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秋鑛県相内一小坂一大湯地域の地質

　　　　鶴灘光央続　繊鐵敬一一糠　成鎖英欝嶽　叢十嵐俊雄笹蘇

　毅醗撫欝繍鵡騰蕊量難翌・璽蜘瞬轍麟響A難欝，A駄撫欝艶蜘嬬獄毒
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　　　　　　　　薫．　繋えが欝

　調進圭．地域は，秋1墨際麗角1、1の北部鑓磁鐙し，毛灘納一

大薩一安久谷州を結ぶ線の北側の地域㎞㌦、縢縛ま堀内沢，

北縁は秋繊，欝森1慰㌘ある，、

　この地域には，新第三紀中新世φ火山岩』1、£よび火戯砕

矯嶽・泥罎が広く分布し．いる，まず．，ひ1　ぴ墓盤を

なして霞餐、騰が　郡、こ分布している。

　なお3　　駄／　　　　　　　蒸一2枚ぜ．詳八糖1磯　1

　　痢　　3枚の雪和薪購　石流重1籍．物，網降下軽1欝堆積物

が本地斌の過半部＿占調、嬢、積していヅ　火砕流壌横物

は礫麟を挾んで穿・る熱タa

　慌の地域の地形諾特，靴しては事3～4段の地彬面と

野1絹鐵状地の蕎1譲三である．、野肖凹状地と，／嘱、だものは，

小坂睨野1事麟1心としで，嚢葎二4装獄、、及ぶ

地彩で試錐驚料、一、賎疏二，数憩Omに達1曙）火砕流至ll．積

物1，　　　1こよつで鱗繍ら』／配い、1之め窺、！二である．

　この1⇒な粥幽紀勝プ．菰範なづノ鳶　，野／二畷状地のノ葎

論　／ため，認三紀灘の露雌』　　　し，地／、，）濾勇き困

難瓢しぐいる、しかし，・一方，本地域は最近，黒鉱、影、床

の探鉱，闘発が進．㌧試錐資趨　、葱，母へ、壌賦し，粥四紀

麟の下の地藁が次第！二明ら、か㎜なってき一、曜）二

　なお3本地域，よ，宵くは木下趨城乱欝鍵，欝3め拠。塁、

り，近彗，ま，井上武ら（欝総1，上穣斑窓．）ぐ欝磁），堀

越叡（撫総），林宗一（鰯2寵．1ミ1劇硫がなされてい貰）。

また，小坂轡燕1内軸譲1婁蔀壕ど・蔓誕、i濁辺は鉱1．ilの地質

家によ鱗洋継に調べらオ民いる（橋本綱治軽，鷺繍1螺

越叡，欝64蝶1井康夫，i嚢総．

灘．　地質鑑層序’獣

　本地域に分布する暑，湛

の火山岩類，1、・わゆる養グ

紅．獣色泥憲を挟んでいる．

趨上流，小坂元山北プ．、翻

　琢　し　ダ　婦
　寧㌧翫海纏鎗響
　紳ぷ鉱　誉　鑛

大部分，1部～申駕中新憧妻！f

ノーンタγガー，、」磐下部と i鷺

