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若畢の地質系・統の境の年代

翫器め葡ための賛騨
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黒　霞　竃盤訳

　欝60年につくられた地質年代表は鍵㈱，まだ不充分なもので，個々の地質系統の境を．厨）精

確にすること，求た，全体とし．て詳細なものにすることが必要である．

　簿馨｛〉年の地質年代嚢は，灘の地、戴のデータ…からつくられた．したがつて，時代をきめるの

に充分なほど，せまい地域でたくさんの地、轄をとるということがで遂なかつた．その地点では，

…般的には下の境一下限をたしかめるという．方法がとられた。，また，年代表に地質学的境も書

きこ塞ねばならないが，それが個々の著者の主観で窯ち曇義ちのものが書き入られているという

糸㍍果にな．つノご、，

　い衷や世界中び）地質年代グ）研究所で，K憾r法による地質年代¢）測定値がたくさん集積して

いる、Lかし，国ごとに計算の基礎となる崩壌謙ン‘スタントが違うので，げ般の消費者一地質

学＝者4がそ1れを対比するのに園螺叢がある。

　し、たがつて，次に引用し・ている数字は，黛つの種類のものだけにし・てある．　薫）ソビ講トの

研究室で使われている灘ン，スタン集に基づいたもの．　鋤　アメジカ合衆国で使われている灘ン

スタントに基づいたもの評

　疑いもなく，崩壊灘ンスタントを統一する時期にきてお！），國際的な地質学的機関がそれを

行なうことが必要である．

　襲た，K－Aで法と登ト翫法や）一勲）法とで平行して測定された資料についてみると，驚卜

S据法やU曙》齢浬義の妾数‘寧璽愈多くの霧赫含，もL、ソビ．ヱトて雅吏オ．ン叡、ている罵ン・．スタン仁ト（入驚鳳甑5纂7

・燈鱒聾ザ彗醸畷・7撫鳩舶ザ照ビリから計算すると，K一擬法による数値より大きく

なるこ、とを述べておく必要がある。

新生・代の暴準点
鮮新世と洪積世の境

ソビエト科学アカデ柔一の1（礁臓では，葺一カサスの若い火成岩類の研究が続けられてい

訳註i）　慕）6（）糞三の擁茎質降三代褒はシ　ソどエト科慧撫アカヂミー賦齢臨質葺毒代測定1婁、殿会が魯窯つたもの
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　　　（鋭（）蓋（壌y方講硲リーダーの一心人である．
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1臨窪甕言鱒蔓薮拶マ　越　蓉鰻　 （第薗7遷懸　葺葛董i考畢）

るむ・ぞし讐ぐ，｝欠のような1天／或華脅に対・し、ヅぐ驚叙）～3《x）フy鱗飛と㌢・うイ薩め蕊えられ，て㌧・篭ラ．

のi沖看以伊…ラ．ズの斑状花罐擁は野系に溢入している．このゾー学の簾紛延熱尻婁

ングースの花樹斑岩はヴ瓢ル驚暮・チこ瓢ゲメムの熔慕台地めギク㌧ゆヅ畢でトや熔癬中に貫入

し、緬ぐ秘・、る。

　翰ナリチク地方ではずグ膿ンブライトや熔繕がゾヅシごβ℃、階謬総鋤をおおつてお鯵，噴

火江達の愚相を示す流紋ギ麺）噴出物によつて貫かれている，、
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　　　i花嶽轡のK一一讐黙葺楚畢二l

i畿　　　工誓｝ジ課、タレヴ“ギンスク1蛇緯1屡騰の難1黎馨趨1

窯　　　カメンク享願鍔》i騰擁ll疑1獲雛雪中（参義幾雲1奪

3　　1バクサン1携，ザ識誉フ齢流紋密
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　第三紀び）翼盛として噴出1岩類と海糸鍛石を利用することができるが．それは地質学ill勺な年代決

定にたいへん都合がよい．

　＄ξ慰認獄蓑翫謡・一謹罫1カノレノぐチヤの／くレゴイ鳶fぎ）讃講祁のアノレゼー一lllのザ1・。でシヤン・スク／楽￥蓑揚ゐ“塾、

グ）流紋岩質の真藻珠撃｝のサンゾノレ、，その下にある凝灰景繋よ　く）ぎぜ出灘ぬ諭磯ン熱鞭t賠ぬをふくむもので，

その申にc童隻｝沁羅難轟《爆繊驚雛麟sで筆繕致’1びけら離、るド雛ヅ謄トツスカヤ層カミ入る，，

　↑破勧繍騰一一申毒警翫ザカルメチヤ地方のブギシ講雛ツ村憶バチ灘、践：ク採石湯からのガ穆慌質，

　　　薪謙文蛙1脚輩縁震安為．i．綾讐質1疑／獲撃斎。分離暮、〆た1疑灰鋸は（謙く）篭》i蕩鷺鍍罵気翌糧1矯懲購を’もつソ碧i・

ヴインスカヤ層の、．．撤鑑あi），C囲鋤篠1糠を星、つミヤチニニビアスカヤ層でおおわれている．こグ）2

一）グ堪欝の櫓準化；欝は欝癒魏覇凝溺擁門ぴある、、
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　ヂ貰一1燦1石をもつ新鮮な玄試端OA驚　アレク！ラーンド弓ヤヘの途中，カず鑓から捻隻《mの、≧こ

ろ台工ジマプトの糞癒餐繋緊＝灘Ψ〉ヂー一一タ／こぎ款難と，　｛幾桑台碧1・激恕う鞍率睾誉騨1辻の藁無鋤謹讐て｝～垂）る。

　K鷺窺7壌・タ5冷　Aご麟｛）ばx）（㌶灘撚潟／慧罫，1欝予慧黛馨出×茎1）（）1万彗P主（夏《3EM）。

　テクサスの流紋：岩質凝灰器のサよ鵠ヂインは，」・鷺v猟N期粥磁組・（瀞磁）のデー一タによる

と1葵5×葱（》○ヌヲ漆罫を難斐し、，溝舞楽1鐸鴛と桑脅．薄響騰とくノ）藩慈をあξちオ・二＞し、てマ・る匂

響達滋露）　カスピ海沿緯畿毒域の黍菱期鮮新難の鑛簾ilを熱桑ナけたものであるが，ぞの垂糞講1獲系下部／＼

　　　　もあたるように巻められて｝いる。灘！擁三なお，討議がマ奪なわれている毒）よ養。
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蒋干財』）地質系・統の境の年代を熱めるためび、）資料

誌撃総の基準．轄

　㌶．王．ポレバヤ（膿6む）のデ響タによると，騰ス聡一州のエゴ三ノエフのユラ系．ヒ部の海緑署

は亙叙峯×風○（〉1膨幾三を擁竜している、、

　EV蕉R蝋）鷺暮鍵鼠L　（嵐襲鎌〉のヂータに、諏樵と，オベノレフア！ノツぜ埣毎鵜幾石はOXず（）鴛纏熱雛のも

ので，i臓×欝○万年を隼1している、窟た，C〔照（き擁ξ購の海緑二石は簸響×憩○万年を翠している、

　璽鎌彊にあるバイオ、障鍵励（ゲ身ジヤ）の輝石輝緑岩は亙総×欝む万年である。ダゲスタン

の．パでオスの斜援石斑轡は欝8×沁○万釜ll蕊である．フぐルソフに．試るとクリ測ヤのバイオスの

輝1緑燐は欝響×ユ．○鐸万年である。

　アルメ瓢ヤ共暦楓アカデミーの鼠｝Nの研究室¢）データによると，アラヴエル・ドスキー鉱床

矩三メ戚の湾難孝責一…・i！貰舞．1華｝お、よひ磯鉱㎜ドダく山藁擬萎頁は／韓で立姦麹約にタ鍛かい蕪参で・襟にかぎら才している蘇

　下部にs蜘v（漁ξ竃癒鳶な地屡があり，また，しばしばそれによつて貫へかれている変成岩層はマ1ぐ

二部ユラ系（81騰瓢轍ri顯，プ》ンスバツハll犠ミ壕），ドメル灘駒）であ・器が，一部A盆醸／隻鋤にも

か力幕つてレ・る、、　1望クスキー一　　マツシフにおける鑑れ1｝）の階の有竃猿．三韓1，　グノレジヤの地質爆熱蕎嘩叢に1

よつて動物朴1からたしかめられてい器礎（A．N．ジャネt「／ズ，L難．囎ハズぜ，VJ．ゼサシのニヱ、

ヴイ》警蓼，蕪、ガムク疑り一．ズ）　織嚢》V（》無綴蕪寡鷲薙～》翌燃飛謁石翼彫一一余暮憂；弼斑三醗象の．、i蔚鞭は盤鋸藤戸糞享堀1勺

に鷺醜1沁編ξ燃である鵯とがたL，かめられ、てい馨．V，欝．プチ諜！穿ンツニ夏瓜ツは　V．G．グルシ

エフび濃レ凄シ欝ンから，臨礁y（凝u膿懸1隆i鋭w．，（短頑1鍼ε獣勲蕪（躍．，Ll蝋鷺獣蓋雛麟y

鼠ωL　そぴ）他をみつけている。

　これらのすぺての事実から角癩潔1の時代はA量鵡W…バイオスとヒ都バイオ》ヤ畷撫t転》瓢撒の

間ときめら蒙も愚ゆ

　（』翫P，　バク“ダ・球ノレヤン・は後藩鞘バイオスをi63鷹蕪×駁）《｝ヲy蘇∋睾　1祷，莫羅ノ書イオスと　駐莚鷲舞（）窯薙繊簾　の

境を雛験土曝×欝○万年と提案レた．

烹，

2

簾

底

器

　　　　　第　婁　i鍵　　バ揮縛スのs穀野VQ／（漁雛慧お鎧／ミび騰繊岩難1の蒔f鷺

サ姦ごルi郡緑薩地　K・％）．i．鹸塾△践壷匡璽

i
㎞隔 “『『自自丁油｛自自自触自　…隔』 p　一『『 　　 『『『T一 『『一自一胃『『『m｛自自…｛｛ τ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きい騰賑紫斜長驚嵐アフタ甥輸い澱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛λ（｝裏蓋黎　　蓋暮聾畿ぞ　iア》メ麟ヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

ir£蟹鞠1ヂ奮綴，思ク歩∴，讐撰，上聡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《）．（叢5窯　　　鷲｝3率慕　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甑瞭賂　 獲3出窯1
ミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（）．（）i亙慕　　三雛器牽3　ii「K磯船騨鱗　1為3／轡のうちの中部　　　L総
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　　i

脚轡三　v《黛1　ブズィブ渉8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（）、（践（鷺　　 葱蕪曝　　　i亙G薦M

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　これらのヂ機タは瓢灘Lルビンシ黒タでンによるアプハズ蝋キー一花闘岩の欝罫代とむじゆん

している．彼は後期バイオスのアブハズキー避入燐体（灘一カサス）は黎厩量鱒霧謙箋と考え叢鶏．

懸，M．ル1ビンシ鳥タインによれば中期藷ラグ）最後は鋸○～鷲慕×欝窃万年である韓　M．嫉．ノレビ

ンシ羅．タィンによれば，この境はケラ裳リとグミストの黒雲母による資料で，欝藝○年の表に採

用されている。

　バイオ撒から理論的にみちびかれたバイオスと魚慮轍ゑ蜘揮）境のi鱒Ox欝○万年という値は，

M灘Lルビンシ漂．タインのデータと…致しない．彼1灘1噂1ユ残一黙毒誌幡撒は蓄難擁欝×贈

謬マ演書）　申至羅畿ラ系1＝1二曙薬ゆβ就熱燃蕪撚竃とA廷羅雛1滋熊の齢翼こソ1ご這、琵聡トで肇くられているもの“

霞綬浪三感）　ユ謄系鴛マ馨器力遙ら感z番1翼（匿〉ノ麟蒔　ドぜッず鑓嚢籍肇姦、、

訳濾難）　ユ誉系下部下から膨番羅覇）繕、、アルプ．勅，1標式地驚

駁｝・一 （マ黛巽）



；雛、質議繕三醗拶？薄報　 （第院蓋7鍵懸　第“鷺碧う

万年としている。グ隻徴トとケラス｝弄のマッシフの考黛雲母からえられた鷲○～鴛慕×憩む万年と

いうこの数掌も塞だ少ないとすると，この遜入岩体を後期ユラ紀と考える地質学者がいること

と一致している、，

　M慧工！以タツはその専1報（蓋9働の申で，ケラスリ花齢岩を後期ユラ紀にしている．

　アヅノ・ジの地質を指導、している地質学者達（（》、獄．チ畿ホツ，S．S．ブキヤ，V，L。アレバ

ド』ズ）はケラ、還登花崩岩とグミステギン蹴キー花闘岩の時代を後バイオス，1誘揖むむ爺磁額凝1と

レている。このことの副次的な証拠として，i（遡猛紅おいてク窒ストとケラスリの溢入岩の

黒雲母からえられた1鱒畷娼×欝鞭万年ゲ）数字があげられている。その黒雲母は，あらかじめ

鷲獄Cで脱水Lてあつたものである。、

　ユラ紀と三畳紀との境は地質学的に確かな地、点がない。R．鷺，欝（浦薦を）配によれば《3編慮（搬

才鑑嶺、岩・はむ証lm総の1地層／こ避茅、1、．，　バギオスに不1整合におおわれている。そぎ）彗主代は欝s×憩（）

万年で，　それは三ン幾紀後期を；攣すわけであろうが，　それをきめた黒雲母のKの量が少ない

（菰謙95）ので，その年代はあやしいであろう．

讐畳累の纂準点と諾餐続と器畳総の境

　本当に鉱畳紀層び）時代をあらわす信頼ゲ）おける年代決定のデ㌧タはなレ・、

　カザフ鉱産資源研鋳総所のヂータによれば，ケンザ・バイスキー層（To捻雄繍1）の｝二にのつてい

るキシ瓢キン市の鏡毒掌讃鰍癒cな斑岩力・らの黒雲母ヂ）年代は蒸1騒登130姦×王（冷万年である。また，

下部二畳系グ）．1二＝に不整合にのる驚クトビンスキー層（丁三｝2？lll磁樹）　を貫く花崩斑潜からの黒

雲母は欝慕×憩○万年を示している、、後期黒畳紀～前期三ご1箋紀の酸性噴出岩ごり岩石全体による

と2警3×1（矯万年である。

　三畳紀や三畳紀と二畳綻と4）境については，北部灘一カサスび）閃緑岩・閃長岩の小溢入岩体

の蘇鐸嶺力三たい・～ん藝塑捗ミ繕黛いの

　ヤトイルグ、バルトの閃緑岩と花漁岩ジ）地質学酌位置ははダ）き！りわかつている・とくに，そび）

㎜1二限ははつき勢してV・る．V、N　　lコビンソンの論文に，溢．入；轡体と黛畳紀層との関｛系を明らカ・

にした地質図がある．

　三畳系に関係して，凱N」暇ゴンソン獄次ヂニ）ように書い“ぐいる．三畳系下部グ）地層はヤトイ

ノレグバノレト由によくあらわれている．　・そこでは，最下部の石灰質：岩層にスキフス階訳漆7）を示

す示準化石が発見されている．ここでは，古い結酷片岩やそれを貫いている閃緑岩の上に基底

礫岩が直接のつている．その基底礫・暑は片麻岩・角閃岩・閃緑岩・その飽の結晶質“嶽石の礫を

もつている．そグ）厚さは変わi）やすく，その、．1二部はヤトイノレグバ．ル墜摂、ゆ主峰を形成している

層状の灰色砂岩に移1りかわる、，砂岩は上部にゆくと，徐々にしかし蔀乱急に石灰岩層にかわる．

それはうすい下部の石／嬬層である．その．1＝二に，うすい頁岩質の層と劃轡躍一る灰色層状の．石灰

岩層がのる。，

　こび）層の中には菊石醤箋や轡1戯脚dが兇つかつているが，その中にはスキツス階の示準化苓

がたしかめられてい猫、，愚轍蓬撫鎌欝c群爲塞撮ユ搬1曲＆繊凱N（）etl．，漆た，M醸⇔導ε撒s，鑓碧勲熱勘

蓬総響，暮翻総t艶em細，N難撚量総蕪　などの代表的な科もある、、　この簸初の3つはスキツス階を特

鍵魁づけるものである．茎憩撫蕊欝嬢豊グ）罫二卜iには艶醗雛濃o拠（）資脅劇塾（C轍麗迄絵）芝撫貞穣墾盤撚鍵があるカ＆

これは下部三畳系の典型的なタィプで慶）る、、

　鴛熱　エデイガ1タヤンは西北翼一カー娩スの下部三畳系の業爵周轍ついての研究の中で，次¢）よ

うに書いている。基底麟の発達する揚勝は3つに大別することができる｝幻瓢キチン峡谷，

チ欝一．ルノ溜およびベスニ箋ス河．1二流涛）ヤトイルグバルト出捗）ボリシ羅イ山およびで一ル

イート、ハう升“1。

訳注尋）　丁嵐鴫は三畳系下部，申部の意．以下糊じ慧昧．

訟漉7）　、三三畳系下部趨遺

難嵯一…（7窯蕪）



鷲二干のメ礁質系・統の自境の年代をきめるための資料　（黒ほ1謝貰）

　1基底1鷺畳糸己層の陸生1原麟の発達する第嚢の地域はヤトイ蔦・、グノ吟レト霞とアノレモフカ山の地∫或

に分布する．ここでは古い結鹸茸岩層とそれを貫く溢7、岩類の．1薫覆つている，その厚さはヤ

トイルグ、パノレト江1で藝（）燃に遠する、

　この部分の陸生源麟は暗緑色の粗い角礫岩層ではじまるが，それはすぐ下にある塩基性泌入

岩の憲つたく円磨されていない岩塊からなり，これの細かいかけらでセメントされている。そ

の厚さは瓢mである。それには多分緊古い鳳化層がある。それは上部にゆくにつれて礫岩に

うつりかわる．礫岩には下部ぎ）溢入岩類や石英片繕・緑色岸岩・パ而麻岩建）やや丸くなつた．礫が

ふくまれている。、礫の淘汰と丸味の度合獄たいへん悪い．丸味の度合は平均蹴3駕であるが，

礫岩の上部では約慕○鬼である、、礫は均質な砂でセ、メントされている、、

　礫岩は熱二部にゆくにつれて，礫岩のレンズをふくむ粗粒の祈灰質砂岩と緑灰色の雲母をふく

む1沙；岩の互屡にな、る　（欝）．

　ヤトギルゲベル掬．疑）先スキフス階の閃緑岩および閃長岩から角閃聡一黒雲母などがえられ

ている、

篤　嘉　．表　　　．翫藤繋聡一カサ、スのク癖欝期、瓶畳華蝶‘才〉繋薫．7v：霧難1の鰐劉代
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　これからわかるように，三畳紀のスキ7ス層は厚い基底礫岩で始家る．三畳紀の下限は器○

