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;みん粗の地質調査⑲1

礫

のしらべ方

礫層｡礫岩層･礫まじりの地層をみかけると誰でも

｢石垣や遠路でみるような玉石や砂利か入っているな｣

とまず思われるでしょう.しかしその地層を砂

利がたくさん敷いてあった道路からできたのだと考え

られる方はないでしょう.道路のバラスは向こうの河

原で採っている一これは昔の河の砂利か一カキの貝

殻の化石も入っている一海水が出入りした昔の湖一

昔の湾の底にたまった礫層?一礫は外海の浜にもある

が.こういう調子で礫層や礫岩層を見さらにいろい

ろ突っ込んで調べると一見なんでもない玉石や砂利

の集まりからその礫層をふくんでいる地層ができてき

た過程を知る上にたいへん有効なヒントがひきだせ

るのです.今回は礫層･礫岩層をしらべるとき基

本的に大切な1個1個の礫の観察の仕方について述べ

ます.

礫･砂･泥

地質時代に陸地の岩石が侵食されてできてきた岩塊･

岩片･砂｡泥カミ川に入り川の流れで下流へと運ばれ

中生代の淺海成らしい礫岩層と砂渚層(陸中海岸)

負靖夫

川の岸に堆積したり(河岸段丘堆積物)川から氾濫し

て堆積したり(氾濫原堆積物｡扇状地堆積物)川口の

先に堆積したり(三角州堆積物)また湖や海まで運

さいせっ

ぱれて堆積した(湖成･海成堆積物)ものを砕屑性堆

積物･砕屑性堆積岩と呼びます.石灰岩･チャｰト･

凝灰岩も地層の仲間ですがこれらは砕屑性の堆積岩と

は別系統の堆積岩になります.

さて礫｡砂｡泥とは砕暦性堆積物の1つ1つの構

成粒子をその大きさによって3つにわけて呼んだ

名前です.地質学的にもっとも普通な区分は

粒の直径

礫(れき)2mm以上

砂(すな･さ･しゃ)0.0625～2mm

泥(てい･どろ)0.0625(1/1仰m)以下

この3種の区別は礫･砂･泥がそれぞれの粒の大

きさの階級ごとに分れて(分級されて)自然に集まって

いることが多いことから生まれてきたのでしょう.

目でみたとき泥では1つ1つの粒がよく見分けにくい

し砂は細かい粒という感じがするだけですカミ礫は

一番細かいもので米粒の半分以上ですから1つ1つの

形が丸い･かくv∴でこぼこだなどとよくわかります.

また礫は1つ1つがつまみとれる以上の大きさで大

きいものは持ち上げられない･押しても動かないほどで

すが砂や泥ではその1粒だけをつまみとることができ

ません.砂は手の中でもむとザラザラし泥は指先で

はさんですり合わせでもほとんどザラザラした感じが

なく水でぬらすとベトベトするものです.

そして構成物質についてもそれぞれおもに礫は

川の上流でみられるホルンヘルスの巨礫�
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号看(鉱物類の集合体)砂は1つの鉱物結晶泥は粘

土鉱物からできているという違いカ童あります.

普通礫は陸上と海のごく岸近い所砂は川の下流

湖･海の沿二岸海底の陸棚部派は大きい川の川口湖

の中心部海の沖合海底では陸棚斜面･半深海底にも

っともよく集積しています.

礫を調べる4つのポイント

礫の様子を書きあらわす(記載する)のには大きさ

\栄

(粒径粒度)形(形状:Shape球形度:Sphericity)

丸み(円磨度:ROundness円形度と訳す方がよいとも

いわれている)岩質(岩石種)の4項目につV･て調べ

ることが重要です.

4つの項目は互いに晋んぜん無関係ではありません.

とくに形と丸みとは切りはなしにくい関係にあります

が形状が全体の縦･横･厚味のバランス円磨度が川

や海の中で磨滅されてどのくらい角がとれたかの度合

をとらえるのだと思って下さい.このほか礫の風化

の程度や特別な状態についてもメモしましょう.新

しい割れ個所のある礫すり傷の多い礫光沢のある礫

礫岩の膠結物が付いている礫風化の玉ねぎ状構造をも

った礫それぞれに履歴カ堵察されます.

い水につけておくつぬれた布で水滴をふいてから始める

と礫に空気の泡カミづくための誤差が減らせてよい結

果カミてます.