　　　　　　　　ご，蜘驚

叢療、デ露娘ている、

　轟、麟㎜災　チ紋暑糠粘板岩・チヤート・砂唐・シヤー

ルスタずンなどからなる。蒐尻頬｝ヒ流　篶生層の上には，

厚．㎜数灘の縣i轡が　　うている、1　　　　二窪牌　　　　春

石4唱礫とそれを齢～埼，や斡湧古イ封　r）岩石ぴ）粋屑物

か偽構成され，新第三三総麟の　鱗1を・　，数いり

　新率三紀攣，／l，下位から，義馨，沢累層，古1童部規講麟

率、1、丈び兎鷺川累麟，折戸屡，細越累屠，大湯累暦、＿分け

島裾曙），各累屠灘1覆諺関係は，必ずしも鞘らかでない＞う§，

第2図轍相互σ関係を模式的、こ示した．

　露．裏　纏禽沢繋麟

　薩　囎汰，　　　　　，蜜久谷川支流，福禽沢付近を

模式地とする．3　罐菱地域内1ごは，1二の累層め下位の

地灌，ll翻1がないのて，下位欝と／関係は明らかでな

い、，探薩狂下繍鷹二さら轍細分され「る、，

　竿騰霧懸1為　安1．u署質欝礫1疑　　霧帽司鷺疑茨角礫岩を主

とし，酸性女山雛緩轡を挾んでいる．酸性安iU審は，

次二鵡色ぐ斜長石靭妻簸贔をもつでいるが，　群ど攣イト化

　上蔀愚塞，泥霧・凝拶緩砂岩の猛1韓か鐘い／，篭継輝

石ヨ簸一　　　　、、一た，．翫位1二淡緑鶏色‘ξ）流紋岩質

　　　　　　　』でいる，しか1曜，、　　　　福禽沢中

　　　　　　　　　　三，灘こして3藩浦、1、び変化し，その

瀟側謀／泥墨1の　布オ源られ蔵い（濁側続分布博葛岩石

は，メ1分，斜英安山・欝凝荻角礫岩でど．ゼ）．こ）凝茨

角礫摺は，：　緑色，無擬理¢）かたい轡石で，

轡状　銅一《，覇、分がある、，

　慧．慧　兎脚縫累麟

　本累！　嵐，本地域の北都，竈縄浦流域を摸式地とす　

もの㌦’，古趨鐸洲鋼　ヒ岡縫，韓のものξあ護　業，蓉、）た

膚橿噛購す（ン　，一応区溺し　命名した．こ」累暦の最

ド限は明らかでない勢かなり下位紅誕餐）部1分が，上述の

　　　お　襲窟アぐい蕎（

　本累贋はう下位か㌦・，東業く泥岩・凝荻曇）互層，二

又ぐ凝膨＼鷺）麟，余賂米淑（凝蛋霧）層，野鵬（泥岩・

凝茨鋤互麟の少ジ部簿，・こ分！建漁．る．

　注め　　　　，、，についてはう覆藤縛之（北海道支翫）の

　　　潤藪，i，言課による昌

號…（32斜



　　　，勲7・撫！・
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第　2　賦1　　・各　 ／鱒　 韓　隈二　の　 1蝿　／系

