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朝鮮北東部瓢おける変成麿騰群の生成年代壌

A．A．M馨漁v鰍

∫罵灘†奪憾　 叢驚

　　　　　　　　　　　　　　朝鮮北東部に於けゐ変成燦腰群の生成年代

　　rソ連邦学＝1二院会報」　（地質学篇，第員摯，墨熱嚢）に秘Kほ㌔th烹騰vお、よびS澱．蕪1傭愈y

の共著論文i噸北鮮先カンブリヤ界の層位学的研究／が公表されている．いま竃で朝鮮北棄部

p驚｛論懇捻量ξ滋灘駄蓋麺鷺瓢呂に関Uては比較的充実しブ瓢内容を持ち，しかも全面的な特’雛を捕え

た研究が発表されたのはこれが始めてであ嶺・過去には1三1本“）木崎・立燐両氏その他の地質学

脅が朝鮮の地質に関する研究を発糞しているが，そのいずれもがごく限られた小ll鑑域紅関す恐

研究報告であって，燃れに基づいて総括的なs瞭癒g職茎粛鎗瓢1鷺聡を作馨ことが不可能であや

た。

　v』K敷蒸叢撫醗vと漁鼠s醸駄yは以前の簸葱（藻職撚r灘sys麟1を瓢細と骸付けbw奪達壷織一

｛難顧窺に関連（入れて）させ3つの灘m痴罫に分けた．そのうち最も古い時代頓属す馨の

力叢s驚驚蝕熱驚鷺鶯隻）獣でき／轡の！軍さ3～婆k灘タ声ξの窪二賀義の登uk撫（・1陛、奪nm雛藁黛驚ゼは5餌§i嫌藁，N義瓢一

畿α蹴鴛灘餓毒轄1愈藤k獄以上の厚さを有し稿ぐいる幕彼らの報告によれセず羅総を燃w礁泌r沁sは

獅2（｝m以下の厚さを有する＄i藤撫／糠ll笈隷灘tsによって不整合に覆われてい愚．　本文の著者は

上記調査奢と時を同じくしてM慕C｝鷺麦鍬罵○ぎ繍の研究をしていたが，彼らが述べている事実上

の資料に関しては侮ら疑う、乾がないにもかかわらず，異なった結論に逮し、た．残念なことには

V，KIJ娠磁儲s〔潔および銭熟S慮老tskyは激しい…変成作用をうけた二霧石の生成年代に関してli響白

な証拠立をすることがで融なかッた．彼らの論文鎖記載されている事実上の資料およびわれわ

才しのある籔戴の博鱗瀞習嚢三勲をもや“ぐづ磯“ず猶蚕韓£熱禦響繊夏雛鞭無縣二1鷺、試毒ミS難謙撮証sy就近灘玉を購諺野動る繋童1蕎

に関し、・ていくらか異なった生成年代の判定が可能である。われわれは下記に示す通！ラ始熱代に

入れられるのは10w蕊SO糠繍隆工望慣痴αのみであって，その上に横たわる蜘1撫轟頓11聡m雛い

贋謙捻媛総£難蝶課雛愈瓢穏貯の1嶽翠ず，およびいわゆる銀煎羅達sy溢難騰は語磁ヒ代ζ／）壌1難気騰に入薄即てマ・る。

　V，K蓬㌔叡総馨vおよび魚鷺＄醸t露yはその論文に窯壌：；籍；鶯の生成1年代に触れている。第三暇

員はN藷m（1ω灘u烹鷺擁瀦rの岩石に対する絶対年令を絡億脚絡億驚千芳年と継受定L、，第烈副翼の

場合には滋集融霜鷺d蓋濃較鷹護申の藻（蒸翫麟駕を例紀醗いて年代を論L》ている．黒雲母片岩の絶対

年令が決定されたが3その起源が堆積岩であるということは疑いのない事実である、爾知のと

おり陸源砕屑器中には大抵の場合放射能性発素を含む鉱物，たとえば，庸£（隙，撒）獄離聯その

綴が含蕊れている。この種鉱物のためおぞらく景梓1沖に多量分アルゴ詫が含まれていたであろ

う。それが生成年代を決定するに役立ぜ）た．ここ二にえられた片岩の生成年代1；童む払ろこれら片

岩のもととなウた陸源物質磯繋秘給源となやていた景二郵石の年代を翠すもぎ）である．e綴鎌齋胤そ櫛

ものは専門の古生物学者によって決定ユ、たものではない．£冠茎雛薫はまれに単一独標本としての

み発受けられ，珪質骨賂をもっている、、以上のことからして上記器靴ゆ生成年代が先カンブジ

ヤ代に属するものとは到底考えられない．

　V澱靴撫鵬vおよび雲蕊Si癩鋤・の考えによれば，／⇔wαP醸雛灘蜘M：蹴緬獄雛灘喋轄

A・A・M麟裏燃雛漂c懲（）3登撫鷺鷹’鳶総欝紬置（櫛φ欝蓋鷺轄領x賢擁織ぐ銀鷺1〉虻）一馨夢離ぞ○繋鱒簸釜く（墳融羅，

c《鷺難響鶯轍驚r蘇馨涯Or蕪難NQ鷹茎多欝護5削§3曼　1蟹葺

　滋三三／講の擁灘辮は蓋肇欝織蒸に麟魚講慰叢学愈轍毒騒儀姦離、《㌔・・灘馨

器黛一一く叙）垂〉
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朝鮮概熱繋、欝愚離ミ縮醸ls譲『、3，款びαき卿胃獅こ細（lll慕〉の分霧1灘

