
驚（5瓢．瑚灘．野83マ

霞形県小騨町から灘
　化署植物群の特徴

罵　諏 事讐

　　　　　鉾ぎ　にわ

ずる沖庭
（その讐）

敷甚露纐難《濾譲顯鋤欝叢鍍薫愚繍簸欝爺騒醜撫鷺獺鍵総

　　　　臨纒聯鳥覧撫職磯聾，Y撚灘購編去》騰態慰編聯融

　　　　　　　　　　　　　　　　　（敷蹴b

　　　蕪y

T〔）汽芝○蓑磁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A董蟻臓（篤

　　　蓄鷺thξ蒲mα灘・礁（｝h購竃、1鷹蝋）r鳶翫n曲鳶，縫鷺戯）幅捻熊腹蹴（い《蜘燃F亙－気／f／’㌦麗

wld晦曲翻》魔dJrl翼賦嚇）（．繍s〔）　獅i漁∫（慧颯工y幽鷺tfぐ）s麟』賛罵wユーi建照慨c撮蟹驚1

、誤就（）1レWd！ツr鰍rw：dl）脇賦1’嚥撫εゑ緩）劉爵r工照灘熱Y薫1，mξ礪籠弓）騰i硬鵜瓦臨

　　　噴罵st蝋窟㌶＞hie義1謝（≧（編（）ni雛賑烈／庸。美欝（》f齢ヂ（編ll輪1圭ty鋤（）欝亀細臓額

三s騨Q醸毫鋲搬三t至き謄駆鍛魏難運講｝羅灘縄げlr磁照蕪彪薫ほ鼠・釜魚S灘（196鉱

　　　Th《庶Ki融慕醸f《牒瞬・ヱ博1コ醤ξ1（壌眠）（、》膿／i《鷺臨b翻蹴至［呈黒（）fl鷲一rr艦i薫駕ry欝顯瀧

＆瓢ほ醸k魏砒1’（瓢職三（）三R蹴（｝工圭1’蟹糠漏y翫瓢竃鍵（ほ．｝醸s総（）負』hyo／i伽扁】ず，t讃魎黙c《麟

掘（h’hy（灘e．

　　　Tl鷺工墨禰d蔽fく）鞠瓢i〔）鷺顧、轍麟烈義blyO▽翻総tl亙eKi㈱黛漁i麺燃羅tl燃ほ瓢1氣捻

、瓢憾1、照磁魚の至ト劔㍑㍑m厭器，伽奪K（取k）s襯（ls轄驚，A厩1．蝋繍C顯蓼k顯（1案職鷺，Ol鋤嘉職

s融d漁賦き撒藁Ol魂圭蘭職C鋤塾〉至獄r隷慧獅至僕眠巣譲i蟹蹴禁副i達思o亙鴨（1鰍

　　　「rh麟璽騰繍1ヂQ1穐鵜撮1（》鍛s瓢受）驚し蓬by伽受》即τ主H’（〉ま環蜘鴛，w熱油£Qn醸s疑・頴脚

◎f顯産脈r照ti（臆Of叡灘泡c甑lssh廟灘達ds腕13t〔蹴徽dl翻薮陰賦○騨最ヂ（醸1董’逢（）職

、濾副y罵陣t礁d舞y影乱M鱗撚（筆93蒸、）撚医d。伽ギ練1鰍s，謙Kl麦雛（勲鮮脚笠額鷺獣疏麟呂

瓢圭fis｝眠蹴灘・鷺糠照1麺騨ヱ晦w曲pl舗至脇瀧難（う晦罫館）歓澱細・（二（燃酪

（）臼達ε瓢注蔚蹴1む鳶亀亙瓦B）厩窺k肌Kl灘搬馨．

　　　隈短薩膿tf（編／s藤ωbc（li蝋hi蕪飼）蕪r凝r罵騒lr樽慧雛縫罵滋眠1￥湘顯i題，er一

・（二雛1、無ξ至i慮h懸購xヨr融磁脚い）ギtl鷺αく謡w粧徽is童，（）聡蹴曲《濫

　　　　璽膿雛sf嚇三Hlk）獄，眠w痴α〔1朧竃一工煎瞭，玉嬢3翠c臨．ヂ玉『掘y蹴鷺伽kl蕪d、i鴛驚31

，卿雌嵐，欝f灘i毘嬬融d！濤Ω幽rs惑畷瞭。でth鷺期離di蝋》輔騰凝療戯／纐纏瀬蜘

of、1卿鋤敵灘曇賑解謝馬蹴職c鷺蹴謙葱dL轡繭11ぐ臓龍惇雛搬1書（痛油、漁壽嚥鷺
⑳三潔αs．

　　　職蓬娯憩stぬ罧Kl、鋤、t騨漉呂lsZε伽麓澤毒耀罐，f（）11ぐ》w磁蝕y｛謬護鋭繍灘轟灘瑠魏細，

鞠脚麟磁鑛騨礁雛ズ，纏醜欝癩聯魏蓉繍鰯織c醜醗灘ダ！融榔羅藷耀薫》藏撫躍灘
メ僻纏繍殿慣護、纏8加㍑鰐鐸麟．醜撫蹴○罫三伽othα｝玉徽い1謡（）亙浅娯）圭’甑伽，罵鎌葺嵐轟一

至s継（濤　fQr　d凝費　£主（）r縦／　頓）雛美P（｝綴茎窪⊂｝n　（）f　t熱i、s　圭マk）r畿　t（〉　至隷（蓑モ耗k｝s犠d驚　賞鷲戴／y　s夏）礁c蓑灘　獄s　烈該蒙露撫一