　東業叢腰慧，擁翼沢紅分布し，淡緑・色～緑白色の凝諺凝‘

角礫岩・細粒凝茨審（とも紅流紋岩質）と茨黒色の凝荻

貫泥岩融、蕉．騰》らな’n

　覇忌岩は憩1かい湊慧ヨ曇誕薄発糞i麓Lノ多繕韓勿認皮片を含み，比i較i杓

下｛立紅∈多い、，一 軌部紅，群鍍審ご小きい破片写

茨角礫繕がi発達す1身ので，薗ヒ較的浅、・所1こ古蟹“基盤が

存義三す考瓢）可能健註び　る．

　厚い変質した粗粒弦、武轡岩床，変鋤灘．“岩・斜長流紋

装÷㊥石灘繕麦1 琢岩（ネパダ翠劉質）　瓢1鐵漆・れているが箏柔容墨｝

を／l爽1在しない，

　講業層は，二又賛礎灘こ・分靖ざしタ講ニドーム状をな琴欝～、業

互／馨ジ匪飛灘難　韓就よつてミ、、導、講｛又互ぴ箔　）1・1の箋炭器と1ζ1

別し．がたい，　淡緑r～襲炎褐㌧緑色グ凝荻角｛楽轡を主と乏〆てい

る。ところどこ端に双黙、色泥岩を挾む炉，そ　泥岩」．露

ll駐こ轍・連赫覇生が1ノ窪ミく31不規卿1な藤難犬を・響争釦。

　薦、叉沢誓鎌いで醤二，　こ（冷携獄轡び）下蕉撚為　　盤一3枚　　1駿・監

安出岩熔署を謬　・。こグ舘蔀，よ，最下泣難．ノものが最イ広

く分・布乳している．1炎灰簿鶏色で，欝ト長1イ撫三1粘蓬　　鑑夢　大灘1

分がヅ騨ピライトイヒし．いごいる、、

　叢たう　こめ・部層の一下で立載二1、も　相内旗、L翼薮では後述ぴ相

内弦く獄1黛象、こ壕薪当講薩ξ）壽轡濠．1が1挨蜜ぎ　㍍、・メ・．　こ薄　彩

彗駿餐鉦漢1嚢董i乳を1｛夷ノ聖、で，㎜Lゴ下鷺餐賂こ分汁『遷し蕎，

　この都騰は，飛はり粗粒玄武岩・酸性安μ．麟・斜長流

藩文岩に蟹1か薄㌧ていレ〉凸

　余賂米沢麟は，東叉択の東方から余路米沢．拙流鵜かけ

て分布し，さ鎧こ錠の南方llひむ分布してい誕、．由色’ξ’ 粒

！疑茨傑華を雲三としシ”ド奏気の慧部層昭）轟～4驚聴鉦二は明辱か楓1翼1

別される。また，泥樹を全然挾蕨ずゼ欝鉄鉱を鉱染状轍

全体1～1わたり薦んでいヅ．

　銀三（ノ．ナ南：かで！隷，　こ」凝；蒙．潜び）㎜ヒ位紅；硫1…賛慧　　戴英σ1蝋

晶をも一、）た流紋岩λ、発達してレ・る“

　胤れと閥性質の流紋一轡が，錠付近で／」東父莚膳を貫い

ている，

　野糊器屡寺、気費長引由の西薦夕摂霞講うに鋳余路米沢層を

覆つ℃分布してい　　淡緑穏凝凝岩と軟い暗双色泥轡の

贋二腰獅痩、なる。欝栂藁重寵爺虹轡麺 欝か1揺ている．

　露．露　鷺遠難幻弩累1轡

　本累／轡繍，；本地；域の西部，古遠部川を模．幾地とし，さ

らに瀬蹴1‘用多堀内沢など紅分布ぎ隔る怒　）（∫ある，下限

慧畦匿＞でないが5”下部か爵海　湯ノ沢（轟論がξ肇｝）／馨豊相

内玄裁審婁繋ニデ遠～部　（『凝蕩ξ尉）層，煽il角　◎尼鰻磯疑萩端⇔

護二層の農蔀層許騨分けられる，，

　湯ノ沢愚、髪，湯ノ沢東、方、こ分布し，兎醒川製騰の東又

蓋ヲ轡liコン連蜘覧計るもの’（Fあ誉）が妻鰭∫｝殺とL謝；）め鼠㌦）鳥　ほと孟・

ど’泥黛搭1実んでいン気㌧・離

　鮒麹1、の淡緑色の凝双岩／Jび凝荻角礫岩を主とし，

虜導罠岩の頼三霧〔も．爽1又五コ轡とブ噸差がない。古う還調東翼沢，

赤川磐嵐流紋岩熔暑を擦λでい一。この流紋落、t閏色，

変質した轡石である．各所で斜長流紋岩紅貫かれてい考．

　鉱／》1試錘“資1料に，よると婁　本／轡はこのす也津或（究デド遡／紅ン弘

なり広く分壌了してい婆軌轟ノ｝ぴある．

　繕内叢武岩綜，相内鉱山付近｝う・頓，北は薦糞森，西は

瀦難滋嘗ll川まで・分・墳了して二い身．湯ノむ部韓の“狂蕪こ事益漏謹し象ゴ緊

い玄裁転．｝質霧蕪で，紫嬢、色一蒲萎色鍵鬼状熔岩，緑色一

雑色，の1繊鱗瞭轡，蕎緑色の憩．1．i角礫岩からなる火1．鶏岩

累膳、、1醗1）a潮　葱奮謹』1、、二数枚の層に分け萎、才綴）が

欝姦一（322）
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顕鎧よものは楚謬ノ洲1’薩接覆う下紘のもの（乱餐瞭違