L　9麗漁1韓羅浄・u懲1慰r骸鎌灘罵｛療1

2見　“鷺磁鼠捻1鷲蓑き染鳳篠》“k亀眠灘ξ泣ま鱒

3，　（諏隷権x｝跳1嚢ぞ〔き難s；舞、紅置「ミミ遷｝c・ゼ鷺亙

ζ1』　K鍬・振レ敷肇礁韮∈・i｝ξン慕燵爵欝申Q『プ

壽雲．ζござ無w葉窒巴麹重鷺獣｝㌶｛）紀

お。虹び“翼隷獄1鶏煮1≧撫ず》購鱈難i瀦ミ・糞紛、陸 垂糞xll姦

霞　　てを（激響くヌ，き分・潅賎1或

史
離
醸 一y鷺至醸セ灘s（第三麟尋

が激レい変成作用をうけたのはk躍醐熱～硫難懸1購灘達1璽1磁ISが貫入し，烈輪（1藻轍糠撒懸罫嬬が

摺1、lliした時である舜胤の論文ではこの鱗・数癒鱒爆零に関す恐よ！）詳し墾資料が綴供されていね

い．、残念なことには著者逮は　灘謙｝1搬鷺蝋蕪鍵嬬　を貫ぬく所の主讐蹴魏齋参窯練ン嫉～欝絨奪蕪懸

〔驚磁c慧鴛鵜il．腿および（轍｝蕪t縣力藁らなる大懸縷畿がi多蒸難轍あることに関Lては副難れていない箒最大

面積を含めているのは黒雲母花1離章葦、1（第肩鐵参照）であやて，深く侵食された底盤を構成して

いる．ン）底盤は／三1本海に弼した海岸に沿ゲ鴛iヒ東の方向に2（｝駄1烹照）長さを有してい翫

〔北青（歴譲憩振銚灘）市を起、戴として，貧麺（識（茎v劔曳），端川（響灘曳cl癒礁1〉．K雛罵簸滋（亙灘灘（；慧1灘k），

吉州（Klk蚤ミ熱胤亙）市を通蟄『溝津ぐ灘磁工ξ1漁藤綜繍Q眠：｝爆痴／〉市に到る〕農〔ド注」　（　）内は地図

に記載されている地麟の綴蟄，（　）外は論文に魏載されてい礁離名φ綴！ンである）、、、われわれ

は底髪薮は大きな、複背余／の軸奢瞬燕挙詳識三L／，　瀧紛薫箋背斜説）黛びはS撮賦衡A玉雛（その奔麹南翼は漁撮ll

下にあ塾，瞬北翼は露出し，研究‘乳）対照になっている）の襟曲構造の走麟訟一致していると考

える．『底盤はM細翌驚慧鷺蔦総鷲ξ鶯の岩石からなる小さな接手によgて1鯖てられた悩々馴々び）潜

体から構成されている．跨みならずこの糠舞蕪の燦石は種々磯大きさを有する（鎗～撫灘瓢〉捕

獲岩の形で花醐岩㌶磁含されている．燐体の幅は薄暮凝13（）粟鰍轍逮㌧てい恐．花縄撃。｝は申粒，等

牽立を星し，1折によつて韓1斑三夢受を呈してい愚幕1黙無ソ耀膿鷺趨毅遜1驚所濃堺鑓はアノレゴン畷薮頓よ舜灘花縣i

岩の生成年代を定めたが，至億7千万年および蓋億婁千万年の数鰺をえた．

およーびジ嵩ラ紀に属することが判や無、、しかし，年令き剃定に使拝／された標本が風化帯から採集し

たものであひたため夢えられた年数が鷺千万一婁千万年少ないものであタた．1純蘇撫撫、顧は

s3一（絹憩慕）



．1蓮　罐鴛　、、構　欝　　　、糟　、K　　（第　1藝巻　 鱗峯　γ　馨う

陳絹泰れ撫爺、1本のア㍗レヅン成’分の。全郷が撮存されていなかつたことを指摘してい愚む　これを考

慮に入れ　／）れわれ1；曳1、鞠簿総閣繋の盤三成年代をに　　　鴇紀と噂えるゼをれ以外に閃緑岩お

よび花編閃籏審か鋭．）構成された小、、ぎな岩体、灘櫨約1湖凱尋ナがあるがタその構成岩石の絶体

年令がそれぞれ量億1年「撫／億3千鑓鉦が年乏コであるから夢遊齢　入時蒲蕪び二l！．1ミ紀響期と嚢える

ことがで　　）、，し、か1．，隣誘び撮雛翼薮一は二れ轟9蹴頭ミ、ζ二）羅　 蛤羅を類　喜紀と　・えていた⇔

　ぐ奪達■議論蓑（）1《：熱1　鶏餐／し．げぐイ済審鷲し．潅二犠i難製，　そオ隻．らカ＆敷髪罵1駕重鷺笈≧総s轍畦鷺麟り畢　欝！こ孫叢1）建鑓ま浄，　象｝藩Lた

ナ患賛　　誘嶺liなに浮饗㌔心辞　　鉱鐸気さ才呈、た、こヨオ靴／ンか》ザ欝た。　そ好る虹置よつて4　蕎鉛転匙亙獅オ、1㎏欝『麹1こ1輯灘　）

て，／＿講沖　礁亙ll～腔鷺離岩底夢縫賦．方麟に，　あ望）いは鍵、f斜騨）メ懲弓を切つ乱方向にi鱒力　鶯て逐次“　成

／鷲が議懸す毒、ノ萎寿　1欝致登繕る、、璽へ煮畿t鷺難ζ∋嚢捻主更透搬馨測　）大磨1郵鷺舞／凱凌〉るマε濤壽1、ξ、曇徽葵憂1近静しブこア響で／激塗窯

1繁／　歪卦耳：二1　　　質趣　　　欝：撚緯覧舞ぐノぞ　豊》灘潟i、，！し筏、，・るゆ柔ラ　詳ξ爵瓢垂こー）マ・て姿ま　、汽蓬磁．翌瀞u総鷺ts導v　ホ雪

仁軌欝ミ　8．難．鴛1簸i之sl難・　も1欝1衡し，、』ぐマ・る暮　媛謙一裏烹（逸《鴛1疑樽烹　茎蚕『茎｛耀至嚢》・ゼ　グ）、、！、．窯岬、鐸評馨講　羅まナヤ緊卜；鐵G試窃ぐ皐愚