×欝○万年よ絵も若くなδればならない．飾1量灘麺嶺の　G慧鋤娠）雛の鷹盤についてのデ…タも

考え合わせると，黒畳紀の下限は器響×欝のy年と碧、定される．

　以下にみるように，この数値は，揖）古い地質系統の時代とも矛層しない．

皿　畳　累

　上述のカザフスタンのあいまいに二．畳紀または三畳紀に入れてある数宇をのぞいて，惣に二

畳糸Eのもび）紅1ついては≧欠び）ようなヂータがあ恐。

　北部獄一カサスのぺ！〆1ぐボイ1．b脈北距帯では，二二畳紀層は浸食されたいろいろの時代の地層

（変成した．中下部古生麟や中甜1石炭系の堆積層など）の表面にのつている．二罹二畳細韓は赤色の

礫岩とその、．11エにのつている凝灰質堆積岩層からなつている．火1．1、1源岩層には流紋岩のかけらが

みられる．礫岩には花嶺岩の円礫がある、凝灰質堆積；岩層に流紋岩の1ご一ム状岩体が貫入して

いる．火山岩層の、褻二に後期二二畳紀始めの動物相をもつた石灰岩がのつている（マー一ラヤ・ラ～

バ濟の左岸にそつた醸クシ磁ン）上部にゆぐにつれて，下部黛畳系の基底礫岩層とその上にの

つているスキフス階の石灰藩層（T／）がでてくる。地質図と動物相の記載はV，猟　続fンソ

ン（欝）の研究にでている．

　第蓉表にあげた酸性マグマのいろいろの岩相の活動は，…定の構造帯にかぎられており，特

殊な鉱化作用を伴つている．下部二畳系の礫盤沖の礫の花醐岩の年代は，黒雲母に、よれば鴛綿

嚢慕・一（マ2わ



　　　　　　　　　　　　　　　　　嚢燃　糞i拶学　．繕　準1菱　（F藩響呈7懸静　欝ぎ蓋三・滞）

×i（）（）万年であ導ことは1磁要である、，このこと雑1，北部灘一カサスのこの構達量帯の、『職籔紀の噴

出是垂層の奪墨代を撃｝挙lfできめた髄1が二本当葬、しいことを示／，、ていゼ、。
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K嬢絃の研究室ではサクソ慨㌃ツの下部二蓬系の流紋磯（ボーリンゲの二貰ア）の時代をきめた，，

　総）　ラ登ズイツク湖，ノ㍑〆ンドルフ肇溺一リンゲの下部二畳系の流紋矯（N（）．娼！）．K＝3．器

駕，飯嵯簸蟹》3泌皿芝3／躍，時代略紛士7×購万年、，

　1》）下部、二鳳影麹）流紋碧（二窪ヂ磨ソアから3k叢筆の地質図で《娩三鴬1・主聯r黛職翼）鱒）i急貰》
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芳・第の値をえ』ぐいる、、
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といえる、，
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石撰纐お慮びその勢う賛ン総との専薫、

　総v繊疑蹴罵　就　損．（蔦繕玉）　猷、無って叙沿×薫、〔冶万彗ψ）｛直力蕩でている黒塞綴貿を．ふ◇む・オース　トラ

1
、

／ヤぜ）トスカラーでト／激ぞ棄璽靖イニ糠擬糸鷺とミぎ暴・鳳て㌔・る、，

　マ．ノレチヤノフ，スキ・…！麟（キ翼ヂヲ・鐘責　ム1．二．ノ藩寸4）1．でヤ1・禰漁9（撫そず／髪．嶽ゐ縄㌧の葦曝泰敏矛ボの醗琴ヒ韓ミ

ソヒ醸ト科学写轡がヲ餐一，バシ、鷺、キー．ノレ支部のMAドナ鐸』自象に、／7腰，平均蹴×縦）扉一妻亀

のf薩を示してい恐、、

　ナド厨マルヂャノフスキー一鱒穿マ，ル唱チャノフ隙キー曝，ボドゼマ，ル墜ギノフスキー・ヨiE薄からは

鮫窺⊇鰍幽諺灘紛麟靱籔ヌ靴1鋤瀧轍れ壁趣る（Nげ穆・行講嚢籔獅賊湛
のデ地タ紅、蝦烈ば，一纏犀ヤノ7ス：セー層は麟警降1提系一…一ヴニ玉縄イ障ト㌦お．奴肋シル寒キ