蓉織鯉欝欝，む醐メ廟露窒灘蝦礁野麟，α鰹譲脚羅耀曙露耀繍鑓，潔憂餓細融劉耀ズ礁癖擁，

梅脚翻．ズ確麹撫，鋤轟纏灘殉押競轟，P離欝撚遍鋤㈱ゴ毘麟ξ駕瓢iど醗融窟ρ麗痴欝漉，

磯，，w圭三i漁㌶¢捻Qw鴛x鷹臆i雛建、h斜簾班1轍灘lhT縦魚．、輝隷糞．A眠竃醗磁賛膿＄1）鯉嬬

Q艦岬yf嚇イ軌裏rP賦顔Q繍団《》臓i齪韓x繍（）漁

　寮燃料蕪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蕪・一（誌9玲



地　質　調査漸　．月　報　　（第鴛巻　　第8帯）

　　丁蓬驚n綴泄鑓燭雛iv窺1轍慧1i擁董慮簿鷺擁総sのf竜蓋三is　f翌○嬢む雛憾圭就（）£　翌ご黙嚢y　w獄’徹　o罫

鑓癒t罫○μc譲逡1ε灘繍急ts撫崖d　sぐ灘鷺騰難ぎ驚業窺総のn薦・

　　Th鳶輔獄r翫篶雑擁就i“⇔ぎth豊fb業猟蓋且雛煮s驚r爺烈滋三飢蓬懸わ鴛むのデrむi轟徳d　t⇔　thε鱒一（勲茎1s暴

靱海麺雄yp實br畿誓嫌蟹翌i鍛」鍵灘む3費虚羅撫Mi（脚x薦醸齪聰

　　　　　　　　　　　　要　　讐

　1蓬運形県網繭立1然．たる小濁町｛／近・瓢綜森臓　（慧、93嵐弘

棚井（漁磁）らのノ／・濁化石植物群および徳永（鴛鋤の

沖庭化石植物群など碁二1よ』．）て公幾麟獄姦植物化蕎鱒罫

分布し脚ぴ，・る，、その奮転　徳永1こよ鷲　一鍛磐接：れ索こ神庭

イ無石麺1ノ吻群の産穣畦三、と砥逼同じ騰準，二おける他炉葵野た1之よ

い化石産出説が今回び．調査籠、1二つて発見された。

　このイヒ潔葺権長ζ物響糞は1｛1馨斗，3嵐麟，爆31種か爵欺ll）・い喪

窟で轍小1蓼弩す瀬『、　箆さ恵・たイヒ1石鐘黛地～1二して獄そ離内容

において聡大の隆、　烈いえよう、，そ熱多；よ蓋蟻、（賜繍〈

ブナ斜う・導1韓磁鷺捜ニレ斜う・数撚襟総総（ニクスノキ

1科）融L蒐撚播　　 只　メ刺・〉などを主・体とし　芝　　アニ

．置麟紬戯灘ψノ較稗・擁融搬棄1（か9キ穆難
践むα幾α｝凝（力瓢ヂ辱壽D　賑、どの瀾嚇樹と蓋㌔職cぐ餓奪　（畷

ツ科）の針某樹・わ響、演二混じえてず薦。産出数／翫継’