ξ叢母片岩／ま〆i雛鷺から繭購、£への方凶／轍建紙・U℃底。1幾繊近・づく、こつれて、、1，、榊．紹鷲ナヤー岩およむ購ll羅．、簿：層囎警

瓢ヤ＼業薦毒誌一誹．碍　一フ艶ノレミツづヤ￥1（瞬1、ノ1～群鰯絹1　ぞ丁融1ぎ無蒙碁蟻藝一ザク惚蒙銃靴び）／凱寿1、》なぜ　尊ぐv・愚）

／こ辮彗審し　＝ 暢・る。　こσ）鎌麟勢メ称盤l　i　凱≠．奮塾お歌建雛、、歎毒際　鑓1グ薯驚潅黛誓琴l／力叢賓計え試才掛し鼓二こ蕊をll勢　しンて』

誓・る、、　塞授二、1　蕉芝、華／◎ヅyl覇／論1　“　；／』麟ブくし、！＜誓㌧、ふ）9　翔i賀菱．i竃董三玉．姦酵3～3貰藁熟　¢）準妻毒ぎ萎講鎗力諏らオ試る

ブく葦；饗｝蘇1　．㌦　てヤ篭護〉。　蓋熱．亀（繕凝鷲幾鷺し懸｝諺菱鷺　4二） 遜ヤ勢群ゐ叢超　数ノ）巽警、雛露こ‡3マ・甲ぐ一変覧薪／欝をう　タたこ

とをオ1醤㍉慧’宅、のと七，、唖ぐ花繍ギ鞍，ll㌶・葺蕊にホノレン・・ッ凱ル猟が無いこと：をもあげることができる

乱　螺　　てい導。　というグ）壌ラ　．より鶏夢し馬謡1ヲ友・｛き薄極を1／搾博噂懲ノト網章経本でず量繋こは備繋こホノレンフ濁ノレ

スが∫洋窪雪づ多からで《豊）縦，　お・そらくは警譲獄〕1鷺蹴島鍵慧鍵皇蕊を購成す』る茎蕎の最．～変成作用を古

煮三蘇≧ノ鞍≦講一瞬蓋．餐蓉≧η塁壌プ）餐鍵P、轡緩難裟、と額江メつける（ノ～）寿鼠もっとも瀦三しノ馬・㌔戯うに、謄．諭》オ〆Lる。もしも

　　　　　　一、、こ・ごう脇ぐ。勢・職タ読ぬ　露』烈　う繁ヵンノ鷲ゲ1ヌ、糸己デ　　華鍍ま｝赫1）“でオよ・く，震ゴ騒二苧積ぴ）博㌦く甲ぐ（ノ）摩季了1

’も変成作蒋iをうけ導こ．とができた、に 塗い煎い、、

　v、Kぼ》ミ．竃案繊灘～お竃メ＆．蓋ll講三鹸．s紗はそ論文に8鵬鷺／翻至畿蒸菟療および銭瀬娯敷憩篁㍑一

鵜b耀が、、辮熱こ藁な1靖司一一の地満斜1髪）堆穣／乍用において生じた・瓢党しているが，構成物質

の特性鱒、よびそれらの秘瀦孫からみ奪隻繍，かかる予想は適二．．ぎない。賊）照を麟亙鋤塗癩（響の特

姦、とするところは，角閃『、蟄が、 猶越し，その‘義の多くは塩，！，1π性懸患艦か　　1三じていることであるゆ

獅l　ll隔劉ぐい賓鋸　鍵嚇癒1醗、、！ぐ集、膨鋼薪擁群い＝麟、聞奉緒お，よび澱欝漁漉

駅で凄　　　・そ　）i、＾窒こ讐輩〉欝麟蓑｛ ｝d驚箕貸圭｛建r騒）（…rぴ．ア ド簿i」（矯楓慧2燭驚轄鴇）　ゲ）糸葭／準グ）1瀦薄愛慧置・鐵ブく灘勲謄fカ、

ら毒“）混成作縮、うけた弩｝弗をもプ乏ノ　澄，，　こ離ノレ、ズ）隻羅灘貸、瑠・は相異糞．　た離；柔成を禽す辱るばか

讃甲で毒二く，　・衛オL撮！も．、、ノ忍吃，）ノと条糞1ズ1ぐで・盤三窺気し揮ζ鍵窪鷺1ζ率欝撚戴ノ濫・ひ卵ぐマ・る撫　こ二才しらび）釜、嚢ご碁まことこ“