・一簾繋こ～鶴ノ然る“

　ラぜ四裏急ノレノフカ1季才（翼シヤ鳶掃也）の申音l／畢競慧牽繧1麟（V＄Rξ、羅慧訳注蟻ヂ’）窃データ）の計羅嚢嚢豪麹窪30蔀×

撮07y年の纏1を胃禽すゆこの｛薩が薫蟹沿辮のミ鞭の基準ともて採／『i璽毒離．てい愚、、

　瓢燈AN・灘雛5）のデータに、軌嶺Vl隙ξ髄の石！ジ《1岩と鷺麟すぞ遷1鷺出尉は3（欝×鐙1）77年の時蘇1で

ある　ぐ鷲／譲グン斗鐸命）、，

講尺溢三＄ン　ウ、ズベク、メ餐灘鐸麗葎落馨舞アカラ評ミー重蓮1鐵欝f謬葡拶了（へ＞ll堪。，

護尺溢揖〉　醸露慮爵♪蕪《1⊃蕉（濠鷺£、｝　で薮驚ソビ瓢ト．i・毒1斐

　　　拶糞ξ二あたむ穿　ま憲質叢猛m自罫膿蚤耀1黛ぎ1離／潟璽八藁

訳注ゆq賦わか5ないが，、欝学フ㌧嫉臓一，

搭勝嶺穆？の1絡でξ毫｝孫。　こ穿し1、．監醸1叢など（ノ）ゴ憲獲ll灘羅

　》1｝，ル1交蕨努》？〔，

器7一一（ぞ窯嚢）



ま撫質｝調獲謹i拶？月報　（第“i．7藻懸　第啄董亙一響つ

　スゆンドウンスキー岩体（1南部費ラノレ，チニ篇リャビンスカヤ州，ベノレデインスキー一地方）の

花騰閑緑岩は先中部矯灘灘烹の時代であるが，　（V．Nクツスノボイ（欝総）による動物化石

の研究），その黒叢母は詑基×憩○万年を示している。（鋳L　A・ガリスのヂータ）

　同じ嬉1体ダ）癖羅遊マ鋳蒲1岩の弄繋雲鷺塗は33ま×蓋（）（》7ヲ奪三を謬≒している砦

　蕪，ぎ濾1のヂータに諏舞．ば，V（）欝羅花縄岩（後丁鱗漁論i鍛先VIS繍のグ）黒雲母は登1》一

簸法によ参3露×憩（）万年，K－Aご法によ！）鋤9x鐙○万年の櫨をもつている。

　設，碧．ソボレツ（演（｝U）灘三ま蕊）はサ、／レイー一アド召レ、スキー岩体（カザフスタン）の斜長孝乞騰

岩の黒霊母が鑛○×憩○万年の値を示している。

　登．瓠．　ソボレ「ツのデータによれば，黒雲母花嶺岩はジ兇ヤクスイ識ン「スキー統（三ゐ磁・ 一蓬）3釜姪）

の噴出…堆積岩層を貫いている．その統σ）時代は次のような植物化石や魚グ）化石できめられて

いる管

　　　　　．惣蓋ぜぎ蕪輪ぐ熱圭雛蒙縫慰欝量i撫浬畿K．，

　　　　（｝慧1）（）纏）塾算燃葱蕩o羅欝類墓難K，　（s釜慧凱）誰

蕪v　　　蓋．薫騨羅毒遺窺蓋縫翌⇔難雲熱K惹竃鶉猟邊簸顯無駄欝馨擁臨，

　　　　P惣》輪鑑難欝無凱1〈》欝艶麗s釜翼義ε鑛》k〈蕪《繁募）．

　　　　嚢｛）t擁農蓋蝋薦鮎義織叢婁1碧畿竪

　　　　黎（憾誼＆捻Ov繍（）欝i繊1轍茎熱o。ζ）菱）L聾

　Fご　　L愈瞬（1（）穎磁戴ごo隷歯｝総《x鯖ごiZ農Lヲ

　　　　K雛（）ご熱織），

　花崩居は石灰娼でおおわれているが，その石灰岩の時代（£覇）は次のような化着の発見か

らきめられている；〈⊃y簑⇔＄誹ri無y礁竃磁乏N麟．，A慮置熱ね穏燕誌，

　このソクノレスキー層準は腕足類の翻£沁建である。ボツテギン、スキー一岩体（織一Cのの黒雲

愚の時代は科学アカデミー一鐙慧蟹（L護　シ㍗轟ン／）と科学アカデミー，バシュキー．ル支部

（1糠ぼ転　ガリ，ス）できめられている（第婁表）．

　R．碧』．　ソボレツと欝．F．　エメ1，／ヤネン灘　（4叢）は，N，鉱　フ9ヴ揮フ　（置936）　が送ノ㌦嵯岩に、よ

つ℃貫かれた石炭紀麟を記載していることを指摘した．猟L　メルクー雛フとA．慧．レプキナ

（藍攣3渉）　寺畿ダ鷺ザも翼ン糸慕と蒙菱鳶fl趨葺三㌶旗1糸慕の才転1鎖・叢器を腿ζ．1轡／し六こゆ

　R』鶉、　ソボレ・フとP．欝、　工．メジヤネン誰は瑠㌦・ミヤぐの1遜ノ～藩馨／本はデボこノ〆糸菰で磐　嚢つの奏馨f本で

第藝表　潔フテずンスキー岩体（カザフ、筑タン）の花灘嶽薪）蕪繋母縦）時代

獄 擁 Kぐ％）　　Ar鱒鰍照暮、／蜘　　　時代（x三〇難輝）

i（｝黙躍

適ナ　　F〆　　窄プ　　ノレ

が

が

336墾

蕊73

3383

γ．欝

？。欝

学。欝

春．鐙誌3

む，む劔轡

○。む欝i

慰、s

30暮

欝翰

ズぐン離、キーノレ1交驚二

蜂

ノグ

脚
，
ヂ　　彦 262

2薦

6．総

7，98

○．む鑓7

む．脅8誉4

露92

齢3

訳漉灘）　墜スク艶大学

蕪8一（73（））



霧新誉の頴癒質系暴編蔽）奢窟¢）鱒盆代をきめるための資牽導

はないと考えた。

　著者はアマン・御ラとサルイーアドがレ岩体は第震の黙ンプレ轡クスと考える．アマン・タ

ウの花闘質駕樺享はフランスキ…層を貫き接触変成作用なしにトノレネーに覆われている．へ熟

ペプキン，駐．A．メノレクー灘フ，N．S．パヴ携フによれば，アマン・タウの花畿質岩石はトル

ネ…より若いが，それは接触された石灰岩が珪化されていることで証明されている．

　ボフティンスキー岩体のサンプルは給騰窪び）研究室のイ群究で，黒雲母にたいへん富んだ岩

石であることが明らかにされている．それは，黒雲母のほかに，変成した石英や曹長石化した

少量の斜長署をふくみ，蛍石などの測成分鉱物にとんでいる、

　黒雲母は初生的な岩石と比較して二次的なものという印象がある，、黒雲母化作用ははげしく

変成した岩署がうけたものである．

　薫G蕪Mとバシュキール支部と2つの研発室で得たたいへん新鮮な（K篇7潔7驚）黒雲母の時

代は，剰凱、て謝×鵬万年であつた、、この誌は，黒雲母が後期畢羨紀の侮一織ぴ）閥に

生じた阿かの作用で形成されたこ1とを示している．

　 ヒ述のようなことから，石炭紀の下限のもつともたしからしい値は雛鐙×憩○万年と考えら

れ、る。

響　ボ　ン　累

　デボン紀の後期の年代決定のデー蓼には，中部灘…カサスの申部デボン系の中轡下部の千枚

岩や火山源岩層を貫く半深成岩（はんれい岩質・花騰閏長岩質）の黒雲母や岩石についてのも

¢〉め二たくさ入ノある、、

　動物化石で特微づけられている（紛この千枚岩屡は，斜斑花騰岩の礫を大量にふくむ礫岩

麟で覆われている，、この礫岩層は，．パ、ス携〉ホボィ山やゼレンチク弼（ボゴス撒ッスキ州1輿

谷）の地域で動物化二鷺からきめられているファメンスキー石灰岩によつておおわれている。岩

石からきめ馨、れているデボン紀の噴出岩の時代は（第難表の薫，欝，7），多分，少し古すぎる

よう甲である。

第警表　申部コープ7サスの中後期デボン紀の火成岩融時代

　　　　　　　（ソビ訊ト科学アカヂ険・一蓋G鷺鱗）

灘1す懲・∫農そ鷲お、よ　び勲蚊讐惣

ボサシ繋イ警ラバ～鰐，茎獲アノレカ夢噴縫、i雛1

半深／粛鷲1の花繭閃長岩窃，）1黙雲ζ駄

ミ「ネットからの黒雲母

はんれ．い一閃縫岩

凝王藏美潔（s鴛籍w〉無灘竃案鷺）

はノレれい二岩（半深置或岩）

　　　　　　A欝憩
K、（％穿
　　　　　（m器諏ξり蘇r〉

姦．○

黛．78　　　　1）．烹、（）〔）8

7．蚤○　　　（）．蕊（）3

？．2き　　　（）．三〇3

玉．7黛　　　　〔），○鴛農藁

7，器麟　　　 ○．（）嚢56

裏．響7　　　　0、02驚8

時　　代
（×難｝〇二漂罐騨）

3欝

3灘

認s

騒勲一零

s償

慧罵

誕5

　これらのデータに加えて次の，ようなデー一タがある．　上部デボン系，　欝撚蹴呈撒（レジ溝ンキ

村）の海緑石によるN．Lポレバヤ（蔭），オ…ストラリヤの流紋岩の黒雲母によるJJ勤礁匿滋㈱

磁撮．（灘），テネシーの、焦部デボン系のピッチをふくむ泥板岩の鷲一欝き法による玉C，CO聴

礁漏」．L．K磁欝　（5（）），および同じテネシー一の麟のベントナイト中の黒雲母による　｝ゑ野蟻綴

（6嵐）などのヂータである．

　後期デボンのためのウランー鉛法の数字は（C葛騰繰（蚤K癒））ソビエトの研究室の罪ンスタ

ント（厩講惑鰐・驚蝋y鰍罫威）で計算しなおす熱上部デボン．系のベントナイトの黒雲母の

5嚢一（？欝葱）



糞遜～鷺1灘三糞i歪響　月薫芝　（．鐘l　i7蘂妻　毒糞置．1・欝・）

K一一Ar浸驚ぴ）数蟹llに長猛レ・“

　」．（ン海も（翰）はその後の研二寵で，スエー惜㌧〆グ舞娯穿マ層とテ率ンーの．．無部ヂボン系紅おけ

るUと麹》鵬，騰螂の比から£舞就輸猟壌騨）地麟の時代は認○～350×憩○万年であるとい

う糸吉 訴舞をノごL。「てマ・る。

　まノ柔シ芸）．　£1乏雛藍（誌＄）／ま盤づ麟／奪議斡の舞菟、ζ総ゐ謡ぐ、〉£（）瓠も　と　K雛1夢のテ壌叉龍・一グ）、．．ヒ葺獲ヂ樽ぞンノ系（わ

ピヅチをゾむ協くむ1磁轍1峯斎の鍬挙代についΨぐ1洋灘iに幸簗餐量し、ラ　ヂー求ン〆浄己と了ぎが疑糸裟のメ魔を愈34（）～33慕×蟹）（）

万年よ！？宵くはないはずであると老えた。，問題は導一一ぞ碁法でえ軽れた数字iであること，ぎL轟

K癒）の欝磁年の表に引用麟・ゼごいるデ購ン・紀と蕎炭紀の境の3鵡×欝○万年という数値は，

対比する場合に，ソビェトで採用されてい蕎）K¢〉崩壌係数によつて再講算してみる必要がある

ことを嬰癒簿躍鉱、ドぐ壽雛く。

　あらゆる外顛のゲ㌧一タ1よ，：後期ヂボン藏三に蕊○脚3欝×憩（》万年という値を一峯えてい難が，こニ

オ匙．1ま寵ゴ郷灘一・一力夢一タ監の置）嚢一灘3のタ菰F憂聡雛艦膿繊1／麟に』貫“ノ＼1、』ぐいる，3護（）×蚕）（）ヲy奄》ーレ／l戴をヅ糞咽す

盤1慧齢雛三謙き仁軌覧罫鶏凱アノレカ！、3；鷹・（りli尋・1幾に迂韮実把心

　一ヂ麟3ゲ’7繁ン系Ω溶、よ〔メとくにll彗壌シデボン「雲系は蘇冒鷲桑ツ轍の薩蓬懸霧、1、ilくとし，「いぐじ．ゆうゾ爺ん；検葬毅惹オ葛～籠｛、

σ）ゐ鷺ノぶヤ、⇔

　準期ヂボン紀さ漁．て鋤×醜万年と決淀麟Lたシバイの絹雲擁：がi㈱年の表に鍵1準，琴，1、く、景、、

て蓬i褻1灘おオLてマ・恐。

　瀬灘野ルの先置黛癬／l縫で下部聡炭紀とされている慌つンス翼一一ザンドレーエフ遊鵡茎養体

の花纐岩の震母は，3器お．美び3欝×鎗○万年の値を孝す窃

　下部〆潔ン系　（C｛）葦勲麟撫　の1q恥部）のベントナイトの黒雲母は，＜S熱i漁，暮縄輪欝と膿1，

輔謙、（難））『によれば，アメジ勲式の墜惹一崩壊係数　（厩麟脅謬鍵×鎗畷1巽蹴蝶，毎書・継嵐鶯×憩

嚇y綴が）で計撃翠すると窯つの数纏がえらオ戸耀）謙）3驚x沁○万年，覇3纏×憩○万年1平均

は3餐｝×憩Ol聯年。ソビエトで採用されている係数で計算すると平均年代は3繊×烹（矯万年とな

る．同じベントナイトのサ蒜ヂインについての閲乱シ研驚旛マ）データをソビ’瓢トの係数で計算し