ては2融燐鍵壌夢藏ぷ・．舜（y汽ギ）が輩臼到重1勺～多く、奄捧の

約22．響）をLめ，次いぐ鐙獅欝纏齢婁綴み搬揮慧藏ガ購む耀ゆ一

翻露♂謀鰍鎌辮　　癖鉾鐙翼嚢霞聯3纐愛欝欝責3《諺露設欝蹴の鋸｛と惣

）つ｝ぐマ、るゆ

　この植物群はその組成1お・よび構糞黛璽霞か爵いわ藁ジ）る賎脅

島型植物群碧に属劉る鑑とは明らかで≧1る。しかし禽島

型の撫表とも、えるc《）餌）轍擁憲9よび賑卿羅猟毒蹴

のうも，録薩簸澱撫嶽滋y　錠）産ξ／二1が釜駕1こも瀞雛こなt♂’こ

煮，　まゾこ輪雪糞中，現在1三i本に犠生して1い駄い種類が半

数近い撫種を占うていることなどは沖庭化脊植物鍔

季篇激といえよお。

肇．緒　　叢

　小国産碧植物化聡1二ついてはゼ嫁デくは森狂1，遠藤ら紅

よ蓉り　鐘薫警誌＿、駄つご桝iジ塾お，戯び徳瞬蓬　こよる華墾究があ

り，一一1役1乙．重ミく撫．欝　して『いる。

　籠ノ覆慧フ与はい牽　藝る‘≦グリーンタフ鱒歪塑域コ鱗し、内

1壷と葬1本聾雛遡蝋三誉yび．蓬窮三茅類対0鷲二～癒どイ轡携蚤の1為勺となつ“こ二

いる、）

　一づび停ウ響ン幕掌欝歪麗メ繊としでも1掬1）覧を津谷覧ド，メ簿くの

研究者，、一よ・磯詳綿．襲、，、調査研究が行なわれ，層序薇ど明

らオ異、二愈・　ぐきた。

　朝曙叢一飯豊山周辺の含ウラン麟ぴ）層位学的研究の…

環として澱63年難月鴛aから難月黙1三iまで出形県

茜置賜郡小濁町周二辺を申心として新謁県岩船郡関川町，

東蒲原郡津川町などの地域で植物化石の一採集および地質

概三甕を行なつた含その結果，従来小国付近で知ら）細てい

た化石産地昌、柔異なつた新しい産ゴ1霞から保存幾好な植物

イじぞ三長　裁麹こ携慧集野恐ことズ猿“・、きた。

　今1難疑の新産地ゐら鑛集し、た植物化石4タを取り上

げご，そシヘ）植物群　組成と齋生態学的郵i見からの研究を

報告し，含ヴラン層と‘堆積業的1蝿係挺ついてはε 疹た

めて別の機暴舞、、とめζ公表する嘱樽でε1み）。

　この研究にあたつて旗原／・燃料公社小岡出張所所長門

墾葺幾夢隻氏を享、1岐∫瀦）問1訴員（考壌懸鶏ガ・碧再ヅくの纐1脇力および

御ナ導をいただいた、、

　厚嬢射意墜蓑する1欠鄭〔捻セ・る。

　　　　　　　　黛．　4立置および％交遡

　本植物化石産地は，i璃県鱗鶯賜郡弓’倒町小渡紅あウ

て，1．1．醒　認漣1部の漸漂謬県との県老鄭近く，憐、た梯朝

1三i圏立公園にわずかに搬している、、園土地理院発行の暮

万分の1ゴ也／図でン、凱rづ、国」に属し，シートの右U蝶1尊レ央

湖　　・泣1澄之　　・・る挙

　交趨、よ化石産地薄側を東西に尭つで誓蟻米坂線（米沢

…坂町問）の小調駅がもつとも近く，同駅から北西方約

獣ζ凱，荒川、島沿う｛．壌趨の中腹，標高潔伽黛の所にある。

第i図に漁し舜とおり，轍の付近をこは徳永紅よつて発…幾

審離，た化石産地も散在／皿るが，新産地し，欝総年鴛月，

N量墨K壌孜送局弓、醸1テレぜ1こ1二曝後捨筆ヲ　垣丈さ1“た漆靱　議を薄もに

先立つて同工事の激こめ新道が作られ，その際紅テレビ塔

のふもと・付近拠で港た露頭から発．範、されたも〆）である。

　小扇駅か1、）テレビ塔までの悶競一その新、篁を利用したバ

貯｝一㎜　一隔皿「一’崩』 ㎜配『一－胃『自幅』r皿”一一γ 一『㎜ ｝“伯一…一｝㎜㎜｝㎜』一

　　　　攣、、／）　身．／，／i　　A◎笈

　　をi！　　、　△1 l　　l糞＼

☆鱈野川iン，，ノ
　　　　　1☆ゾ＼　㌧3！垂餐㌧さ

隆4　．　賦》、、、　レー薦　〆1

　㌦：讃森蕊“　鼠
Lハ｝丘二丘二竺．蛸濁証笠窪二1『二＿、、

　　　　　　　　　　　　1、薮鷺あイヒ眉i乗重叢／立藏還1

　　　　　　　佐蝋藻月績とあ鞭）激麟頃の間違い、

4慧一（爆参慧）



山形県小瞬町力述）産する沖庭化石植物群の特徴（そのめ（尾上　事）

スの運行が計爾されている．

難．　地辮おぶび地質概講

小岡晦付近疑堤．形は，北に大朝1 1岳，爾，こ飯豊1、織をひ

かえ，それら　山麓が接す燃ところに当つておむ，小容