とく葺翼　篭　ご　繕／び葦嚢蓄蓄鋸乍層撃撒ま蕎l！糞（7）1賢璽力叢轟）／たこ二とを灘1三1舞し芦ぐレ・るむ

　こもノ）黛〆）蹉）葺鍍灘≧1》斐鷺・騨）／　縁慰・鉱〆ン恕ハて巳拶／琴讐し　”織髄型ソく難鮮ン潟麟隣掘hl慕罫撫轍負麺　・グ）レ・岬レ・

避ちノ　ィ翰芋び） 蚤慧矯il，郭　毒1護’喜ど鴫ノ下　　聾羅ヨ葉・　押　　ふことめ匙凌）るぎ）を禽iラた、ゆ　オ驚津Lオ）勲藩汰磁釜欝避為菰蜜幾蒲虫

識を搭地、ζ1、ξで観察することがで、　輔。，例えば憂灘撚（灘蕪髭（K撚緩建獄k）yl賓寸近麺ある大理石採宥

1難畷鷺汰至残嚢｛室讃（：墾講灘篁憐　 衰瀦躍1汰擁　撫糸難嚢！）鷺1を霧～ずる二蓑三チ叢翁》ξ紡藩○額1駈｛㌶亀豊讐）五鷲x羅甑幾sグ）糊皇1　書蒲ノ㎏薄っっ

てお！），またその正角閃　｝隷1敷しい1成作用葱うけ驚、∫、！、、叢蕎，総轟茸麻．器の上に乗鴫ブぐレ・る。大
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轡筆整嚢象しく坑ζマ㌔

　　麟1鋼）地〆購鶴盤，なかんずく陶猟藍．1臨麟嫁無εミ、素楠瞼韻艶、憩叢鱒騒薫薦離甕慧蹴艦
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それと網じ．時輝＿爾醤麟で涯蓋織灘一一α韮鑓濾鋤S擁叢癖撚1を通る広地域を含む最大の沈降が行な

われた。、＝1、の浸降1繋塞、、勤嚇鉱方f覇）メ翻朝を・もって欝、，露駐揺、1糞煮漕えて費く。登撮猛ζ（誠疋？毎ま磁1〉く二におい
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イ・聾鴛で馨象隻妻ξ｝（）（報憾蓑　＿して㌧・るQ
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／、さ藁撃G〔）（燦篭を騰歪導攣慧多1 1擬オ導、よる罫妻）y罫（x涯薦重lc茎・o（：k導力　　隷る　s慕1）○貰1熱畿聴重雛窒「艦牽》嫁d慧　を達爽・み

額互重蹴o鎗難譲δ．よ鎗翼濁誉く　　レ盤δ　 勤る孫妻．雛牽オ三．ぎ、き蝶1．ノ葛ぐレ・鳶、、茎黄∋、沿嶽捻至1sy就蕪Y嚢ぴ）肇難誘鷺r斑難1こ麟箋’禅』る撃穿
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　L燕Kr編置毒ネ黍よび靴／葱慧｛3翻振亀総v藏y（19驚）の資料に、よ1ればv禦1《｝撒童一1撮撚鍵蝿三懸1では

沁w鍵灘猟7（）爵葺亀鷺が灰色お，歎び緑を馨3翼びた灰螢、を纂1嘔る婁鍵擁徳誼穀鷺・鋳翌）o翫縣，鍵蹴嚢蒔c観競it鷺
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朝魚撃諸ゆ数類玉におけ愚1変流篤渥矯麟覇麹儀憲／蕊蓋・拝代（麟講二“毒灘瑳護幾〉