灘すと紛7×憩1）万年の時代を示す、、また，C麟麺癩繍の下部はΩ難雛導の（諏灘ノくントナ

イトの黒雲母とサ提ヂィン／こよれ1ギ（難）輪○×憩鞭二｝涯1豊の値を示している。したがつて，デボ

ン、葱シ．ル・リヤ糸慕の鏡：は蚕）蓉×釜｛x）17勤辮蕊な勢輯琵1嶽憤三があ恐績　しか乳、．撃　こ藩㌻らのK一・Arぞ去の謙文

鷹践1漁ソ1ゴニ窯ト梱ぐき診叢／肩、さ患、て1いる、Kの／蕪壊演鰹敦に、よ㌶）斐きの｝鐙あ葛。

　イギ。ヨ，／スのシ，ル1フヤーヂボンの毎瀬岩紅吟い胃ぐ興味あるヲ㌧一タがえられ、ている、それらはヘ

ノレシ瓢ヤ騨）盆並グ～，轡俸と嚢蝋ていて，　ウラ，ノレや灘一カサスそし・て繕落1分カザフ、鷹タンび）犠懸曲章F慰趨駕グ）ン縮

1舞づ一る葺鑓ヌ、撃昇准と1黛1欝藝輩1寺て寄ある、、、

　引用され，た嚢から明らかなように，ウラルや綴一カサ．スグ）シ．ルリヤー一…・デボン紀の灘1入岩体の

翌迩胃一A「濠まの警婦鞍薪1ニギギリ．スのシノレリ翁㌧一テ㌧容ンP蔽三の1鷺入岩体（幾鍵1》一Sr滋詣1こよ1る数イ1戴に菱郵君

ぐ鎌銀（蒐擬）。

　鞍毫念1なミニと轍は，　二れらの蚤登入至詳豹ぴ）耀三質摩：1約緯ll欝（鮭慧穰シ業轟勺離麓が礎r唱康い編濾囲に、入ること｝

カζそ才し1激ど！、鞠ら爵ゾびオ£秘・。

　あ帰翻講給く楼女有麟噺考えて，シ．ル1、／ヤ紀．とデボン紀の境は纏登○畷欝×鵬万年州…欝ぴあ

考）つ9

　讐強念なことに，　シル・ilヤ糸漂こは，亙魯§（璃叢の葦幾の三藝無窒鯵、華、ζとLて蚕采用さ才したあいらまいな、薫が驚つ

難）るだ凄ラ『てヤ熱るむ

オ’レ　解　學旺イ　猟薬

　オルドヴイ、ス系には雲母や海緑1蕎によるたくさんの，墓準、叢叉があるが，それらは前後矛瀬注．た

もぜ）力叢多誓・。こミニて鴛意，欝汽〆秘・超三、藏を簿鐸遙一すること鍵）嚢装力、に，縫づ韓済事蕪鞠笥ラ乳・一タて㍉そ漕）趨£質薄難

爵勺爽艶選妻をイ1嚢力為め，脅ゴ黛重襲鎌蒙に瀬／騒1ガ㎝る薬ll馨ざ曲翻護脅のイ灘“車頁’羅三を彗淵褻）爵・鮭／こづハるとレ・うブくきなf、1憐翻寿蕊

縦｝一（732）
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率愛シ践〆婆ヤ
一う難釜隻づ凝1テ～

ぎン鼻幾桑嚢1

　　が

が

る，、

　蘇玉代決定のある象鯵）綴三、諏の中で，も・つ、とも霞い櫨を示四1『雀、のとLズぐ，　クi，ヌク　クドク総輝峯

（、カー摂フ猟ダン／）　ぴ）マ藤騰l／鱒糸議，慧垂と匹ギ轡韓ラヴニぐイツキー一暴崇鐸薫（G（』》R）譲嚢1三亙3）び）マ鑓嶺鱗勢の緩＄（bく数）〔）

万年（K爆蟹の測’定）という櫨があ礁、，

　海緑着による下部擁・ソレドヴ，イ．ス系の年代決定（脹礁蹴綴灘，輔紘，錨轟爆熱縣．VSε磁蒸，グ

．ルジヤ共戦顧科学アカヂミー地質研甕所）のうちもつとも霞いもの璽・｝感粉×憩○万年をこえな

い。したがつてオルドヴ．ギ、ス紀の下隈は・嬢む酎鱒○×漢、○○万年のはんいであろ1）、、

　＝，孝ノレ・ド訂ダず．スの、、L奨澱もあまり琴灘らカズで／洩なレ・、，喋礁鵜オノレドヴ親デ、ス糸婆に〆残・ずぐ1意力旛霞蓋、琴ノ課し漆淘

らしい，屡｛宣’塾的にもたし力認めら才した壌霞が～艶）る。それはA熱b灘鷲乏且の1疑灰撃麺）黒獲婁繊雲1こよる一

織蘇）×葱《論万年（鷺，磁），丁難撒欝Syのペントナずトのジノレ鷺ン鶴よ恐麟7×釜（X》二写年　（驚）が

あ恐。○．F蕎灘1は中部ヂボy系のベントナずト樽黒雲母による醸7×欝〔》万年の櫨が（磁〉・

ジ拘講ンによる’至慣t（灘などの新／一いヂ…タと一致す脇ことを示Lてい鳥・・クリクークドク麿

で峯　（カーザ｝アスタン）　のう総薄1鐸華1シ，ノレぢヤ糸己の〕繊臨矯鋳の〕皆こジの牽藁饗翼のものに鷲〉、’笑急

凄3繹驚媛駁）×韮、（）（〉1が彗鉱び〉縦ζ力叢潔i鯵麹さ露窪』ぐレ・る，

　．ヒに¢）べたテ舷賓ン幅・一シノレ夢ヤ糸己籔擁灘：を4・（X〉欄慮難）×慧矯ノγ潮三とし・鴨逢婁鑑籍三の1幾躍》でそオLを壌）S〉＜

欝（〉万年ときめてL窯つたよらなことから灘えてみると，シフレびヤ紀とオ擬ドヴぜ猟紀の境は

婆3欝×憩（＞万年に近い｛舞鷹代と考凝階嶺ことができる、、

カンプソヤ累
　L．T．Akl鰍灘　較、

糸己）　の：膿石のジノレ羅ン・

蘇1．　（嵯馨）　1こよ勲’縁ゴき　ヴ4れヂト！ノ〉ダ藤／褻婆轡カンブ1タヤ琴渋，三

を叉」…一登熱？去て∋瀞r叢気．．激こ緯1薯騒慮慕窯（）×三（》（｝7y磯シ野き

（1 1曝韓，カンブ’り代譜

i細

訳注露）

シ、」峯ノ婆ヤ系錺）薩ぐ壽〉ら3番繋1礎）．疑欝麟塵綾．、う燈

llギく轡il

暮LT風7ξ峯韓．）



地鐵調薮醗端報（第i衿蕃第慧号）

鞍b『…翫法で測定したも紛も鑓む×欝倉芳年を示ミ』ぐいる．これらの数値は，Cく）繍　とK撮欝に

よつてU一護％法と熱）一Sr法によつてえられたこ鷺》マ（、1こ二部カン・ブジヤ系）の500×鱒○万

磯鴛という数イ薩とともに，わ力黒1薫iのヂー一タと衛｝比するさいに，　ソビコ：．トで一採・用さ津ゼぐいるカリウ

ムの崩壊係数を基礎に事汁．算しなおす必要がない，　とレ・うことを強調しておく、，

　（吾謹ン　アツァナシエ悼7の資料によつて，　ゾビ．叢ト科学アカデ1ミー翌G難輔1において納、サ》ヤ

ンヌギ・クリヤージ（塩の、欝二陵，バキスタン）のカンブ》ヤ系中のネオボリ識ソボ・デ屡の中部

カンブびヤの下部紅つい“てグ）新しい纏1がえil判タ叡．て馬・る、，

　M償1磐鷺敵ナン（覇とノ競スタンの地質学者のデー一タによれば，サリヤンヌィ・クリ

ヤージの堆積岩層は，ずンド楯状地の結鵡質基盤の、撫窺形成されている、，K董雀酬ご駅び）近くの

セクシ繋ンからみる払　カンヅ…タヤの岩石は弱い変成をうけているが，その中によi）若い避入

岩体があるということはない。したがつて，それらの岩石中の海緑聡や噴出蝪　（翻アルカリ・

トラップ縛と名付けられている）は放射性アルゴンをよく撮有しているはずである．研究され

た資料はたいへん新鮮で．鳳化していずに，サンプルのカ！ハラムの含有量も高い．

　ネオボリュソヅギ穣1掃：い縦）いろび）轟館吻登ジ鷺を豊：富にもつており　（27〉．　お一びただしい游鎌最二蒼

をも〆）た炭酸塩岩署をふくんでいる，ネオボリュソヅ胃馨の下には藤色の砂岩があり，その下

に岩熱豆麟があるが，そのキ等塩層グ）中に1ぐ捻撃イトーや；石礁i、算とともに，誉寺ぞ敏趨勺な1噴出岩層（厚さi

蹴）がある。その岩質はM⇔騰1激な数（68）が議i載している。

　地質学的および放射化学的事実からして，｛）撚1－C瓢嚢の境は暮3（）×鎗む万年と考え爵，れる。オ

ルドゲギス紀の下5姥／麟8解轍）×獅万年で・あろう．

第雛蓑　サリヤン嘆・排グフヤ孟曜坤部カンガリ磯・細麹塒代

蓋

黛

・熱鳶　際1　お　 よ　 雛ご　葡敢　繧効

丁拓㌶“天」遜、、ノ．1丁騨醸“

　　　　　　　　　　　　　ぐ×！（）（1驚ぎ撃）
l　　　i

cm慧σ）榊ド蕪／の薬欝酸1嚢重岩申の海i編碧艀

岩鵡犠鱒中の《アルカt／・トラ・ソヅ》

誉．§9　　　　　｛）。：ま40蓉

藝、参暮　　　　｛）．i6葱

暮30＋10

欝嚢率憩

外錨士．ソビ鑑トの地質年代測定ヂータの対比

　年代讃高算のた1めの崩壊係数の値1は、測定づ㎝る星、のが古生代ぴ）古い方で’あると．大きな影響を

与えるであろう。麹磁年廉での文献では，こび）ような問題については充分注意していなかつた

ようである。かくして，その、ようなもので年代決定を行なつた璽）のをもとにして，地質時代の

境をきめることは園難であ愚。

　この間題と関連して鍬瀦一Ai輸癩（｛』聡A，猛轟1懲州）　のモナズ．1石の例を注意してみよう．

蕪つたく同一・の号ンプルをもとに，3入のちがつた研究者が年代決定を行なつているが，かれ

らは崩壊係数をちがつたもグ）にとつている（もし，誤植がないとするな‘，ば）．

」臨K晦（獣潟○）ヴ）基準、飽坤に，M癒櫓州，D撤i勲の鯖醐デ譲ン紀の花離1

があげられている．

　K－Ay法，鷺ト…翫法にょる年代は360土5×憩（）万年を示している．そこでは」・L・K犠始

は｝乳塗鳳翼望鍵勘y畿煮L　（53）ヴ）欝灘年ぴ）ヂータを引用している。

　」・L　K慧撫の年代計1算には次グ）ような鷲ンスタントがとられているl　K一一A業法は海。黙○．§綴

鵡舶y縦一㍉λ肝碁黛・蓬○葡贈が，叢1）一袋法にはλ鮮！．礁鐙讃獅がが展）れ

ている。

　あるサンヅノレについて｛皮らの雌ンノスタントによつてえられた費．M．鷺鍵麺y畿麟．（鷺）の

数陛翼を蟹｝難越1で君書署卜、鱗斐したの

馨欝一一（73誌）



鷲干の地質系・統の境の年代をきめるための資料　（黒畷訳）

　サンプ、／レ360｛罎臨一欝は若干小さい値になつた（3鷺→358と357一》3農鋤．しかし，こ

れらのちがいは偏差ぴ）範囲内に入つてL、ゑう．その論文（灘）での二慧ンスタントλ櫛蹴L鎗に

よるR藝 簸’法の年代は平均360×鱒○万年であるが，王G鴛赫　（（L．L，シャ論ン）における

・爾署卜．鱗瓢では387×蟹x）1万乗・監で澄〉〆）た、、

　W・鷺・欝熱s轍俸6）の漁磁年の研究では，巌鐙酪鐡，λ肝灘30（も！一ミ勾プリントがない

とすると）をとつてお餐，それによるK－A鴛法の年代は平均総驚×鎗○万年である。　Lj　

シャニンの再1汁算1こよると1それは欝姦×窯（X）万年となる鯵誘1席である，，趨達灘（灘のこの1論文では

Rl）一馨r法の年代は平均36暮×叢、（沿万年であるが，LLシャ論ンの再計算でも36醇×茎．○○万年

である（N瓢罵識．貯）．これからもいえるように，一・度測定されノ誌三季一資料の年代は，あとから

くりかえし引用されるが，実際は再計算されてい力轟い．

　燈各婆年，藁叢　F歌滋　は　数撫魚鴛州の火成岩につV・ての多量の緯：をだした。

　こ騨）ときの欝ンスタント　（λ鳶購（λ馨8難・寮）㎜麺，〉購漏濃、7鷺・顧）一鴛）による撫艶一鼠｝のサンフ＞レ

の年代は平均灘○×欝毒万年であるが，礁罷嫉で再計算したところでは平均3駝x憩○万年であ

る．

第i窓表　　 蕪（壌一一A難雛憲恭¢）融ンゾ講．岩の肇1雲母の疇二馨驚
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λ鳶＝篇○．ss器