な盆地をなしている。その小灘盆地には朝1≡1欝紅源を発

した荒州が西側を南流し，また東から雛洲が盆地を横断

いぐ鷲朋こ禽流し｝い榛、その荒斑は盆地西縁の花晦岩

　　　　　ぐ新潟蝦、“ゴ通り1ヨ本海にそそい奪い1“

化石醜地付近嫁小1盆地の西趨響，継．彫・新潟卿猛荒

川耐1　籍震れ丘ご小葬舞い（導○○～鴨雛の台地を形成／ザ．

てい《》。そ（・i　l地の東側にはほぽ荒瑚轍沿つもご／輯蕊断麟

滲　職．その断層の薩側は花閥岩の．駈に第三紀層が東轍

緩い傾斜をぴぐの）ており，一方断準、〉東欄℃は東へ、、難

傾斜をなしている。

　鯨植物化石麟が分布してい恐小麟付近は，先擁三系花

に馬…鋼
　　　†　　1
　　　し　　　き
　　　　　・一1
　　　ド　　　l　l

　　　l二潤

　　　　　扇
　　　　　．一コ

ま＿1

詣
蓬

じ 置アーT㎜

　1碍　7u置　iσ上二乙 等
　　　　5、レ協

　　1、満　　急聲“
　　　“轍
　　！　無“
　　、Q　　　難Q　l　　ol“ン、…
1　　　　　　　　く｝

　　　し｝

　　　づ

　　　嘉　　1　　影㌧、

　T「
1
、
㍊

蝉i

紅「撚丸騨、

｛㎜㎜㎜油㎜満

　㌔［

・　　縫

、盤……糊脇

、　巳☆」

媛　藷壽

（島灘・徳氷・小騰，案9尊騨）による〉

藁

騨脊類および古生層凌基盤として東北地方の裏El本一帯

に分布していぞ鳶・わゆる鵡グトーンタプ冬を主体とする

新第三紀層がおおつている。これら花闘岩類は主として

斑状花醐岩からなつてお靱隣接地域に分布する古盤、播

を貫いている。さ1》にこ紛花醐岩に，謡導三紀火山岩類と

考えられ1一ζ武轡および安山鷹類が貫入L．てい鵜．

第三紀麟は、鶴津ら　（惣63）蜘範よれば下蘇から北小鎌

欝・今欝1互屡・小麟砂轡頁岩・互膳綜よこ、ニナ、｝渡翼岩麟、1二な

北小照層　主として流紋畢質の凝庚岩髭よび同角礫岩

か）なつてお靱緑色凝茨質頁岩を挟在し、ている。同層

　　　　　　　ひ砥訳以北紅花1、鱗岩を直接お滋

つて発達ぴぐいる鶯

ら紅よ・ζ滅部麟に分けられてい1、，

なつてい孫Q越戸砂1岩購，粗粒アノ乱讃一ズ質砂岩かむ

なり，放射能異常が1

越戸拳！近，認　　発達し，化蕎産地付近では確認されでい

♂》｝　、

赤芝礫岩鮒簸は，沖鰭台地の上，二広く分布している。

主、二して嶽畷層礁粘板岩・砂岩およびチヤートの亜角～・

門礫か！な雛花闘岩類‘／礫を混えてい添“この部層は

大部分花醐岩類を直撫獄・ぎつてい恐が，P一部下位鍔）北小・

岡層とも不整禽瓢接L．てい1。雛i庭砂岩都層は赤芝礫岩

部鱒を整合　おおい，化石産地“近では沖庭台地¢沖央

部を南北に細長く分布していゐ。剛諏こは数枚の欝櫨物

化蕎麟が確認されており，本報沓の沖庭化石植物群もこ

れ総際幽ン掴ている．岩質は砂岩を主体として上記含化1鷺

層の砂質頁岩透数枚挟んでい難．

沖庭礫岩．鮒習は紳庭禽地の頂．と，標高藝OO～700mの

所紅削剥に抗してのこり点巌じてい難。岩質は赤芝礫岩

　　　　　　　礫c｝、き大執さがこ二の調面）も4）の

プラ配瀞監糸照＞ヤ・こき二と，　覆i摩吉膜》が低≒・ン焦ど○登点力＆異な・）℃㌧・

員玉砂螺頁石互層1お麹し、て彫い凝灰質欝畢に粗粒砂・

1喪li癖ら紅、　》て公表さオ翻、二植物化石忽含孟、一懸蜂ま

た檎懐翼化蕎v鷺鰍rkぐ駅賑訴寺

てい嶺勲・一の地域で1、レ封 藁断牌◎東側瓢、諜、傾斜をなじ瓢

分布していそ難。

舟渡薮岩層は主とレ◎藤斎からな雛，一ll二部1；隷嫌、臨泥、

　　　　　　　　諏しばし「ば海棲i微化石を欝

むが，ま六植物化石の破片も産することがある。下位小・

函砂岩頁岩互麟を整f、1に　鮎い荒川沿いに分布してい

鵜一（熱黎）



地質調査祈月報（第葺巻第8鞠
る離

　　以ま二沖庭植物化謂産地峯

述したが，基盤岩類を除レ

．積物であることが櫨物化筆

読よ畷〉て二、、≧二）。

醸獲に墾｝禽葬する地1警鵜〆自）㌧、てi洛

、て澤ま』Wず才匙、もi二i二！裁野自旗欝舞1婁月ご）鱒餐

