いブこめ，　綿技麩繍岩ヒ撃：

木沢互芦準．雪　　1ぎ携関係は充分　把握酔こ、㌻欺いが争　F路線

で1，t，葺看：簿｛理．痘麟．hi、llの％鷺1．i岩火1．1、i！楽毒難醒懸綿1二二　》糟喉鋭

則な凹鵡麟ごず計乱ノて夢瀧の部層賦鞭貰欝（3あ蕎溺惹紋轡の

火街轡塊』、ご、ふく賑酸雛蹴鐵磨角礫陛毒畷翻よ　ている菰こ

堀〉が鰯　　れ属　こ（ノ／ノ瓢．鱗醐款多闘、箭嘩峯ノ）堆積相の1陸格

が家）し牌，海鶴ノ」淵殊、浸食韻、ヂ、摩騨綴嚢ぎ　li菱職

層1鮭漠の大鴬ピ不彗茎菱鹿韮1．矯係慰慧い擦騰定蒜μ1掴導・しか

し．、無下鈴火1葺砕1謬；岩ぴイ 蝋　　1い1、髭摯火由活勤の変遷皿1二

兇の力裂｛勤な㌧・も錠．プであ《〉、、

　懸算蒙　＿L§艮，，よ不明で』）蕎が摯捗、式地付近1鰯　塾3参坐70

資ズξ誕）る．，

　岩獺　　籔岩が遇半ぜしめ，凝双角綴霧・凝荻嶽・凝茨

澱砂岩菰どが1これ紅伴な潟1層’偽凝茨岩以外は一一般鎖

ll雌δよび｛一、騨層理．重、おびる。下浅海以深転壌 讃b・た地麟で

掛）身㌧。頁岩綜夢蔽臨および麟荻色のシルト　鐸岩F

つ剛夢多く1、至，細かい葉理をふくみ要硬質で》層理に三1義

行した板状ジ、藤1をもつ，凝燕角礫轡協流紋畢鐵蔦

後述講勲うな雑灘をもち擦懸約鵜瓢の磯翰ン蒙し　洋こ

の罫ぎ紛韓の踊．ド翅）をし凝）る．ヰ馨部餐下部轍1・為　安轟廷1岩火IU

礫謬疑萩岩が参央まれており，1率都紀／、こ蓼数憩類の簸荻質

暴騨ξ沙茉濁翼あ騰。

　流紋嶽凝灰角礫岩　　（産地，墨～路線，標本欝飾　呂一

蛋…3鋤

　火山岩塊韓蔽色と霞色瓢の細かな流理のある無斑贔質

流紋轡であ導，岩塊の申心部紅1よ緑臨の鄭昇轍いが・

闘灘はや讐，緑臨を帯び墓、質搭移化する。鐵質1・塞緑色の部

分と1絶の除とが、入膿的葺賭麟瑚1蹴磁ぐ
全体が薫ぐ鵡ヤした感じで凌る。火山居塊を鏡下でプ編

と心金1紅駈ザイク状に』醇餐1羅1し凄その鉱物分大部灘捻石

英で、薪）ゐ．糸熱賛違度の良不良によつでもとの流理が認めら

治、《フの斑晶は澤．1英がなく算○．謬　）蕊灘大　鋏長贋の藁逸望晶

の購、シ沙：1竃す齢い農石煮アル翻潔三ll纏
物（噺ヤ彫ヤした消光をなす）紅よつて交代されうか〆少

ll藪の騨霧茎、鰐藪孫三む　馬・るさ
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脅曇力孟あるの
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凌を中心と鉱、で，地騰、よ二！l　l少しく傾斜を増した簸界面を
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いる・，わずか垂ご ま　溝燃が謹〉る，、翠一墓はかな撃搬粒で聾
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