凱β繍峨7灘

著奢r蘇鷺蕨』』ンスタンd著者置（撹継
　　　　　　　　l　　　　　　　l

T．…

　s礁1　蕪聡　浅綴）罵乱3嚢

　　　　…
鰻・ンプ｝．療魏置罎一iO

慕馨§　　紛7

3灘　　　3馨

サンヅル3蘇）嚢　　λ，奮楓L感ぞ

　　顕鷺　　欝婆
iサンプルM礁一欝
　　欝3　　36蘇

366　　歌6曝

サニ／劣嬰簸難㎜鴛

　謁O　l　3繊
　　　　§

　こ暴しらの、・ろいろのデ覧一タは第i2一表にまとめ ズある，王嚢叡〉ぞ1嵐に公こ表さ堆t、た二資莞｝をもとにして

鷺《）敏…All鱒dぴ）そン・ゾ頴一岩の黒雲母はKT－A罫法で｛，，R撫…・翫法でもき60×憩○芳年の年代

峠“凝）ると、ハま驚オゐプ菰、，

　蓋襲63彗去の鷺．罫ξ瓢1の幕嘗究には，　Ma童韮驚州の才熱淘馨ζキ曇牽fについて『の碧1し㌢・テ乳一ダがたくさ

ん示されている、、その中に，単．期デボン紀の数｛藪と／．！ぐ，K，一A欝法にょる欝個のサンプル

（いろいろの岩体）の年でヒの平均櫨3蟹）×憩〔｝、7鐸罫と，Rb 一翫法による嚢鶴iのサンプ＞レの平均

／直，3警〉×蟹）（）7ブ舞鱒叢識〉る。

　前述の魏恥一駁｝（籔置（壌一 A戴磁緑）　のサンプ．勘をふくむ中，期デボン糸己の花騰1醗景1二概は，　灘楓

の平均値がK一翫法では360x憩○万年，瓢一翫法では3騨雌（）御強縛ある．猛騒雛至に

よれば，二畳紀グ）滋入岩は，K－A罫法（三〇サンプル）でも，欝）一簸法（毒サンプル）でも

同じ年代一照○×欝○万年を示す、，

　ここで，いろいろの藩煮の表を対比するとき，地質学的」党をきめるのに；使われた葵慧峯藤」な資

料を謬慮に入れるべきであり『，それは必ず／、、もなおざりにされているわけではない、かくて，

近い将来，外麟の表に基礎をおいた数値と，わが圏の数値との対比の仕事が行なわれる必要が

賦奪一一（73羅）
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　また，ある面では，花纐質燐石からと！）だされた黒雲母は，LばUば緑泥石化していた窮
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に矛贋した結果を爺1．叢じ恐ことがある。

　こ数、と墜聾系して，もし，1地質壕罫的，岩華搭講的にぎびしく聡ント讐一ノレさ滲㌻恐か夕　あるいは

Rl）一一S欝濯まや欝一一艶蛋｝法で罪ント舞～ゾレさ酵・しるかす聯なら／讃筆讐～雲f歌（‘餅なくとも臨慕一凱（＞

霧ぴ涯《をふくみ，新鮮なもの）についてのみでなく他の鉱物　（サ描ディン・海緑石・輝石海角
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あとに願瞭倉鷺になぐ）ノ謡、

　蓑薫新ほ激業去や賢一一R薫法でえられノ㌘数宇をもつた潔誓1農の境は，ソビ瓢トとアメリカにおける

Kの崩壊係数のちがいから生雛た不一・致があることが明らかとなつた，薪K鷺恥の表においてK

－Ar法によつてえられた地質学的境の数掌は，ソビニ霜・で採用されている獄ン、スダントで再

計算された。アメtJカのλk，λ，蕪｛、ソビ黒トの緑，λ樽も完全ではない。ヵ蔦くして，K－A婿去

による真実の年代は，地質年代学者轍よつて公畿熱れているすべての分析ヂータについて，

袖至，λ薙の値を実験的に検討L．たあとで，はじめてえられるであろう。

　さいごに，ここに堤案し、た年代、ヒ，カザフ購タンの資料騨ぴ年代決定したものとが，若干の地

蕪？～（7霧繋〉
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質学的境について・食違つている問題を尋轍約に述べて藩3く．

　力夢黛ツス・ダン／矛斗煮馨鎖7穿カデ亀ミー一ぴ）→ど～一タ1こ，よ謹も1潔ラ　ニニ　乏糸己ゲ）護1窮寿＆30息×！0鯵　酔簿菰ラ　登1一一£3び〉

境が3難×獅万聡，《』一 急が鋤×董．○○輝である、、また，v織礁け）ヂータに。、1二れば，

丁三一一 為の暁は慧警叡鵬万奪で，われわれ、が擁ξ／『た4、のや」、猟療の肇％i年の1表まひど

くち爵遠ノ「ン脚ぐレ・る』

　K．璽．甚ト，詮駄，フ，v．K．・をンチうA。蓋。ずワ，ノツ3T．罫、り・糧倉鱈ピツうヂ至1’、茎き．セメノツ

㈱）の総、合的報告には，二二遇紀の糾膿1定に“いぐ年代学藤ヲ，癒質学的根幾～があげて騰鵡、，

　後一申期署炭紀の摺曲よりも欝くて，二蟹．紀であろ’）と騰え‘．認1．ているアルカリ器のダ罫歎匁

ク火成尉体（アルカジ輝二汗鴨擬白榴贋　一シ欝ンキン畢　閃長繕など）の数沁のサンヅル・の！、漢，

雲母のヂータの平；顯摘おして欝8士叡101）群飼堰1凌1患．ズいチ

　ニ畳最雄）重解勿蔽鐸！を．尋くむ璽1の擦こ不整・奮にの吟てい急雛Ml買玄武イを1籔く、1＿、懸　！｝一ベッ

カギ1、・マ臨蕪1隊董犀1（ク・ギズ㌦デノレカヤ暑昇尋薫，　プヤゲ“1ぐ溝ゴび）ブfづ繁）　グ）．1　郵景銘〉繰1冨矯麺1浅弓斗ずぐ譲雛ε烈コ

欝×鎗倉万年という数値がでている、、

　アクチャトフ・キー型の稀亀属を爵ノ優白霧，プラスカイト鷺1撰覇離1の巖慧母3験撫iの平均と

L．て2％±逢駆購7強庸㌔・ぞ憶がでているのア〃殆礎ウ，二坤テザま、ノレ，シ叡傭磐・，東編

雛
．

ヌン「ラ・ソド，／くクタウ皿　ノ，鳩一ノレダウう　ノ嬉やン憩ヅ1ラノレヅ＝ど（乃謎蕪1入1撃劇罫奪／癒1二才“撒壕峯隷綾マ甘鴫る蟻　ご

才もらσ）写濯／本1汰ラ　踊1誉羅翠f／爽系（ノ）．1二瀕／び）麺醐婁糞力ま物／ヒ罫ゼをも》つ、燃1翠響憩），　中一丁、L霧i≦孝 遅擬糸£グ〉継1彗勿イじ畢ジを

もつた火1．圭鵬審層＿貫いている黒罷鑑織花闘轡や花醐ノ、孫，館ほりも警くて二講紀と縁えられてい

る．第纒表には疑期ヘルシ＝ヤ期繊，1脚）年代が翻，忙ある、、響懸嚢嬉好滞逢紀の各部分紅

率獄、奮する蟻キ霧叢グ）蓬騨｛織め叢識異ず㌧ぐξ鄭凝）、

　壽論くしμぐ当　肇1慧淳ぴ）多くぴ二〉糞鰻玉鵡覧と欝／鋳報慕貧　力唯ヂ毬、ノ‘　．㌶ン　貯｛、．　ノ＼ノレじ・1二汽乳轡1（ノ’）控。、鰭ア嚢￥凄畢，ぴゲく

窺驚糞讐嚢鱗ζアτ罫蓼て競ア野華スカイ　ト壌ξでし麺1㌔し．も鱒稀て金属などを醤…ら；～茗綜捲讐鱒1　　ンされ、て』い・懲。、　ぞrれ、ξ歳ま磁

灘釘藤矯葺勺ヂ’一一禰力ら芝二鰻．糸戴／こ．入藩Lら諺隻．叩ぐ㌔・る壽

　カザマ、ス・タンでは，アツスカイi蟹の繍き金ノ、甕，諺を！睾う花1蒲鴇は，婆轟；費察的に嶽〉訟騨）sl無黙城s謡｛

の…、員グ）中に入れられている。，たとえばバヤンゼ牲ツル，　ジヤネヴト，オルタウなど（鱒ラ

黒雲母にぐよる時代決定のめのサンプ．版嚇微から考えトて（LV』仏1〆ツ，統Kノ鶏〆ザそ

の・繊，慧，慧3，鋤，この花齢，よア丹スカィトでは坑£いらしい』7テ、カデトから頒サ淵の

楽糧魚羊ノ法、馨ぐ1雲懸誌をラン1雛三憶膚ること楼諜濃ニマ・・、ノuξね・認～力為し㌔・こと榊ぴ麦）驚）、、

　たとえぱ’，バヤン爵アウ，ル・岩体の糖代をきめるのに．中粒灰色の花禰鳩からの，、1、調㌧1媛　」概

し1配（2韓）萄　この素熱箋灘薄婦諜窯鯵○×亙（）（）7び群を5糞し．世ぐ斗・る　 、汽K、　」薮ンヂ1こ、よ1才し韓ざシ　ノミヤンがデ！ラ蔦・

溢入岩沐はムノレザーチ撒ク1 llの部ンずで簸m驚燃雀1撚／縢に接触変／ラ甕を与えてい器む

　L、V．　灘ムし　ア　（鍛〉の研醗にジ喉　ネヴ　トぴ）嬉拝廓び）羅．諸へ母と花1多縫鋳，に／鼎ずぐのテ臥一タが澄）る軸

残念線ことには，第i．擬ご本文の間に食違いがあつて，それがど1蕊で雀説明されrぐいない、，本

文では（騨灘亙），桃饒細粒の曽，拶スカ岩質花纈キ1撫切る。1、曇石一、、！、嚢母脈幽綱臨」（羅

欝が鶉鍬燗万年ダ擁！fをもつていると’き・て1登）る、、鋳纂鞭ではそのサンプ．ルの時代は欝8×

！（沿万年となつている、、さらに1本文では（1）、鍛め，　サン1プル鎗2／騨　花繍繋は購｛）X翌｛）（）万・年

の値をもつていて《サン壁ぐ》レ鎗創鑓群）姿，茎，箋雲曝の時代とよく　・致している緊と脚，熱＼あ15、、第

i孝幾甲響1激冠震／蕪7／汰ノとし力尋こ鷺磁》〉く蒼）（）η磐ぴ）イ1菰をノ蓉し芙レ・る．、

　このような食違いは著蕎でなけれぱち解決のし、、よ　がない，，しかし，あら委、1）る場合を騰えてみ

》ぐも，　ジャネッ　i・の識1鋳1・1潔糞・蜜ある愚楼の1、1＿、母の　隷3（）×罫措　ヌy盗黙という晦藪のプンが糞　ξ嚢縷亀がある、よ

うである、，たとえ尊ば，　ジヤネツ　ト鰻体のモrラ置ズニ賀の時代が　｝）1》・ 一　でソ　1一一ブユ法で　　（猶轡黙、バ貸蓬

1こ．曳・亀））懲溝細濤7（）×翌○｛）フノ桑1いで・あるこ．翫な鍍ぬ藁鍵〉も繋難ゐ、図）碁）オ之、る，，

　オ．ル汐帖、．瞬は申部および下部ヂボン・系の噴娯糊継葦1いてTいる．その上醗の響㌧・ダはな

秘・、、翌論V．　灘諺、レ・フ／こ、よ壽裾ご，　薄輔ノレタヴ写鐸詫漁多くぴ）海餐1ゼもーうア響．ス書塚　む餐ヨ蒲撃｝て3凄）ると

いう裁ぞの中には、　　中粒，細粒の榔毘1，花華、鞠三暑，芳．六ラヂ撰、ある、，《、ぜ蝿夢い

轟婁　 （7罎《》〉



i辮トの地1系耀髄曝額璃戦“讃ノ観鋳悩♪糞料（細趨｛）

のは粗粒お、よび申粒の燃耀　婁欝　その鰹終1ア＝纏ヂト編花齢》という名1蟹1で解釈さ

れる、，姉なものは鵜勢償塁鎌。、も！〆，擾，嘔の、類プ讃のがオ．駆趣擁）複拶懇慧の中に凌燦溝な、1）

ば，どのくらいの’、翻合でその中にあるので叢搭勇か？

　蟹淋¢）i騨1の糊／燃蟻岩の洪積統の礫撚訳つているもの加躍兄ナズィ鞍）時代は，馬鵬〆Th

で麟x獅万年，憂》騨ノ竃．テで鰍／×鵬万葎鑑で軽

　V．K，鴛升（灘）瓢、熱〆ば，オ，ノレタヴの避∴穆・イ1・ノが躍湘岩中のゼくグ嫉材ト脈のil雲母

は平均漁×獅万桑1ζである，，新鮮な黒雲母鶴・べむ　以カギト騰花1密皆の封腱入窟麺

あるオル’タウ岩体は，V．K．擶ンチに，諏れ1、ズ後三期へ．勘シ論ヤ（二一桑紀〉と油，ぎえ1講1、愚難

　黒4．v，　罪」．、垂　ツ，　野護．s．　ツ、で　り擁駈7その／慮　（鷺感）　錺）1論三文鮎に1壌，　…ミ。クタウ霊三麟簸雛（ノ）フ診，ノレ認ン浸奇

に、疑》年代灘碇デー一タがあ茅，それは錬シー鵬×蓋1獅沸の麟1ン響》ある、、1セの1母に．疑）年

代は綴（），撒｝，3欝×呈「（）○芳年である熔

　驚つの，懲難糞ゆンヅレレ蓋、塔藝，3、7、嚥藝（麗肇鱒鷺嚢）藤　それを分離L，．ヅ鋤全岩二質1一冒ノ！・さい

値顔純「て吻いる難脚レで影舛ジ睡ノ麟轄紛綾ほ礎／ヂ1・脈のブ貯C芝・ド允ヂゼこ♂の狸・

ア亡ノトー一法に捻rl我1、美器器X鵬万年を彗毎／悩，？唱ミ1いる縣

　夏，ぜ．v．欝ムゼ㌘に、財庶，サ、ノいヂ愚蝉ジ醸のず・隷㌧搾頚・1講鮭噸をむ講輯講銭三礫ヂ騰ナズ

石の年代は鯉×欝07i咋（鮒（灘！1’1玉に、よる）であ一冷

　検討麟隻〆たヂー謙はカザツヌ汐ンのヘル乎 臨ヤの火成鱒l／が雲．ご厩トの蜘独…三絨のものとc頁

く似てい礁こ、とを離彗．夢三麹．ている，、

　稀金属鉱化作湘⊇／；，ぞ篶誉．紛1）1、）一γソトーヅ怯に、Lれば撚袖鰍）＞く継）．扉1泌年／賢

｛）・・，プQ，跨．これは臨の地，嬢の準〉の、祉似ていプ、

　1副か1脚「，，1。濾の議紀の瀧入薫淋の，全罫／fお、／び調漁K Ar法に、類磯喰1訂捻いへ／涙、．ご

韓、篤”驚る．禁、誹触鱗鑑｛疑》瓢取醜ニノ．咋のオF一一捗一窮鱗臆完暦『ヤタ朔騨優鵠1郷の

構動が飼．聯己であるこ．とを獄、ズ㌔灘qその「響，淋はi麹鳳とから考えてみ’し，アf．タ，スカ．融濃

孔ぞ＼輝ケー 麟‘判）滋入の撃襲生じたものとはとりや／えられない鳶

　　葬くの’　緊，　麟織決奪1激れた暑体は多・絹で藩諾（たとえば，V感乱噺ンヂ7にょざ／ミトギス

タウ瀧ん、漫，脚、二はジ．、，薫．フ▽灘．ヌルラベクタ1，＞・アタ3ア、縁／シ胃レギノ、ζど）、、その嚇　 織／

のどの時期の｛、のに勘て辮代決定昌、たか洲嚇罫賦墓　、吸る譲

　　、庇に，V、K謹一ンチそ墾屑甑（鋤が、、1鄭麺ついて脚一慧齢X達、O／）万鱗融び脚》く鵬

万年纂略ヂ瓢．ダ景い徽（アルシヤノレ閥，バトギス鈎の，1粥×蛾｝万1涙アノ／〆シヤ批の

、駄こ禦×蜘万年（ジ誕べ際バ『荻ル）暴・餓｛，だしている、騒き　鵬×撫碧墾霞、ちがつてい

る糠をどう考えるべきか，というこ、とが問鄭．幅なるであ　う、、

　複雑な劉i麟体膜ぴある後期へ、ノ賠・欝鞍、〉（働麟，稀金1、轍懇げむべむ）糧耀紛．Pないろい

ろの時代の1脚1、麟欝苓の二婁，～穿〉関係をきめるこ招、llむ〆、5か／．「．いが，カザ17，1タンの簸質8．1，縣轍

、、Pて糊1｝いろ髪・ろの時代1謎》泌戯ノ“捉糊噂認石につ～ハてグ）デ・一蛎．禰ゴ汁こは時

寛に適～．）娯、）のであ萎ン、，

　　K．長．サ1・ノ傭フ，V．K一肌越狸）簸（4のの総…ご湘な報告岬1嘩，石炭紀蹄i／は，馨ミず

篤、1、に1獄，ル・ダ、ルー癖一／麹）渥妬か1之謎めらオ1ーた3欝×鶏万鞠，）韓1があ1、ダら灘ノていた“次に，

カ「ノレドイ〆ノしベンスキー一キ体（二，ク．ス，脚娠　4噛ゾ屡許ンその鹸、〉く級郷1紛黙晶l／鱒年代の堪

．吻であ婆3灘×肇、蟹）万年があげ1タ頑』ぐい嶺．

　　勲，ルド　ギノレ黛ン『区キー礎　　峯薦体の花海質躍｝讃は中穣鐸　、鷺灌、轍づ激き，　下藏玉．　　盛中に羅樂となつ

てあらわれる。、また，二磁緯のアラス麟1質花鹸暗にし＞て聲謝かれ、，多、，

　　V，K，駈ンチ菱・の繊、（講、）の研究に，嫡、ば，後期石　髭繁磁入キ躍・纐二考レダ、ノ以キ威縷瑞

撫の数韓次（ノ『’）、，／漁なものをあげりぐいる、、アダ、ぬ馨豪は慧貌ずで瀞i定し・て錦転憩の露1乙，贋