雄書，、1ぼブ茸也質構造から明ら7う・把

　　　　　　　　　　　鑑　沖灘化欝櫃物群燃特撒

　、．ヒ灘三したようにマ中1庭鐡レ、岩煮‘層1の最一ヒ1部か・ら／．呆－存．良好な

穂物化石を多数産と1．1した。現，在までに鑑定しえノ、こものは

欝科，鑓属，囎種範およλ、でい葛。　これ、らの化石は第

第！蓑 銚y溢僕糞駄t驚　翼」i溢　ζ｝ヂ縫！《∋ぐ）kll憾w蒙　Flor叢

呂墨》賦釜玄数蓬！、貰、鵜）養）H、7哩㌔～

　（豊yn雀論（）纏）鐡・賞／盆（壼

　　　敬職ifし轍擬1

　　　　　欝ia議‘総裁幾

　　　　　　　　ぎ《嚢ゼ霧ノ認蔀劉ず編　ぎ悠｛フ轟欝ζ寡　壕㌔蒐醤汽望

　　　　　　　　、罪》《凝撚　野鍵湿．9鷲穗　鍬豊A（〕ぐ藁醤裏丁難乙

　　　　　　　　、澱舜ン榔郵癬ぎθ窪戴窪　篶uz董（）菱くA

　A雛慧ま⇔＄欝鷺蓑灘批総

　　　N豆く》罠○（x）ty掩d（）工儀《雛蘇

　　　　　璽」i！il£墨⇔r畿戴

　　　　　　蛍、蓑ま裁鴬愈義妃

　　　　　　　　3欝診ゴ設雲、罵　ズ響ブ鷲霧劉～ガ3　麹翌OR罫星・～蒐

　　　更）k嵐誌、4（嚢ζ1で）nだ1技鷺

　　　　　数壕yヱ’i（識1鷺s

　　　　　　難蛋y劉k〕議（x鷺e

　　　　　　　　む翻濯♪☆）鷲録壽鐸鍵鐸誉評繍鰹驚ゴ　（NA肇灘（）登8T）

　　　　　　　　1熱翌難翼翌ぐ）K汽

　　　　転｝鷲翼撚論（編懸s

　　　　　　J駄慕茎慕難（1農（襟a靴

　　　　　　　　（7ζ鍵ツ鍵難認畿繊翻ぞ拶．餅欝欝露賛難　戴　（．鏡A翼｝…Y

　　　　　　　　！》／繕ピン｛認乳翼嘉評認嚢｛彫露轟窟蓬榎導　《櫨　（1遅卦、醤慰Y

　　　　　　　　費鯨ヂ撒礁ダン鷺蠣＄野ヂ欝紹齢雛8㍑K心N／翼⇔

　　　　　　　　、Pゴ謬資省｛礁倒ンご謬碧藩o総鋸捻隈翼握A工ぐ減　醤．　Su裟導K薫

　　　　董i1熊9畿／むs

　　　　　　藝妃t慧1翫〈⊃慧無幾

　　　　　　　　（7総鋭爵露諺雌鐸紹蜜罵ゐ雰ρ鐸《ぜ霧窃ゼ瀞墨｛ぢ　融t　（謡蔓～曳藝覧Y

　　　　　　　　ご欝φ鋤憲3躍蕊欝難轟1魏Nパ蓋惣）継εx写

　　　　　　　　（ン窃壁享冨露霧s　桑騰轟濁擢ピ（埴箆蕊＄猛（｝醤ノ曇《）

　　　　　　　　03む篠ン窪　お轟撫捻宮歯舞～編璽蓬導ヱ亙（）難真

　　　　　　罫我黛浪c鷺鳥ξ

　　　　　　　（7窪s蓼総、欝窃騨　欝霧《｝鐸豪嚢ξ婁ず3＄ゴ響露鑓　影蓋警　｛鷺　（二貸～、翼慧糧ダ

　　　　　　　舜露尋夢欝露5難認醒期ゼ5メラ鍵」姦劉嚢驚狂）KA

　　　　　　　身鐸謬夢欝顛＄　εガ難拶拶掘o‘憩館責！就難蓼難墨慧　ξ鷺　ぐ1竣峯A翼鷺Y

　　　　　　　鵜霧欝層む編3　s無撫芦認ヂゼ購姦ズ影s参隔董㌔、驚爽董

　　　　翼Jrtk〕縫k∋＄

　　　　　　風』磯ヱ・資翫鷺e畿鷺

　　　　　　　乳1身鞍謝3調騨≠疹霞《〉ゼ〆尋3　（駄〉翌峯凄鴛翼罫

　　　　　　　∂轟露霧雪　／嚢館潔匿〆澄認騨配欝賛（｝翼鼠

　　　　　　　む寿薄翻ε　メ浮管謬費ゴ総ψ撹鷲ゼゼ礁　TA饗A翼　奪t　ぐ）翼ぐ）釜l

　　　　　　　z嬢」為瀞之ヌ礁霧鷲講遭擁　護《〈〉VA’璽懲

　　　　R韓n熱i費s

　　　　　　M響副i航ぐ凝

　　　　、！1ぞ轟、ぎ薄台ガ器難謹拶6霧鷲設7認　鷺u　総t　c登潅醤慕y

　　Pし犠繍ダ犠鷺ξ縫鷺

　　　　む露控ε総離灘難鐸鍵辣　～鍵野鍵㌶碧～濾禽拶障　（む漢G鴛黛）

　　　　封慧撒

　　　　《二嬢営2麟認聾露参籔霞謁欝3　愛鰺才費む鎗離翻肇控　購ぐ）嚢互埋・A

　　　　ε！総鯨、翻詳㌶び鰯馨鋸費隙　β騨鋸難ゴ導葬馨ぶ藪i　M（〉嚢董TA

　　　　．騰ぜ窃鍵ゐ♂轟霧ε鋸嘉嚢編館轟詑｛翠z茎（〉KA

　　　　P鐸掬必欝¢慧拶ゴ鑛　爵劉8諸台爵9窟君《碧藩（銭N董x））孝ぎANA董

蔓気（）s窺k鷺

　　．董｛魚雛茎瀧裏灘¢工i雛熱む嫌識鷺

　　　　L麹鍵嘉〆嬢拶謬む窪倒搾～ゼ瀞3脅擬器怠熱u　贈t　c総AN聾Y

　　　　潜轟轡寧費認認、，ズ窪ぎダメむ潔鐸　ぐ（鼓）篁轡澄君R’r）　｝賢1鴛訣

　　［ROs訊（〕愈ε毫書

　　　　3ぐ謄轡翻5澱ゴ爵幽紛辮ダご礁丁践N汽亙贈t　ONO璽