(｡蓼タ買下賃捨習入)1
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直径の3乗値

(3ケタ以下4捨5入)

礫の粒径･粒度をきめる

礫の格好はまったくさまざまです.それで相互の

大きさは体積で比べることになります.普通まん丸い

球を礫の代表的な形として使いますから結局礫の大き

さはその礫と同体穂の球の直径の大小で比較されて

いるのです.それから礫の大きさカミ直径2mmか

ら数m特殊な場合には数10㎜までありますので次

のように4つの基本的な階級に分けて取り扱います.

球としたときの直径≡名称

2mm～4mm(1mmx22)一紬礫(さいれき):Gra口ule

4mm～64cm(1mm×2)1中礫(ちゅうれき):Pebble

64cm～256cm(1mmx2､)1大磯(たいれき):Cobble

25.6cm以上巨礫(きょれき):Boulder
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16,8曲.
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礫の大きさの範囲を求める｡

1っ1つの礫の球としての直径を精確に出さなくても

よいときには球としての直径0.20.40.81.63.2

6,412,825,651.2102.4(cm)･…(1㎜m×2冊)で

区切られるほどの範囲にその礫が入るかを調べます.

それには前の項の容器にたとえぱちょうど球の

直径3.2cmにあたる礫が入ったときに水がある目盛

のところまで上るように見はからって容器に水を入れて

おき球の直径3,2cmより大きいか小さいかカミわから

ない礫を入れてみてその礫の大きさの範囲(たとえば

3.2cmより大きく6.4cmより小さい範囲)を決めます.

この操作を何回もやっていますとかなりへんな格好の

礫の大きさも目見当できるようになってきます.そし

て実験中にみつけたちょうど3.2c㎜とか6.4cm

とかの直径の球に相当する礫を比較用の標本として揃

えておきますと目見当の物差しになって便利です.

礫の体積を測って球にしたときの直径

を求める

ビｰカｰ･コップ｡バケツなどにところどころ容量

の目盛を付けておきその中に礫を入れ礫がかくれる

以上の適当な目盛のところまで貝盛シリンダｰ･計量

コップなどで水をそそぎこんでそそいだ水の量と容器

の目盛の差から礫の体積を計算します,この実験は

礫をちょっと水につけ(水を吸うような礫は1時間くら

#築者がつけた訳語

簡略法

礫の3軸の径長径･中径･短径(計り方は礫の形の

項で説明)を掛け合わせた値を出し表に示した直径の

3乗値と比較して球としたと書の直径の範囲を求める

者等燥鱗蘭笠川鉱山近くの礫浜

(ホルンヘルスの大磯が多い)�
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方法もあります.この方法は礫の体積を楕円体とし

て計算しておいて球と比較しているわけですから直

方体に近いような格好な礫では直接礫の体積を測って

計算した球としての直径より30%くらい小さく算出さ

れる場合カミあり3つめ軸のそれぞれの端がとびだしそ

の闇がくぽんでいるような骨ばった形の礫では50%

くらい大きく算出される場合カミ起こることになります.

しかし普通の丸みを帯びた礫ではだいたいよい結果

が出かなり凸凹の多い礫でも直径にして20%くらい

の誤差ですむようです.

大盤な計測

ある大きさの礫を採取して利用しようというときなど

には目的に応じた砂利用の選別箭で節分けれぱその

大きさの礫についてテストする試料が簡単に作れます.

大量の礫について研究しようというときも齢を使う方

法で礫の大きさが求められます.金網飾は綱目の間隔

が約10cmの大きさのものまで作られていますからこ

れ以下の礫には節分けカ主できることになります.けれ

ども筋の金綱の目は正方形なので実際には前に述べ

た3つの径を測って球にした直径を見当づける方法より

も不精確な結果カミ出てしまいます.ただし直径3.2

Cm以下の礫を大量に測る場合には飾目の開き(綱目

の間隙の幅)31,715.97,934,002.00mmの筋

を重ねて使うと非常に便利です.その場合筋を通過

した試料から筋目に等しい直径の球よりも大きい体積

の細長い礫や小さい体積の扁平な礫をさがし出して節

分けの結果を修正して下さい.

