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“Alodal Cycle "，“ ComPosエteSequence "，“ Model Cycle " 

最i品 ちょっとし;七論文を，ある雑誌で投

稿 mずとふ過耗ご， 戸ミ記の 3づ vご〉述語の概念が，

4較に f業叫知られていなりことに気がついた。

連絡会報ι1可か書けと百われえ， この機会K

かんたんに解説させて凶ただぐことにするの

e “}Jodal cycle " 

“Typical cycle "とレ1 ってもよい。

“cyc1 e "のシノニムとして“ rhythm"が

用いられることもある O

[ある succession;r;通じて，もっとも頻

ばんに現われる sequence( 11蹟序閣係)Jを

意味している。

Gres de Peira Cava地方のターピダ

イト Kついてc; Boumaの解析の例では，彼

。いう Te-e型が最頻の型，すなわち“ mo

da.l cycle"である。筆者ら L木村， 井内，

志岐， 1970 が， 大阪府高槻市北部の二畳

系砂岩「留にヲいて J調べた結果では， moda.l 

cycleは， T位から，級化堆積部，平行者:い

し斜変葉理町民 i泥質部ととらえられた。四万

十帯の，和歌山県切目崎海岸ーの牟 t車種群の砂

質フ 1) 、ソ/ユゾつ場合には Ta-e唱が modal

である。::af問 .t;岐・慰問， 1969)ρ 

なな， け本語では， “moda1 cyc1 e "を

直訳ナれ(r:f， “最頻輪特Jj!~I) "とも呼ぶ他じ

ないだろ今抗かえ勺て訳ぎない hがわかり

よいかも知れない O

9 “C ollposi te sequenc e " 

!ゑ出ほか( 1969)，木村ほか 1970iで

ふ “総合JI鼠序関係"と叫んでいる。たとえ

ば， あふ地域のある地替の堆積輪廻が，

“恐odal"VCは下位から仁位¥c， dと fな

どの要素からなるが， され Lては a， bとe

とからなるとする O こ心場合， 一般VCaは b

の下 bはcの下 eは dとfと間K現れる

とすれば， この地層の“ composite sequ-

ence"は， a， b， c， d， eなよこffの11民

i芋であると言える。ターピダイトの堆積構造

につし~ての Boumaの有おな模式は， まず

Gres de Pe ira C a va地方の担ーヒダイ

-8-

志岐常正(京都大学)

トi空てコレ3てv)“composl.te sequence " 

として， まとめられ， やがて， ダ - -f::'ダイト

一般に{ちてはまる法見Ij性とみられる κ手った

ものである。 “composite sequenceW は

地域Kより，地層Kより異りうることは百う

までもない O えとえけ¥ ウエールス地方の

Hell s M outh Gri ts VCついては，

Gres de peira C ava地方のものとは異

ることがイ叩ム J してヤ h ふ。~ Bassett and 

Wa1 ton， 1 96 () ) 

@“ Mode1 cyc1e " 

“1 dea1 cyc1 e "と言いかえることもで

きる。 Dzu1ynskiand Wal ton ( 1965) 

は， r“mode1 cyc1e"や“ composite 

sequence "が実主主の岩層陀ついてのもので

ある VC.:対して， “model cyc1e"は理論的'

考察から導かれるものである Jと言っている O

ターピダイト(どついての“孤ode1 cyc1 e ' 

はよく知られている。原田ら(1969 )はζれ

を“ Boumaの模式"と l呼んでいる。ターピ

ダイト以外の地婦についても“ mode1"と走

るような輪廻理!というものはありうるから，

“磁ode1 cyce1"に日本語の訳をりヌると

すれば， “横氏輸相"あるいは“トデノし輪

咽耳~ "という ζ とK在るかも知れないわしか

し， 噛単托， “モデル・サイクノレ"の }jが，

わかりよいかも知れない。

なJ:?， B ouma ( 1962)自身付彼の Ta

eを“ composite se司uence"という言葉

で在〈“ complete sequence"任レ、う

葉を使った。しかし， とれば Dzulynskiら

( 1965) VCよれ(J， Vassoevic ( 1948) 

が ~IJの意味K 使コ;セ“ comp1ete cyc1e" 

と詮びらわしいのでよ〈ない。きら K付け加

えると BoumaC1962)は， {皮の a， b， 

eを“ interval"という言葉で呼んでい

ゐが， この言葉は英国の Wa1kerφ1965 ) 

によれば， 英語とし℃恥かし凶ので“ Divi

sion" と呼ふ'方がよし~だろう o