　　L響墓慧隷謡奎エ⇔s隷鳶

　　　　五論オ羅〆藏搾羅身ブ鞭到露護費3意難轟　“f汽NAi

　　　Pζ螂～09霞霞穂薪鴛　海量麺瀦劉翻　燕．欝釜《A翠藤

　　　ざぐ雇，鳶鞭ヂ縄鐸認参ノ鵜爵o％轟窟夏謹鷲　セt　〈〕鰻《餐鷺Y

　　　　魏〆露ピ窃ダ糞謬．ブ赫鐸纏鐸　（藩ぎ禦鴛o登s臓’）　TANA三　£t

　　　ONo慰

融撚墾圭捻d窺1鷺s

　　塾Ux段｛〕¢嚢重∋

　　　8纐議嬬鐸論2雛ピoプ¢力拶詳護爵綴　響A翼A三鳶t｛）聾ぐ）慧

　　A（慣・猟襟鍛

　　　濃《昭ダメ建欝ピθノ撚ρθ露ズ‘謬騨賜　「蓄ANA崖　εt　O嬉○鴛

　　　〆翫顧劉＄霜轟論責謬鋸衿凄SA毫）ぐ）劃髪憾

　　　．濃芝彫響、♪蕪樋纒ピ徴驚劉爵ゼ灘ゴ．ブひ鐸露貸％　E讐茎）ぐ）

　　醇縫蕃）i器d撚むむ撹を

　　　1歯箆Jo詳廻羅薩ノ鐸メ浴欝プ訟窃　ダぎA餐A匿

拠撫m照i器
　　装圭瀬熱膿c（版ヤ

　　　．～瀞慧潔霧費麗3　総ゴρρo難ダむ露5　醸蓋叢蓋

数蓬yrti鑓G鴛鷺

　！～1誰捻汀i窺£鳶翫鷺
　　　　　諮

　　　漁～霧館，露ゼ霧聾第縦燈露纒躍ブ瀞／搬鐙総　（Gぐ）墨隷勤鷺RT）

　　　墨《装Ys難π蓬・ぐ）罫Ov笠訟繁蔓

　董至yζlrξ）c撚罫y急c鷺菰鵜

　　　万騨露ダ齢轟，爵轟善o肇憲鷺潔ε　（．賛1慰慰蓑）　数適董蔓蓑

慧わ｛豊達凱1（嚢聾

　嬰舞鷺慧我e幾翫鶏

　　　ヱ）ゴ夢欝メ携摩導＄難翻む鎌騨鳶ぎ　慧搭　総t　《箏言鷺汽賛避y

基4一（誌9遮〉



i、Ll形県小闘町か毎墓嚢♂る神庭化石植物群の特微（そ¢項．）乱尾一／

董、表に示したとお1）である肇

　ひ！、）沖庭植吻群はクルミ科ボゼソ季巨ニレ・科貯．スノ

キ科噂マメ験ト欺どが種数および裏建難、昌≦歎ぐ備稀本賓交）　に蓑夢い

て豊欝であ難蝶すなわち，クルミ科，章1嬢羅黙！種，

夢亙就yc雛ry蕪　！難叢，里》麓r（》礁ぎy翫蕪響叢｛宅）き汁魂灘駆　ヅナ劉、、

は（熱就顯憩撫　墨豹峨，綴熱真轄α纏　3蒙醗のよ，新虞灘1，　論レ科弓よ

導1縢us　s蒙糞お。盈鍛ぐz乏縫kQv総董、稚1のli卜藁牽叢，　グス「ノキ撃糧

，一おいては（二鰻鷺鶏義雛｝（）m鷲m　3灘1，M畿c疑類s　亙稚1，蓬ン無

ぎ菰難頓罵（〉魚　養、聾叢びき汁5糞蛾．　マメ撃斗は鷺雛捻盛起，　驚帆k》

鰹鎖擁m，8輝）1欝裏黙戸、》q繊薮羅　苔4率藪齢、汁癒、藤善憶　こりき

葱灘1螢㌃ざぴズて「1、t　Z扉裁溜藏霧誘，霧轡でが蕪≧体らノ．》22タ6瓢遺、望

．紅孟、・で…磁　、欝くラ　鵜鰐鍵罫騨＄　，麺麓瞳霧6蘇潔3き　（7磁霞ρ飴瀦糞属

詳辮欝縦耀瀬，鐙輩齢窪郷鋸δ辮愛潅ヌ醗ズ耀鰹，む総撫醗礁　 撫一

辮繍だ灘ゴ鰹鑛妾濡鱒欲朧総露纒．プ撰論灘書意瀦，叢編隙潔！編辮蘇ε¢羅騨認一

．プ夢露鰐醐び，瀬翼、1二な・‘　　凱り，　鼎才’ノら7遷璽シ，1みで薦野体の7（）

負1滋寝、鷺め駕ヂ頓＞。瀞

　乙鈴’季直彪擁洋財　たさドなま持駕娼、柔現、石日本にド1生し』rい1気

い，い、bゆる鷺x醜無　1卑£薄、のお、1、η牽魚髄鵜鍾ズ露全4審）今彗搬纂ご

3窪ぼ考．ハ暖4呉5，．η《違〆て1》・熱二と隆．，弩る沿　そ、碧’のド素、夢もな

も8．）は　 ．菰ズ／懇麗潔　毒郷o趨薦，　（17欝㍑澄☆｝評謡　穿纏黛護辮欝鷹ズ，

嬬欝ン躍欝ゴ醒礁ピ轟畿｝y鍵欝舞，（瀦騨赫　　　鮮辮辮編露3藤難薦．む審・

鮮凝欝‘摺郷郷（｝窓擁鋸翻鷲鑓築乙鍵羅轟論瞬み癬フノ～掘潔瀬融藏勢許擁舞雛一

認藤メ騨蕊鍾〆醒禽裏，ひ藏瀞鋤塗　プ潔声繍ぎ｛器摯護轟鍬騨ゴ窒爵　翻2欝磨

纒騨．簸パゴ鐸撫シ藷磁掘霧欝ゼε露厚φ6灘撫舞3シ潔「露綴ゴ瀞㍑箆撚叙声鰹！総／諏

など動／星1．ほ螢：において1ノ、、、駄雛…ヒ鷺駐㌘鶏めてい≧1＞〔ン

　沖、庭植吻群　，近似現生響叢から菱・2舞ら化ず瞳の融獄｝布

を推定軍譲 湖！，山｝慰・陰吟も・ジ．〉尋、譲フ　i田痩斜購i ㌘、屑1翻

4．工傷興　準“醗下部…／低葺也一1生の｛藷の藁8．（　　　墜）．他μ｛難騒