野外での粒径の概測

野外では折尺鋼製巻尺尺度を目盛ったハンマｰ

の柄･クリノメｰタr･走向板などで径を測るほか手

近にある物や牛そのものと礫の経とを比較して礫の

大きさの階級を決めます.親指と人差指で指先の関節

』中生代の中礫礫岩層礫が川の礫に似ている三色洲の堆積物であ

直ろうか(折尺はイ:■チ目盛)

を重ね合わせて輪を作るとその指の輪の内側カミ3.2cm

外側が6.4cmぐらいになります.また両手の指で

うまく輸をこしらえると内側は直径12.8･mの輸にな

りひとかかえカ童約50cmの直径の輪に加減できます.

次は手近の物指です.

横にのばした右手の先から左肩まで1m

みぞおちまでの高さ1m

腕を前へのばして胸から手首まで50c㎜

腕のひじから手首まで25cm

指を適当に少しづつはなして手をあてた親指一小指間

���

同じく人差指一薬指間6,4cm

人差指と中指をくっつけた先の幅3.2cm

親指の先の関節また人差指中間勤3cm

鉛筆の直径8mm

色鉛筆の芯の直径3mm

礫の形をとらえる

礫浜の波打ちぎわで波が引く時にカラカラと音をた

てて動いている礫は球に近い形でしょう.ところが

山間の川原に腰を下してあたりをみまわすと必ず礫

の形は複雑だほんとに球として扱っていいのだろうか

ほかに適当な立体形はないのかという疑惑にとりつかれ

ます.実はこれという疑惑を解消させるだけの適切な

礫の形の表現方法はまだ見つけられていないのです.

三つの軸

現在では礫につv'てよく研究した学者が提案した礫

を不規則な楕円体にみたてる方法カミｰ投に使われます.

それは礫の中に互に直角方向に伸びる3つの軸を考え

るもので礫の表面で一番はなれている点の間(襟が伸

びている方向の両端)を結んだ線をa軸(長軸)a軸

と直交して礫の表面を結ぶ線のうちもっとも長い線を'

b軸(中軸)b軸と直角方向にa軸と直交して表面を結

んだ線のうちもっとも長い線を･軸(短軸)として3つ

の軸の長さで示します.このときaとhaとCの交

,鯨は一致しない.すなわちbcは交わらないのが普

通です.礫が正しい楕円体や球体に近い場合はbと｡

も交わって3つの軸カミｰ点で交差します.また普

通の礫の場合はそれぞれの軸の両端で各軸に直交する

繭で直方体を作ったとすれば礫がその直方体の中に囲

凄れます.しかし角張った格好の礫ではこの直方体か

らはみだす部分ができます.

測定法

3つの軸の長さカミ確実にはかれさえすればどんな方

法で測定してもよいのですが簡単でわりあい正しく計�
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れる方法を紹介しましょう.

箱の3面のように組ませた厚紙などを使います.底

には同心円直交する2組の平行線円の中心から放射

線を描いておき2つの側面には垂直と水平な2組の平

行線を引いておきます.同心円は半径1cmおきと1.6

3.26,412.8cmのものとを描き放射線は15｡間

隔くらい平行線は底面側面ともに1cm間隔と16

3.26,412.8cmの位置に引き基準線を同心円の中

心にそろえます.

まず同心円上に礫をおいて真上から見すかしながら

いろいろ向きをかえ一番長い所(a軸の両端)を見つ

けます.その点にしるしをつけ三角定規を使いなが

ら間の長さをはかります.これカミ長径です.同心円

の中心に紙の裏から押しピンを通しておいてa軸の1

端をのせもう一つの端が横から見て側面の垂直基準線

の見とおしにそろうように礫を立てます.礫を立てた

まま(上から指か管状のものでおさえて)a軸のまわり

に回わしなカミら横から見たりあるいは真上から見て

b軸をみつけます.平行線にそっ

て見とおすことと三角定規を使うこ

とで中径がはがれ放射線によって

b軸と直交する面を決めその内か

らC軸をさカミして短径を求めます.

記述すると複雑に思われますが実

際には近似の値カミ1～2分で倒れま

す.

形状の分類と表示

長径aと中径bとの比b/a中径

の長さbと短径の長さ｡との此｡/b

がそれぞれ2/3の値であるところ

に境をおいて第4図のように円

共共

盤状(Ob1ate,Discoida1)球状(Eq一

�

uiaxia1,Spherica1)小判状(Tria辻

�

al,B1aded)棒状(P工｡1ate,Rodsha･

ped)と4っグルｰプに分ける方法

が考えられています(Zinggの方法)

そして第5図のようにb/aを縦軸に

｡/bを横軸にとった図をつくり計

測結果から計算した比率に合う点を

書き入れます.そうするといく

つもの礫の形を図の上でうまく比較

することができるのです.それか

らおおざっぱに礫を計測したとき

には篤4図に破線でしめしたよう

に2つの軸の比カミ1/3のところに

展

開一⇒

図

も境を入れて結果を整理するのも一つの手段です.