部麟と堀内蓋1層疏）1韻，　　　　　　　　桑、‘ン．）の鷺つで、熱

嶺，そ治。ら◎－構鷺影轡石愈／蚤ぼ洋毒じ　“　るが》『

には，最下i／　嶺いは末端膏i／観灘ぐ禰蝕ま7“、嵐，荻紫色¢　ξ

霞岩が発達してい為襲一ヒ位の愛、C聾’，泥潜の薄麟を挟み

瀦碁礁部揖．、ヒ演叢では鰹縫霧を資鳶な痴）ている雰また，

鐘　　　欝路｝貸い ζ」の濃樹．粒で挙舞戴玄鑓旗撃雛P、、皿 ／茅

がき渥質ま塊状熔ギ；1とゑ躍銚ない9下燃烹のもの、ヒ ．1二二蝕瀦）

ものの闘に1霞遠部ll　lが発達1　罫，中／又訳付灘匿は

そ群ノ妊藩よ直謡豪璽》1試つ｝てい難、．1；う険齢ぞ、

　　武岩類、．，才謄交膜聾系を、よじてい齢、，

　菊振繰調1川｝F携撰藁為鋳講内運烈，1の鎌烈轡の 替立にカテ嘩，践婁欝

のll驚矯曇韓容；霧・が1熱ざ1三しノぐいる費

　糊内玄彊擬響を耀講蛇｝ず煮｝藩搾騒よ警　「嬢竃分萎変繋諏陣〆塁　とく紅

有臨鉱物は緑演三石襲オ驚灘鉱物鷺変化し貰ゴい鵜ものが多

い。集塊塾超） 檬鷺乏、3聾ガラス繋む玄鐸驚藩繋こ嚢1鑑余1・輝石が発略孝罫

しでい惹だけであン5昏斜！謹1斑躍1は嘩ぎ曇畿石イ糠し多、

傘斗長王縁ガ畢熟劇　長薦轡1鎌君1石癒どのτ禦匡　変イ無して『

い恐ら熔岩漁は沓仁ツこ・組織が発達してい《蝿，のが奮く．

杏仁軽誌炭酸熱三鮎鉱4麹｝．／難舞石量瀦石1群…噺ンイ球爵）ゼ）

いは鉛ミ刃堺一ナイトと灘漕熱ジ、〉集，『など紅／鰻犀銀離、暗！、・る、

構内く鎌旗墨豪はき　誉携鐘寵壽文轡舜賠　嚢、武二轡紅1穀か、1黛！でい

φ轟

　欝遠蘇賎屡は峯相内5試岩〔泓）中の黒下で立の火μ、1壌携溺の凹

凸ある ヒ蘭を被覆しら註縫岬離付近に分布していξ》っ淡

緑色一％　緑色の浮石澱鍵灰角礫轡（流紋癒護〉　　l　l二

！．’』ぐレ、る汽

　鐵ゼ＿瓢川沿斗・愛　疑荻齢為　湯ノ訳層　異）のと駆二別しが

詐叢い雄ζ，薄鋒1瓢鷲建分レ鳳撫もの韓ヤ　ゲくIE ll濃轟嚢滋ξ繕書暖ジシく，

一疎部に石コ終壌無審猛・ものもある◎

　本／轍　勢くの流紋然　夷在するが，とく　太郎訳付近

に／；》無顯　の斜謡裂流紋瞬錘麹発達しズい鞍，，簡榛の

流紋轡は若木立熱1慮“）分布してい1ξ〉，、一方，新遠細彗

1鋒いに1感一難～二蕎肇獲のi溝三晶l　l響／丸だ潜鵡文撃二籍　 麟ミ岩が分

擁蓑、』ξい誉》残

　劇摂，、よ糧粒玄戴轡・流紋；霧に霞、ンれている。

　獺内蕊麟綜、，繕内玄試轡，宵譲一糊ψヒ位　璽なり，

覧搭も瓢譲デ）叢部坦／二鞭蟄、駕く分許fす　　註μ撚餓／麟　激摯こ

の互層¢）下泣紅輩灘1『鵜此較的連続韓三の、1墾耀鑓1　薦さ

れ、ゐ携この溢駕轡，、潔薦墳一虫イヒ石ご欝んでい賓タハ

　漏器・凝灰角、、、轡・頻嬉　蕪焚轡・凝拶　騰賊　武どの

二猛層かりなるが養｝ヒ顧慕こ韓）く瓢孝燵い穿套藤㍉墾隷L、’くな
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