その厚さは／，2α）～三，脚瞭に逮瓢ている．蕪羅《掘隆海v轍豊獄の特徴とす鵜所は1ンミユリー掛ン

ゴ・蘇虫類の遺骸からなる石灰旛（鉦鷺鋤羅庭〔瀞罫翼・麟総禽y㈱戴L　l繍、鷺甑猟瞬および麗1齋畿講凝

灘蘭量融磁鍛（柔○董震麟繍1誌瓢驚亙星鱒（潭部○α一怨○瓢）が狂i倒的に多いこ蕉である“

　その．L位には蕪綴（嚢捻乏麟撫1難瞭毒1燃，C「協鞭漁囎ll撒歌S繍螂お．駄びおよそ餐○○驚の厚壽を有す

る員殻石灰、轡（馨賦達t綴灘）カ　．なるはさみを有する砂！霞石1糞；轡が乗っている．

　脚駕バ）鮮轍繍迄は輪無鴛慧諏麟灘’lci臨磁灘臨織｝縣，帥y至ll翻綴礁yscl簾、1朧からなるは

さみを毒動る鍛融撒セ○翫綴か霊構1ン黛されて蕊湧・6（）（｝～700齢の1皐さを禽してい．るΩ

　それを構成する燃石および変成控三用をうけたことゼを考慮に入れて『醤撫鷺ζ舞縫鷺蔦難《鷺癖螺藩艇1一

圭α搬撫金体をM轍璽劔膨斜く11（蕪1玄欝ζ）諜獅磁獅の縦覧耀薫蹴および喪悔嚇藏鱗鐙C議聡ヱ欝と比較す

る時，両者聞に多くの共藤、燕を発兇する・二とができ愚．成分，器石の黒麟の性格　石／「薦曇・嘘

1歪鱗警からなるはさみを有する、縣で爾蕎が蕊マ・に類／以している．
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難である・、縫蕉熱糠繍鮮およびS・熱蕪沁lt綴γ／窪、よ甑古い時代にできた地麟上に不整1竃に重