この小区分にすると普通薄い円盤状のものと平た

い小判状のものが河の礫に多くふくまれていることカミ

わかります.
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図4礫の形状

球形度の計算

の区分

長軸の長さと同体積の球としたときの直径の比を計算

して球形度という値を出してみます.これは礫沸磨

減されでどれだけ球に近い形になっているかを知るよ

い目安となります(第5図中の曲線は球形度をb/aと｡/b

の座標図の中に記入したものです).

球形度:γ弾珂泰積■穣琢職田繍ゐ体積=礫を球と

したときの直径/礫の長径=㌢礫の短径×中径■(長径)2

丸こい海岸の礫の間でもこの値は0.5～1.Oの差を示

＼二蛆円形の礫の断面

止/8

図5

長径･中径･短径の

比を書きこむ図

〰�������

Cん

曲線は球形率を示す

{KRLLMB]…:皿“,1941による)

します.川には0.3ぐらいのものがかなり含まれます

が同時に1.0に近いものもよくありますから川･海

を比較すると海の礫に少し球形度の低v･礫の割合いが

少ないという違いしかありません.
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円麿度を求める

上流で川へ入りこんだ岩塊や岩片のかどがだんだ

ん磨滅されてゆく(円磨される)具合いを計り出そう

として考えられたのが円磨度の計測法です.第6図

に礫の断面を描いて示したように礫に内接する(礫の

内部にふくむことができる)最大の球を考えてその半

径を出しまた礫の出っぱった個所にそれぞれその

個所の曲面に近い球面をあてはめてその球の半径を見

積りそれらの突出部で見積った球の半径を合計して

突出の薮で割って平均値を出し二つの値の比を計算す

るのです.

円磨度=突崔部に合う球埜圭径迎里均

礫に内接する最大の球の半径

一(謹鑛犠鶏簸の合計)･突出の数

この円磨度はかどの多い礫とつるりと丸い礫の間

に角形～高円形の5つの区分けを設けます.それぞ

れの形にあたる円磨度の数値は研究者によって多少違い

ますが最もよく使われるPETTIJHONの区別は

､

㌧･今

○雛鰍

〆

礫に内接する

1最大球の半径

突出部に含!

11クう球の半径

図6円磨度のはか口方

■ぺ｡労

応､

共べ

ヒ♂

免
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萌
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図7円磨度定規セル回イドや厚紙に円弧を切り込んで礫の突出に合わせれば突

出部に近似した球面の半径がわかる�



一41一

円磨度

角形(A口gular)o川｡.15

亜角形(Subangu1ar)O.15～O.25

亜円形(Subrounded)0.25～0.40

円形(Rounded)O.40～O.60

高円形(We11rounded)0.60～1.00

目安として使え

る突出都の個数

15～30

10～20

5～10

0～5

この円磨度の計測は非常に精確にはやれないもので

実際にはこまってしまうことがあります.ところが幸

に礫にある突出部の数の多い少いがだいたい円磨度の

小さい大きいとあいますので上の表を参考にすると

円磨の形を割合い楽に決めることカミできます.

普通海の礫の円磨度はO.5以上で0.7以上のものが

かなりふくまれています.河の礫には大きい河の下流

などでは0.6以上のものもみられますが一般にO.3

から0.5までで上流ではO.3以下のものがふえます.

また0.5以上の範囲の円磨度は前に述べた球形度とだ

いたい正比例しています.

岩質を区別し岩屑の種類を鑑定する

礫はどんな岩石からできているのかこれは礫の性質

を地史学的に使おうとするときとくに大切な問題にな

川の中流の

■

簿離

一“,

走

ります.それから岩質と礫の大きさ｡形状･円磨度

とを対応させてみたとき岩質の特長が礫のすべての性

質に反映されていることに気付いてき藍す.