堀済、瞬隷、雄鐵お、奴牒壌母で鷺3葬×鱒万年，纏／，碧ヂで辮x鵬万・年を瀦．。1てい纂燃

　　　傷縷殊淋は酵・灘バザ／～レ蝋ギ轡、／内に相’1げる星、ので，鰻∀、、1講は3雛×縦／万年を承

醗 一σ4叢。）



こ繕荏馨細1舞彗二灘三拶？　メil　響騒　 （麟蔭嵐7巻　 鐸ぎ甚蓋タ華）

謹叫窃　まプ穏ラ　、、！、＿、碍♂ぴ3蓋暮，　3韓ε×茎｛X》コ彫1を巧≒し夢　ギ、1翠ぎで2鍵曝、×置《X》フy岳終をメ罪博旧軋・ナーソレノぐンノスニキ・一

1霧舞一こも宰期争すL・葵ηL．V．　慧ムレ・ツ詳讐ぴ）｛慮（獄3）ぜ）羅嘗疲豊て鰻；よ二むノレド㌧ぐノレミン〆スキー麟苧（躍警握濡環欝

はない，）の花鋳臓．繋、ぐゴからの、、鞭、酬ま謝，鋤，漁，鋤お．／二び輪×蜘万年グ）値勧｛して

いる、、

　K漁　サトノ鞭フそ（ノ　縫、（菊）の研究で1二、鉱，中期聡炭紀の絶対年代測定の基礎とし顎．カレゲ

㌣
、 スキー・の総蓼×緯○万年、という数緯．、ご糞し・てい楼、　トパル，スキー燐体の花1隷う鷺緑暴｝はヵル・

ドイル臓ンスキー馨体の．ヒ葺　η紀の花趨繕によつて貫かれている．ジこ，しンガルスキー一アノレタ

デ（ア）藁遊ノ、岩黍翼／よぜヂ搬1￥ダ　タ翼を蓬鋤レ・てTレ・るゆ裏，　そグ）㌘奪鱗ヴ）、i熱製護母ガ）デう一、ダ“）興擁揮としノwぐ3慕響×蓋（x）

ヌゴ渥1　）直漆窯察えら出し卿ぐマ・る9

　－V．K，　じむン／一ヂそグ〉／鷹（窯葱皇　罫感露シ　グ》ぞ漢勝鷺窯欝，　・夢一㌣ンノ「ジ監傘守一一マ鉱撫1藩鴇／汰嵯楼魏畢1榛羨糸登／こ丸』ぐ凌）る

が，老区購艶代は鱗1二の、、熱雲母轍よれば，蕊2，瓢（），詑1），330×鐙（）y斡で糞る．

　その研究で（瓢），　シントスキー一・ニニ輩イタスの花1掘鱒緑業垂を中期；嘗炭紀、1こ、入れている．嵐）

翫騒4の花崩閃，lv3、．鷲の全額デで抵蹴×蓋鶏○万年，その、羅鴨欝：は惣x継坊湛で蕊1）る．驚♪

N豊撚S8の優臼覆、、！．闘羅花醐閃緑嚢の辱、、憲織は37（）×藍．（｝（｝刀嶽を胃隷、ノ「ている畠後の数侮を騰憲

／こノ～才も辞皇力宝碧、）爵　～孔董鉱　二鷺・ン磁ヂプ籠ち／諜1欠〈7）、よう／こ譲洩ずぐレ・隷。　く審え1払才L、ノヒ370〉く三（》（》フy灘鴛と、・う

嶺冒禽謡よ，茎ヅ、1顛yジー、アン／翼hノレ業弩峯の音量の護三1編牒鋒難業寺繕，俸韓1ついて澱唖ら」褻，たもぴ）とcよく一→致1“て

い桑、タ》　かく『ぐ，欝叡）黍の　L．V、罪ムレフ　⑫3）　のヂ㌦一タがl」，藷、される．　そ、二では縷1部ジュァ

ン獄ヌノレ耀）；1慧1多畳鱈1，隠呈1ζノ醸、摯イ難激36（）×蘇）Olガ灘［祷柔磁潟ら才じてレ』・る。　シ旧諾ト、ス病》一費驚イタ、スグ）

蓼受／こ凄異ダら薄Pゼぐ秘、る黛鷲）（ノ’）、、i、、．濫髭塵ガ）乗三｛箋毒鼠オ．〉寿膚鮎げζ』・るこ二と　（鴛誌7と3蟹）x蘇）ζ）．万鱗9　 ぴ）讐饗1覇

は，講文1、二1タ1男㌧か1こされてはいない，，本文には（罫麟），欝（）×憩○万年の数1直1趣夢鉛ぎるの

であろうが，　・これはサヤン・び鑑1、轍，、鰯署の352×達、○○芳年と3、巌い纏といえ念，　とのみ』，毫．蓄いてあ

る。　ワLゴ撒」ト磨ト！緊7カラぜミー風£諺鶯護ジi酵鰹響鷺蕪戴のデ）一タて聾よ，　シ1敵ユアン／驚、1父ノレ．駅拝オのマ趨繭1業孫謙

業（7）ε一ll二鞘）鱗．冒旗／激，　300ウ　黛＄審タ　30む，　鷺暮裟×蓋○○ヲy喬ヒでヲ　アノレ・、脅サ購受鶴▽1ン《磐イ鴛1頴270×iOOフy岳替ヂ響

痘）考ン　（1溝じド獅ン・τプノレ“、、！．週縛躍諜300×景天）7ア達蕃）鎗

　V．蓬惹　」砦ンザ・そ・ジニ）！疸1⊇よ　（菰め　／愈アノレシ、夢ノレイ・　爵蒙を禽霞婁舗ま≠ご／よ吋継朝孝㍊疲糸義グ）葺差ノ～景｝奏頁1・瓢し、評で

いる暮

　この景．1体のマ麟麹、1の、、1，1雲母は講暮，講○お窯勲び2薦、×憩○万1・の値を示し、P争全蜜葎弄は鎗藷お、鼓

び277×蟄導7y年を示す、，雛総×憩○芳響は新鮮オ丈花1爵岩を反映するものであるが，慧雛および

叙X》×餐）○ヲ洗年隷よ三餐’麹懲勺繋藤喬をξ》けたものであ謹）うと打鐵、ざしてマ・る（窯！，欝．4箏）。慧羅3×質X）77き三

グ）責撫愈　茸づ醜懲一一一S37ζノ）彦野ン汀プノレ博よ，　3奪8．×i（異）ニノ7 罫グ）撫薫をオ葭動暮一一39グ）、、！、灘1暴議童）も薫竃／こ　聾ノ）

でいるに1もかかオ　ヘ）ず，　謹．鷺鑑擁の1爽1演蕪グ）ヂ～タによれ韓1’，　アノレシヤ，ノレイ爆体の揮、、雲薄ガ1浦寺

イ機1、よ鼎○（〉×iOO二乃欝（K慧乳07ヌ冨）　芙ま㌶濠、1凄激窯77×iむ（》フy嚢義Wぴ凄）る“

　V謹丸　噺ンダ」その他　（欝）はアクソランスキ・一轡俸を一1期ヘノレシ講ヤ期　（麟欝葺暇炭紀）にし

ている、，それは、、無部ヂボン系を貫き岬，後一前期石炭紀の花腐　ず滋入燐類に貫かれている　（塾，
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万年（鯛の数鑓），慌籔た，3簿×欝燐錦駁シ喋／・スキー・二冠タ、ス）ま露驚鵡．導○万年（アルシ
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若二1二の地質系雛統の境の無代を紬！）る加試、ガ，慶料（黒1 ll訳）

ている、，激た，オルタウ磐体は購○×憩○万年という櫨を董〆、）ているが，それは花騰岩で・はな

く，より末期の白雲醐li受の1ものである雰

　　力嚢ま藁コ欝による鱒彗・穏と護≧景郵難によ恐誉～f罎と1濾，譲獣1本、とL．、ノーぐ1撫な弩1女嬢獄，㎡た壌蔵を擁セずこと1；よ毒鱒

味のあることである羅力！．！長石のγ纐び瀬ll定値の平均は脚×鵬万年で，それは騰一脚×

紺○万年の範闘である段

　　獣K，葡ンチその櫨（灘、）が灘炭紀φいろいろび．）部分麺した邊入．岩類は，畏石による年代は，

．・畳紀の長蕎の眼1裁にたいへん近い毒震縫示L〆でいる．

　　　，．懸1．む紀の溢ノ燐1饗灘1こかえつてみる、と第その輸ナズ’石やブラニ〆ネライ　ト玲＄鞭…ミ8．）平均はα》続薦〆

Thの比によ紛撚×欝○万年で1艶〉るが，も1』匹クチヤ勢ン（ご二rムレ・マ，！勝7）の少し、はずれ

た鷺つの鰹，3難と330×欝○ノy年を．糠えズ単均すると照7×憩○万年という韓1になる、、

　　1二れ、らの平均腕（馨7？お、、奴鷲雛×mガ年激1鄭聾滋入撃淋の黒雲母／潔．）いての雛（1器鍬

騰ヌ．咋）や力擁、難霧瑠派2簿×欝○万年）に近い。、｛践、，獅瞭鱒㈱タ／仁7▽）花轟岩（玉L．

K磯））と関係し「．、硫閃ヴラン鉱のU－Pl）法の数嬉やぞの紘のヂータを加えると，ヵザフス．‘ぞン

の優ド，纏磁人二岩類（後自串、購剤凝紀，先後、瓢一瑠艇）弼1黙露寮ゴニ瞬・や1灘驚1一日・いア．承ノ、髄、の

／以たよらな避．人1岩体とそフll〆轍ど開きが匙ない、、宥炭紀と・二語奪1：紀の乏鷺の蘇ミ代1歌27蕪×欝（）万年とい

う数雛がでてい鵜からであ《〉（蓋嚢鱗年（ノ）工L，K嘘3の表媒よれば認○×欝慧万磯玉）。

　　ヒ述のいろいろのご．とから緯えても，いろいろの葺、劉陰があるヵザマ慌タンの，火成翠。1を，糞鼻々

の，量淋の地質学lll唯麗から，また発騨7一縛群壽／…約，空脚1雛．殺階を細分するこ藷は，たいへん園難

なこ撫であり，補墨、鑑的な研究が必・要である輪

　　か◇ぐ，現在では，か勇1ノ．コψン，1也ガ独得の地ノ綴年代表につい叫（“語添こ柾吃カザフニ義タン

地方のヂ竺タをi也質年代表にくみ入れ峯こ捻塒期1騨』であ鷺）9

　　カザフスタンの地質年代表の問題を解決す噸）ために1τよ，基準、1，寒と！〆てえらばれた地、域の詳細

な地質学的，繋拓学的，1韓位学的研1塁セが必要であり，剛寺にいくつ加鋭）実験蜜でいろいぞガ．坊

法で測定することが必要であ導，、
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