な・二．ブぐいる膿い岩麟（1，窯0鰍の　（この岩層の下部は主としてll導堆積物からな！），．、1二部は炭

醐薫質堆積物が大半を占めている）を＄謡繍鷺》穣鷺臆紅。入れてい導阜　この灘娠像鷺膿雲は子午線

ソグ！司（燃αi（1癒鷹乏箋薩s婬lk総を羊ゴ博つ　に総ilき を1寺－）懲糠d呈猟》！こ○轍畿、騨　し．ビて羅繍雛，その、yΩ鷺臆集礁礁

b斐撒（奴至b膿b輯xのは北方向／藁，撚㎡．てい膿，、1と）膿の幅は鱒～慧澱灘である箒すでに述べた、、舞うに

、㌦K，欝峯、就熱礁礁Vと絃跳．葱量τ蕪t繰くyと鯵こその，論二文に　IS鱈礁in鷺鳶至，81二i二梶　壽薫苓義，轍したような鳳とい墾

葉警レ・て㌔・る力烹，オ、）才も薄つれ、はそ躍し，に舞罎躇1を蕃拳つ唱ぐいる、、　この魚至dの獣塗邑歳鷲／こ雷黛〆，爵て；匙；摩3ζlol灘鴛

の1鷲9鷺，5（）（療耀拡．上の／馨さを1欝摩鴫1灘？1ご誉i玉（ダのイ、ず鯵乏系（糸己）の韓　lh論鱒薫ts滋鷲癩1ら才Lてマ・恐　（薄厩茜

脹罵董黛lw鍵凱γ撚／1i可およ鶏翼「簸撚1y叙｝（講灘遼）　ぞ轄¢）陣熱藩驚慮たはハノレビ擁了の南2蟹欺雛グ1）1響）酔　訟の

灘11m娯薦は下綿では粘板岩からな1）．、短、こ5では粘板撃 1および薄い砂質礫器のはさみをもった／、護

い蒸δ毅ギ．をからな・¢ゲぐいる勲幸薄遮が一一巽憲麦』ぐいるという署灘毒翼のほ漆為，‘ド萄／隅ず1災糸己に属軍してい燈こ

、とを翻三匪計するもう・・…星爵の1欝罷壕窯ある。藤翫才し1嶺蕪入ゐr簸窪達／麟敏3マカ轟彗包二許違婆よ凱罫才蕪影テによ沿て擁纏憲無し

た、．1二嚢雌慧至璽）範響夢｛鷺・ゑ捻熱鴛s頓暴m轍》韓の糟爵1を纏蒋灘駕してレ・る沸fの，繁髭石匹にL灘霧又してマ・る訟とである、、

駐ス葎鋒こV蓬乱蔓t顯鼓［麟，駅ilV二舞，、覧メ8蒸脂慧1笈践縫kylよ’1蕪艇覧rYR慧雛、浅グー翠1豪陥事箸勺組鴛焦｛竃〉難羅1、蓼慈に蒸墾づマ・

てこ零駈を＄1鎮譲、鴬雲yst轍慧　にノ㌦オ〆してい絡妾一ヒ謙叢罵（轍鴬轍鴬蕪ゐ良鑑熱cl鷺nr嫌亙欝難笠襲鷺」二に謹警整譲誤こ蓋糞

瓶’ている事実ではぞの生1王驚年代が融熱謡nであるこ菰を瀬三明する、ことができなy’というの緯1

先石炭紀にアジヤの東方では激しい鷹魎癒｛脚顯至購総が起・．ゾし疑），その結巣として下部

着炭系の鷺轟賦瓢麟＆一連の地域においてよ笹省い餓匹m撮三（灘．上に不騒含に（一縦孝轄1一たので

ある鞭

　V．菱乱Pt，績臓就》および敏熱Si麟重、藏yの1雛叙滋愈翌蕉轍玉蕪轄i　の轡石讃鱗づ噌る驚料をもとにして

；／．，ヌれわれは異なった結論をだす蔦とがで嚢る、、　鑓（轍黙、溝tsの成分，　繊磁葦罵麗sの揖．窪濤講｛系，＝岩

石変成グ）理由，性格お，よび．蹴こ存窃していたSi置集1蹴から石炭糸 童での．期閥にわたる古善1三地

理学的環境（事情ンの特殊性などが縫叙灘黛蟹1鷺欄嬬の辮石が種々様々の条件下に構鏑驚され

たことを物語ザニ）ている、，われわれ紘鱗1譲、⑳雌r轍撲艶貿曝蹄ニギ全部を地向峯喜型の灘憲1達鵬雛、7・に

、入才もることに畿紅扉く奮寮欝父ザである、，　慧｛｝箕雛麟寮“至鷺娯輪1）ξ鷺の、みをどう一やらメ鍾雛舞1楽iに難（ひl　dl置嫡薫灘賞．＄と、み

なす謙とができよう砕i鱒一種難　）｝塁い灰酸薯菰質1岩かタなる蚤附蕊k艶d驚論購禁瓢1）禁ゼが欝沿響r蕉癒壌l

c（蹟燦雛韓雄のもとででき上ったとはi鋼底袴ン鉱られない。　撫してや裏騒激鮪の麺滋蔓に壕た1，｝て1角

斜沈降しながらである。縦妻の記述によれば1《）w鷺r飯賦鷺鵜灘ld灘、v／鮮戦騨めが菰んにち激で

為年融三し，ぐマ・ることになるゆ　オフ灘、躍，》勲〆の隔縁愛，．乳では翼み慮t轍漁鳶灘竃鷺轍1擁、）《鷺の蝦ゑ、嫉》購憶誌難罵雛甑ぬ｛遼鷺鷺
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、地　　 調二甕謬罫賜　 象　斐第　蓋彗諺藝　 1窮γ・琴）

は代表的な台地型の層系1蜜m畿癒難て　・バ、）て，その購成時期は　S擁灘，蟻鵬董）r繍逢およηび

ぐ》鋪ov擬1燃に合致している．＿の時期において中麟台地ぐこの串紅朝鮮も入る）における条件

群汰シ’／母夢ヤ等蝿三調）そ津Lと㎏瀬イ以L、，泊てマ・る。

　N携撚醗C短葦・m猟》豪）轄の　麟9雛○繍壷（》撒麟1｛》懸（陸源屡系）は東北1謬醜の隆起地域認）優食の

結果で’きた：ものであ恐。　二れ，ら翫罵籍懸継欝の隷（黙夏覆疑1編ま〈蹟／寒電“汰〆、ろM磁壌（）b一（擁ζ｝蹴震群糖y一

亙｝c蕪鵬μ　オ彩成され　諦いた時期に隆起糞←翻或付近の地殻沈降が行なわれた際に行なわれたもので

あろう。

　いわゆる8三麟燃瓢lim髄宅sは多分熱鷺毒羅顯灘洗獄翻．ぐ｝c鞭癖照撒、皿｝礎およびk題艶（撫

rb（）麟魚yous重、隷夏／獣艶黙め難の後1に鷲雛蛇に翫）たる／慰売黄のプ瞬魔1縢および周闇歪斑漁鼠の1起悉犬の5欝雌配イヒカ玉

行なわれた時期1、、静穏なる溝造地質学的環境で構成されたであろう，

　v蓬惹墨）膿．蓋糾．総vお、よ拶ミ醜塾．韻熟聾skyヌむ慕／逢雛（）h董・（）（撒録　と婁み隷t、、、ていヌ暑・薪（この繋、｝を　麹i舞（灘か
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