礫の岩石の種類は専門的には岩石薄片を作って岩

石顕微鏡で鑑定するζ出などによって決めなげればな

らないことがありますか普通はまず大部分の礫を野

外･室内で肉眼鑑定します,ところが肉眼で礫を大し

た間違いなしに鑑定することは実際にはたいへんで最

初は河原などで礫と親しみ見なれなければなり凄せ

ん.まず調べようと思う礫を一カ所に集めますそ

して党かげの似淀ものをまとめていくつかのグルｰプ

を作ります.岩石をはじめて見る人は岩の色鉱物

粒の粗さ硬さ縞目があるかないかなどによつて

できるだけたくさんのグノレｰプを作りましょう.岩石

を多少知っている人は自分で確実に知っている岩石を

とりだしてグノレｰプにまとめはっきり岩石名がわから

ない礫を初心者と同じ方塗でグルｰプ分けにして拓きま

海浜の

砂岩礫

風化した花嗣岩の中に硬いま漢残っている渚塊

このような岩塊は狛めから球状である

海浜の礫折尺よ9土は勤岩下滝花開閑緑

岩の礫�
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山奥で崖から崩れ落ちるチャｰトの岩片

す.それから同じ岩石に属する礫でもそのうちの組

織や物性の差が礫の形や大きさに関係していそうなとき

同じ岩質でも風化の程度が非常に違っているものかいっ

しょにある場合にはそれも区別してみましょう.

礫の表繭を見た澄けでわかりぽくくても打ち欠いて

割れQをみると岩膚の種類淋よくわかるごをがありま

す.礫を打ち欠くことは襟秘丸いほどむずかしくて

硬い印燦に刻して不可能にいどんでいる気が蔦こるこ

とさえあります,わりに平らな岩の上紀礫を平らな部

分を下にしておき岩石用のハンマｰで(普通の金槌で

は無理です)中央部を一気に打ち棲す宮う凄く打てぱ

とすると書は少し手数でも同質でなるべく新鮮な礫を

さがして採集してくること淋大切です､

礫カ纐類ごと紀グルｰプ秘できたらグルｰプごと1ζ

嶺鱗簿､一一葦

川の中流で擦錐し泡､絡板岩の礫

いろいろ考えなカミら整理してみましょう.この整理が

礫を調べるうちの一番面白いところですから.

たとえば次のように岩石の種類をめぐる問題を検討

してみましょう.()の中が普遍的な答です.

巨礫をつくりやすい岩石は?(花開岩･流紋岩･安山

岩).球状･厚い円盤状･短かい棒状の礫になりやす

い岩石は?(花闇岩安山岩塊状の砂岩チャｰト)

小判状になりやすい岩石は?(片麻岩結晶片岩粘板

岩層理のある砂岩).川を運ばれている間にすぐ円

磨される岩石は?(石灰岩蛇紋岩風化した花開岩

頁岩粘板岩結晶片岩玄減岩).なかなか円磨さ

れない岩石は?(チャｰト珪岩).少し円磨をうけ

てからまた砕けることが多い岩石は?(頁岩粘板岩

砂岩結晶片岩).弱い岩石がなくなるにつれて目立

ってくる強い岩石は?(チャｰト細粒なホノレンヘノレス

珪岩堅固な流紋岩).

一般に中くらいの大きさの川では中流の礫に一番岩

石の種類カミ豊富で下流へと種類の数が減り海岸では

さらに少数になります.ただし所によっ･ては海岸沿

いに移動してくる礫がまじるのですぐ近くの川にみら

れない種類の礫が浜の礫の中にふくまれていることがあ

ります.ある場所の礫の岩質は海ならばその地方に

川ならばその上流流域紀露出している岩石の種類のうち

に見出せるわけですからその地域の地質図が参考にな

ります.知らない川などを調べるときには地質図か

らどんな岩カミ礫紀なるかを予摺しまた地形図からど

の付近に礫が分布しているかを検討してからかかりまし

ょう.地質や地形をその地域の礫との関係も非常

に興味がもてる問題です｡機会があれば海津から川

の上流へと地形を観察し付近の岩石をみながらさ

かのぼってみて下さい｡河の上流では崖から礫のもと

になる岩塊や岩片が崩れるところも目撃できることで

しよう｡(鶴熾質部)

海浜のチャｰトの礫チャｰト憾匁かなか円磨されない�
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こ■二1

堀内恵彦

みの少ないものを用いることカミ大切です.高級品は焦点の

調節カミ可能なものもあります.