づ｝墳肇種力IG．5魁ξさ二1獄・，ア　い〆鼎　鼎ぴ．）よう蕊窟灘叡緯紛　｛）の

が約半数を鳶めてい15』二、鴛および化イ 紛保存状態が良い

こ、とズ撤ど養塁　　をわ畦　1　誕， 一藷ノ　、、のをi除ミ響ゾこあまり

遠距離そ瀧流ざllた下，・ン』， 盆く，堆積地1、養雛態　 茂いミ、

いた菟、ぴ，’（ヒ擁暴載さ1糞、導，

　さ・流・二嚢ら◎水平5ナ布を置濁べて諏礁と、醸へ瓶熱帯

税155陶，言鑑帯灘竃姦．誌穿，ジで，　1騰1｝豪｝。慕驚1、気広分布（霧、乱一

暖醤ラ蓋藁その他～｝！、、　ユ・楼，、こ抑、いw　分￥ffか呉’二の

餐鯨矯干！こ明ンズ’鐵乱’潜講部～1暖・織・獣気嚢終レ．〉・と江圭i乱育し

ていたこ拙雄　獣薗．ら治．る無

　以一1二述べた・。乙菰か羨卜闘屡、1，ご　　　浸二，沖／廷樋吻群鈴

構成種から少数』，、，韓　　が彗　羅，すなわち鐸鑓

解姦麗蜜耀　お1；びP♂窟鴛鐸宮（ナ鰹講　 弱燕：1．蕪がある“　これ．ρ

　ill地僚三羨宕葺植辱勿で，諺i製．蕪部分1、1二いずれ．雀懸 野，1翻1、／l薫ilこ

は両養齋わせてわ牌劉か工霧翼1である。　こ輯¢！ぐ）に1叢出

薫翅1少～ないことと，　これら至）沈膿の近似現．1種分布高

度を考隔え合わせると，丁嬬．麟は堆i積地ノ題辺1こ繁1茂し　㎡い｝燃

　　　　　　　　　　　　　　　罫）

もo　　　尋、く，　遠欝貢離碧一運．1’ズれ・てきたものとラ糟衰、ら恵・

る。　藷たそれらご　存餐．，＞ら堆港　1時，　葦蝿冶荘（蕉反豊山（

2，董（〉5鷺〉誤1づく朝1ヨ1書α，87（｝m）紅源轍㌦ダる由杉態がw

にあつた　 の～二鉾／ミ諺紬するlf二と漆’よで、蓉る。、

　その山塊（ノ）高地1・箒．・て欝1仁合期　麟茂していた温冷

性の麟籍樹その飽1が引続懸台、鶴期11 薯り，低地では台

，傷期の漉棲動物群に疑）で瀦～擁　るように陵流麟影響に

よつ」ぐ1鍵援～蚕亘擦》喜iy豹璽力よ繁藤1し　：もtン弓、　“　　渥麟ξ＞謙

　玉ソ、．．1二）試うな特微》1三ン沖！鑓でし鷺植4i勿群ほいわゆ灘征養峯

　　　　’　轡1対働ヒさ麺　．こ、，杜は明島、・》、’凌ヅC，

　　　　　　5．　研灘成果齢総括鳶今後の問題

　今1藤iの研究結果1桑・ら沖庭化1｛瀬物群1な釈その組成鎗よ

る鏡構威1種から擬肇鵜驚舗灘物群紅一：ぼ 一 耀虻1、二寮う調勇ら1酬

一なつた）L、帆，掬罎鎌桝紐浅尋麟溝徴齢・嫁素要

i三だ欝料・不1避麟鯵iが駄り充分！藩　　▽　愛，～c，

　・また、二　　艶旗ξのヴラン紺琴ぎ／韓匿；ある趨汝戸俵　諾か1㌧懸7

駅｝（撫 罐業ある沸庭鳶鱗劉欝ξ瞬、ヲ化石植物群かll揮こ

　　　　美・一ザ濾酸麟曇…．〉礁漢寛を難穀野　㌧’L　ゴ・／i剛韓問

　’〆・てもとく蝶編、1　　弐1欝料く、1こ粛ら輩ズ楓いない〆〆｝

・・乙ゑ　 搬層の堆縄嚢l　l　・聡雛の段階閃き誘、擁援性一肺

　㌦カゾ．》犬。二罫　　　 ぎ　　　1二うこ》

　、 の報イ腎窯、　舞，z㌦、》・ゴ猟化・鶏欝　鰻毒弄・彰態特徴

、」1、竃イ腰（赴　　箋．　　　　　　陰．．感1る蔓豪鳩　t2薩叢）くフ）あ

妨献、貰読鍵懸、鳳濁一球　P☆碍目題が多
　　　　，縫　　ヨ（転1…1　さらに．二）薦鍬1毒櫨　　バじ、ノ化石島2ン採

犠　㌧爺なつズ．業　　　　　．～　、総し㌔ア

　第2報『〔L化1イ毅旨養 1載．妻携、　図販をそ恩爾嘘下需潮軽碧／る

　　　　　　　　　　　　　文献

亙）壕牽　　P馨紅三§叡ンl　l　il嘩綬雄　南欝積1の分醤1と分椿範　疑、林

　　　　出版

窯穿鑓（XK服琴1気鼠◎1嬉贈：薦韓翼《鴻繍議警ゾが纏猛㌧妻5賦ズ

　　　　ズ毒　　、㌧短ヂどノ菖蔀窒潔　みぞ　’s　騨霧認ぐ愚難賦轟ゼζ謬。麹蓬認c難穫皇一

　　　　亙矯雛｝糞《、）騨y磯k

3）厳u，茎一1．翼緩，＆翼煮、、㌦（譲鮎燕熱＼　穀践1旨、熱鰻（）“識

　　　　1。‘顎i（鰭載　ヂ黙）灘　　卜l／1差際震，L黙g　　貯賑鐸1糞（》鶏　 （二ざノ撰

　　　　Fぐ護ノ霧’踏冨5轟鴛“責源　　1縛謹　げ塔ム》1欝．玉、。

婆）髭屡岡 邸男（．1蟹溝｝1グリーン鐘7鱒i’〉地質，1．ζ由美懲

　　　　　農監　v撫／，」3，　鷺《．》．13窯

5）鷺｛瀬K颪A旨K．ぐ蒸嚢癖321「欝駕層tt（涯～k｝夏・撚撫£糞o卸t蓋達轍・三薫

　　　　軽○難s魏wP灘轟．8酵鳶，護。2鷹．拶．3．ノ．

§ン　董i・’糞三三礁93紛1饗罫鶴樹木誌，台湾蕪綴，溝1尋タ尋騨究

　　　　所

婆葺一ぐ婆§菖）



地、質調蕊税　難　報　　（第鴛巻　　第暮弩）

？）　釜くRYS鴛雀（）欝く）v董c蘇，A．濁、（逢9慧莚）＝c〈》灘婬誰汎魏i《》総s　t鼎室難鷺

　　　　　　篠諭魚ry猟）盆・義媛K照鋤On鋤・7窺，敷ov。

　　　　　　鷺c熱ま彗⇔，」融峯）翫貸．

獅牧野窟太郎ぐ鱒総舛牧野1置三1本植物図鑑　（増補版），

　　　　　　雌頓蟻愈露

倉）簸燃難o，琶（蜘3）ITl把N。立鑓凱k携jim翻醸ば

　　　　　　讐（鋤艶・i轍瓶夢二｝麟80魏．漁羅、碁。8．．1．

10）臨購“雄9鋤1（短New榊畿s〔）鑓鷹撒
　　　　　　むi撫葺魏呈輪＜）達難纂蕪1鍵雛d＄ζni1義x　f芝て避業｝重勤脅曇》蛋敵）℃難難奪

　　　　　　歎婆蝋慮｝f蝕幅一類紬i，u蜘蓋》r・v．．／我降，

　　　　　　地質学地理学輯報，、姐。9，蜘・ま～慧．

鋤島津光夫・徳．禰か小関幸治（鰯3）噺潟帽｛．1形

　　　　　　爾県境小国・金丸地区ウラン鉱床　一一乏く紅聡

　　　　　　辺の地質に・ついマ丁一・一，ゴ也質＾調査所．穏報，v媒．凌4，

　　　　　　漁．2

捻）鈴木敬治（i鱒9）‡東北蓑材藁おけ萎釜）新第三系産植物化

　　　　　　石群の時代的ll嚢移紅ついで，新生代◎研究，3台号

麟S墨難駄N章．㈱旗捻ゼ舗憶油・y翫織鵬糠三
　　　　　　N捌h戯灘轍縫｛臆諭1（），」議欝鋤．ノ揖欝．置欝．

　　　　　　疎蛾鐸磁擁梶罐童ノ．，翫r．誌，▽く）1．慧，亙・・．蔓

望4）棚井敏雅⑩5鋤＝本邦炭窪）原桑戴物鈴研究の綜括一本

　　　　　　邦紅於ける新生代植物群の概観一，炭田探査審

　　　　　　議会事業報告難

22）■二原敬ご．（欝嶺．）

鋤棚井敏雅（欝鑛）ξ本邦簾田産の第三紀化石櫨物図

　　　　　　説，蓋初期お、よび中期中新1辻植物群，地質調査

　　　　　　所報告，獄）識囎

細響酪擁，丁．（薫96！）1醗螂肥勘ぎ隷！軸撚聯鋤

　　　　　　」菰欝鼠難．ノβ麗乳ぎ窃‘．3む凱ど費海為羅糞♂βξ1鷲ぎ碧．，S蓼ぎ

　　　　　　三．vさ鞠i．蕉1，葦憩．2．

iの丁醸A璽，T．蕊ON醗，T．αg59）雲AMiO£幾跳窮○獄

　　　　　　ゴ銀）工鷺　農誌罎　N（建蓑！｛∋r堂楚翫童・t倉f　縫急ε』／導髪》鵠慧《難○烈三

　　　　　　Fi愈kl磐」ε毫P熱舐β露／孟《愛ぎ拶孟　3翼騨自瓢　ノ窃爵噂　voL蟹）3

　　　　　　孟聯．婆．

麟丁鰭A夏，T。翫ON礪，T．ぐ欝6！磨AM好猟（鷲ε総

　　　　　　罫k罐鴇爵’鵜m鷲ユ奪　蕪i嚢募yo一鱒即　Ar餓　劔！£墨鷲

　　　　　　熱｛）賞i幾r　1き頓、讐愈奪魏　丁（》ttむri　惹毘鴛（隻（）k撫y読工熟翫蓋》r難脚

　　　　　　f近罵鼓義ヱー難s摯．y撫茎〕綾捻．（？霧辞」．ぎ認ダ鐙．」ぞ鑓♪．，簑○、蓋婁学。

ig）　TA醤汽置，T、　蕊　s鞍窯難K誕うN．（1963）　＝数慮墨｛）c幾縫鷺置穫髪）r轟s

　　　　　　｛）fS醸董蓬w鷺灘賞迄茎蓬・k髭農i（沁，」ぎ騨蕪．P磁

　　　　　　3（拷轟．《通望騨審．む．ぶ．寧1、

諮（））　ダ蓋 属翼A蓋，「蓄㌔　蕊　慧u慰翼JK翼多鋪．（ま96（1）　1盤穫鼠罵馨鷺鳶駕遭鱗）耗雲

　　　　　　ギr（）m騒漁w鷺就鑓涯働kk隷i雛・し麺轡鼠庫1鐡、

　　　　　　ぞぞ探｛ン．鬼営《ぜ。　鐸嚢為舞轟ゴδ澄　ξ1館嚢ノ．う　呂澹ご，4，　vo璽。　叢．（1き

　　　　　　脚．露

2蒸．〉　1聴軽敦藍甦ラ濃（叢§§○）　1雛、擁夢夢認弓樽劃糎葭イ物イヒ壕三l／畿縛こ畷）レずご鋭〉

　　　　　　新知見，地質調査勝月報，v鳳韮，τ紅慧

　　　　　　　　　　　　　　　／翻フ麺プく鷹信兎事　ン薄饗月書房1

巻6一（農襲ε）