6目打ちゲｰジ･…ほとんどの切手にはその周囲に切り離

しが便利なようにアナがあけられそれが離されるとギザギ

ザができます.このギザギザを目打ちと呼びます.この

目打ちは切手の真偽や価値を決定するのに重要な役割りをす

る場合があります.この計り方は一片の全都を計るのでた

く20mmの長さのなかにある目打ちの数で表わします.

目打グｰジは⑦紙に印刷さ机たもの◎金属版に印刷あ

るいは彫られたもの◎透明プラスチック(フイルム)を用

いたものなどがあります.紙に印刷されたものは一般的

に寸法の伸縮が多くあまりよくありません.最近は透明

…'宵

葬咽⑳

撃11!111LU｡

馴雌

珊岬1

…一§H｡齪J

…一一魎魎

目打ちゲｰジ

カタログ･…いままでに間された切手を整理して

ものがあるかまとめてある

本切手だけのものも数種でてますカミ

を対象にしたものもあります.

(米)ギボンズ(英)ミッヘル(独)

名で権威あるものです.このほかに

･船･スポｰツなど)切手を対象にしたものもあります.

いずれもはじめから手元におく事はむずかしいでしようか

ら人にみせてもらったりして利用しましょう.

祖グｰジが歓迎されます.

それはアルバムに整理され

た切手の上から当てて使用

することができるからです1

グｰジの様式もいろいろ作

られていますが要するに

使いやすいものがよいわけ

です.

切手にはアナのあいた目

打のほかに刃物で圧して

切れ目だけを付けるものカ三

あります.これをルｰレ

ットと呼びます.ルｰレ

ットの最も一般的恋ものは

破線ルｰレットでよくシｰ

ルなどに用いられておりま

す.

どんな

いわば切手の辞典です.目

外国では全棋界の切手

スコット(米)ミンカス

イペｰル(仏)などは有

国別トピカル(花

以上で切手の整理･保存のための用具のおおよそをあげまし

たがほかにもスカシを調べるためのrスカシ検出器｣とか

最近は郵便物処理の機械化に伴って特殊な光線(主として紫

外線を用いる)に反応する切手が串されこれらは肉眼では区

別できないものがあるのでその検出器なども必要なときカ…あ

ります.これらについてはまたおりにふれて書きましょう.

(筆者は元所員現科学技術情報センタｰ)

〔23頁からつづく〕

中津軽一北秋田地域太平山周縁一和賀地域お‡び秋田

･山形県境一北酉宮城地域に集中しNW-SEの分布の

方向性を示している.もう少しこまかくみるとこれ

ら地域でもある特定の地区に特に多い.たとえば太平

山周縁一和賀地域についてみると阿仁鉱山付近宮田

又･荒川鉱山付近横黒線沿線付近に特に多く集中して

いる.これら鉱脈型鉱床の集中している地域は西黒派

期女川期船川期を通じ堆積盆の周縁または微沈降区

(すなわち相対的に隆起地区)であって高アルミナ玄

武岩系(d型)およびカノレク･アノレカリ岩系の火山岩類

カミ特に多い傾向を示しとくに上記岩系の流紋岩熔岩が

多量に噴出している.

4.総括

以上をさらに要約すると次のように総括される.

門前期台島期および酉黒沢湖は1部地域での造構

造運動カミみられるが全般的にみると次第に沈降してい

る時期であってアノレカリ岩系高アルミナ玄武岩系

(b型｡型)およびソレアイト岩系の火山岩類の火成

活動で特徴づけられる.なおこまかくみると西黒沢

期後半には女川期と船川期に特徴的な岩系の火山岩類が

急に多くなる.女川期と船川期は最大海浸もしくは最

大沈降の時期であり同時に隆起運動が行なわれ広域に

わたり本格的な造構造運動力茎行なわれた時期である.

女川期と船川期の火成活動は高アノレミナ玄武岩系(d

型)とカルク1アルカリ岩系の火山岩類および第三紀花

開岩類で特徴づけられている.金属鉱床を生成した鉱

化作用の時期は酉黒沢期後半から船川期までと考克ら

れ金属鉱床はこの時期の酸性火山活動の著しい堆積盆

の周縁部もしくは堆積盆内の微沈降区換言すると相対

的隆起地区で生成された.黒鉱々床の生成時期は酉黒

沢期後半から女川期であり大部分のものは酉黒沢期後

半である.鉱脈型鉱床の生成時期は酉黒涙期後串から

船川期であると考えられ鉱脈型鉱床は黒鉱々床より遅

くまで生成された.(筆者は地質部)�


