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山間小渓流域での 地質誠査の 1例

力日藤芳朗

A Survey of Surface Geology in Uppermost Stream Area 

of Mountain Land 

Yoshiro KATO 

Gen告rallyspeaking use of machine capable of inspecting inside of the ground is difficult in 

mountain land where topography is st己記pand transportation is limited. 

As an alternative one must surv母ythe geology of shallower part of the ground (surface gω1・

ogy) by observing a large numb巴l' of outcrops， summarizing the recorded data and deducing the 

structure of surface geologyヘすheprocess contained at each site is as follows. 

1. Dividing the surface geology into four classes accordi時 tothe state of w母athe巾 g[fresh 

rock (1'2)， w告aklyweathered rock (1'，)， we証theredzone (w in_gen世ralbut W2 and w， in case 

of granite) and soil mantle (s) J and evaluati時 degreeof 恥velopmentof weathered crust 

based on th号 associationand thicknesses of the classes [strongly weathered (W in general 

but S and M in case of granit巴)and weakly weathered (R)] 

2. D告scribin詰sortsof forming ag日nts，stability， scal日 and/orgrain size as regards slope and 

valley deposits. 

3. Compiling the records of 1 and 2 into a distribution map. 

Examples of the survey above in thre.e areas， granitic and sedimentary terrains， both being 

steep， and metamorphic hilly land ar巴 presented.

Surface geology thus examined is su日gestedto be closely connected with hydrology of stream 

もvat母r.

緒 言言

ここでいう淡溜池慨は tl~~草地慌の対郊である。定

義が人によって災なるが !必Yfjf也'ft!';::的見地に.1r.て

i:i:"，表!留地伎は「地炎から述統ずるお!しょうまたは

秋授の古11分jであり，浪費器地質は[そのでにtHt:す
る間給ないしまい防総の， 1!品目jてJしド;~tの少ない部分J

である o r縦しょう，秋波jから，水分を含みやすい，

応力で彼I捜しやすい，流!fiJ)を jU;しやすい，肥料分を

含みやすいなど，いわゆる粉体的'I/l:'l'!が生じて，こに

• j'lI'防!大学1終日拝者11燦林地質学研究設

Laboratory of Agricultural Geology， Faculty of 

Agriculture， Shizuoka University， Ohya， 

Shizuoka (422)， Japan. 
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木工学(

J自然

砂防工"ì九州;災工学，地下水~þ ，

l後学など多くの応洞分別'との|羽:illiが

でてくる。 r池袋から迷統するjから， }学さは数10cm

111]後でも，数 100mをこえるものでも包含されるこ

ととなる。前者はこi二機~:の，後手雪は努~I品i紀J也't'î!'}，:の

扱う純間である。中Ilしょう物質の分oi阪には， l:ll~化作

j札 火 山111HIl，胤，水 i立カの巡i;j:"んjj[i的作J刊が1M]

Uーするので，地淡に王子行して的 <Jよく分布する傾向

がある。しかし，沈降地域や火UJ{>j'近て1刻字いJfi(関

!j均もある。

これから ~:g1r十るお，~ずがま，おもに ~N*のi参透， lt'i' 

HW，流出など水J][学的性質にi弘Jj裂するものである。

ifEって炎籾Jt!l't!f潟伐の他に， 1労氷点や淡流の*:1法制

.rtも平行して災地した(7JIJに報?なの予定)。これら

は数年前より当学音11村井宏教伐を中心として 111J也小



力11 li事ヲ1'] !lJJ 

流域で・のJ]:[7]<'に|英i迷ずるプロジェクトが発足し，慾

者もその…災として剣1iEに参加lしたときのもので・あ

る。 わがl'illでは山間iむの大部分は森林におおわれて

いるため，路阪が少なし地質の議M交がきわめて凶

縦である。わずかに，淡流谷政や道路の切おIJなどに

路/:liする務!替の構造(あるいは分布)J二の規則伎を

見出し，それにもとずいて， LUJJ丸 Lum古1¥の地質を

捻主uするにすぎない。ボー IJングや試搬(トレンチ)

はこれに代る滋裂な知見を与-えてくれるが，総資上

のifilJ約がある。より!問機的ではあるが，物足ll，化学

t21ヨitやリモートセンシングはこれらを補うものであ

る。これも経費，誠元を給1Stの点で十分とi土いえない。

そこで，殺者は，小淡.流滅という秘資対象の特性を

利用して，渓流ぞいの沈扮iu悩，崩壊地， 1水道切 ~ilìIJの

箆販をできるだけ多数，設立然記録する， という踏jI;l~

11法(オルソドックス)を行った。 i笑流ぞいの塁走Il年

が容易なためである。多数の翻去を点を総合したよで

ま是j弱地慨を類別化(この場合はj学さ)し，その分布

閣をfド成しようとしたのでわる。以下において，そ

れを説明する o

表層地気の調査ま方法

1.風化都区分

係以観察に便利なような特徴をつかまえて， f!lMじ

併合いくつかに区分し，各i11t91'iごとにおのおののl手

さを記録してゆく方法によった。 区分は，新鮮岩，

務 j瓜化対，風化音[\，ニヒ峻f払といったl~1伎で行った。

これらのうち，弱風化器，風化者1¥'ま機械的風化が主

体なので，務省グ〉秘!Jii1・檎逃によって風化の形式を

bf4にする。従って野外の織~JI]特徴も務総~IJ に作らな

くてはならない。ニヒ俊樹は化学的風化の成物て“ある

粘土を含むものとだけ規定するにとどまった。石燃

の多少，粘土化の大小，オ二擦の隠{カ:，土壌の級~fl塁手

は!ま分しなかった。

これらの援分の総合わせとl卒さから，風化借金体

の浮薄に関して 2-3のグループ。に分(t，

とに地図上にプロットする o 間じj学さのグルーブご

とにくくって分布閣を1'Fる。これによって流I或の lif\~

化慌2の相対的な:1見t~がわかるようになる。

2.谷底犠穣物，斜湿堆積物の識別

終!阪やお1-衡のすそ，凶器1¥には何日!渓ばんやクリ…

ブ，J古j撲による3徐被物がみとめられる。地表術にお

けるお燃の路出散布状態や微地形から水平分布は比

較的つかみやすい。しかし， 1交:s.tが起こりにくい場

戸斤なので停さを鋭祭できるような銘鎖がほとんどな

い。そこて"大部分は駄なる分社了間としてしか示しえ

なかった。

鈎査例

1. 山梨県甲府市議)IIJ二流伝文沢交流タチン沢

(機尚 1，770-1，340m，mj;f~t24ha) 

(1)基盤地質の概安 本tlTJ出土ブォッサマグナの

…音1\で第三~，è1El羽岩の mtHl地帯?である o ブォッサマ

グナは活断}習，治問IHlを含めて地殻変動の活発な地

域で，地質時代のわりに念、しゅんなLL!-I~f を形成する

のもこのためである(花街おは降起僚の中心部を占

める)。古Jむ11と泌坊の分布する除起撚乎!京地椛(中医l

11.1地，三ìITJ~当防〔，阿武限i会SJjj{など)のゆるやかな丘

陵性地形とはJもなる。;jEl尚治l立後白斑組1訟のア夕、、メ

ロ岩タイプ(列イllill決級生~)に属する。

(2) 基盤花関岩の風化状態 つぎの 5つにほ分し

f> 
， ~O 

f2 ~Jf鮮岩 亀裂をほとんど含まず，銀出~TI抵の務

車交は %lg~っている o

r， ~~)lwJ.化岩ii 岩石l主的jい。節湾l!ぞいの亀裂が発

i毒する。亀裂の内部は多少，粒状風化(マサ

化)を受けてややルーズである。このため，

岩桜はやや丸i派を徽ぴる。

w，紛マサ化指紋状J!lî.~化(マサ化)をかなり'受

け，構成する石炎 '1交7f:i・謀長ょの結合力が弱

まっている o そのね皮は，ハンマーで強くた

だくとほぐれる伎である。館政I古}の務;佼lま:J.L

I!ぷをiMfびる。

1'12 強マサ化千11 粒状風化をよ記よりさらに強〈

受け，移Mゴテでも紛すことができるほどで

ある。統頭部はノッベラして岩綾がみられな

し、o

s 土壌J続 ゴ二様化主~I受け，粘土分をかなり含む。

色l主主t補色である o

終日iy{ごとに上記区分の出現状態を記録した 1伊IJは

表 lAのごとくである。また， ヒ記i夜分のk:ll合わせ

から，花陶坊の1st¥.化状態を 3つに分けて. s (オ:犠，
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l幻 1m ，]、r~流域での表!留地依tWIJjltの 1 例

日

A. Degree of weatherein詰 a，landslide. b， strongly weathered [8 (s+ w) 1了 c，moder. 
ately weathered [M (w， + w，) *J. d， weakly weathered [R (れ十r，)つ. e， boundary of the 
survey area. 事 seetext. 
B. 810pe and valley deposits: a， slope deposits (stable type). b， ditto (unstable type). 
c， former valley deposits (small river terrace.1il叩). d， present valley deposits. e， knick 
point. f， landslide supplyin茜debrisonto slopes and valleys. g， dam and artifically deformed 
st ream floor. 

Fig. 1. Map of surface geology in Tachinzawa area， Aral叫 waRiver， Kofu City. 

s十 w)，M (7サ， Wl十 W2)，R (精鋭， 1'，+1'2) とし，

その分布の概略を隠 lAに示した。

S は44地域境界の来1l!11と1if.11!9のj毛根ぞいに出現し，

そのj学さは 1m内外である。その下位には浮い wが

{人殺するものと予先日される o Mi立Sをとりまくよう

に位;設する部分と尾根筋で Sをwわない部分とに分

かれる。前殺は路線筋だけでなく，斜illiに平行して

j手段近くまでマサfじが進んでいる部分で?サのj家さ

は1O-20mに迷するものと，忠われる。後者lま本地域

を1主流する)11の上流7J<:.iJ象者f¥と紋下流の砂i坊Y'''ム工事

3'5'1)あの刻1l!I]if;i!滋iに出現する o マサのj学さは 5m以下

と推定され，斜加の中級以r~; をおめ，その下には R

が出る。 Ri立残りの部分にさ当たる。とくに本流のお

伴jllljに袋小ずる。淡1m帝1¥には!事さ 1m以下のマサや

米熱ゴニ撲があることがあるが，それ以深iまれまたは

れとなる o 地表に花街岩の銭殺や大岩塊をみること

も多い。
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(3) 谷底および斜濁土佐積物(凶 1B) 

a.概説 花織をきは粒状風化によって砂状の風化

物(マサ)を生蔵する…ガで，節理II(ガ:[犬)ぞいの

j孔化によって火きい務塊も主主践する。前墳の風化状

態のほ分についていえば Wlは砂状風化物 (7サ)

を主とし， W2はそれに丸味を帯びた岩塊をi学い， 1'1 

l土器塊を主とする。これらが移動して谷底や斜阪へ

地織するので，給i拡{地主主の花関殺のr!lR化状態が火き

なti*埋葬を与えることとなる o

鴎 1AのMf也滅の車:1・I話:ij/i平氏物は主iこ砂または丸l床

を撚ぴた務書記と砂よりなり， R地域のそれは岩塊を

主とする。谷底よjH~!物も 1潟様であるが， R， Mをi児

殺する流域(下流ほどその傾向が強い)では，おの

おのの特徴が簿れ，砂と機(岩塊)が共存するよう

になる。また，*，流による粒j交の滋7JIJが起こるので，

d少だけ，岩塊だけといった部分も出現することにな

る。



b.谷底堆積物現河床堆積物現在の流路とほ

ぼ悶じレベルまで:lllr秘しているものである。水にお

おわれてやや安定した部分とそうでない部分とがあ

るが，使用した地形阪の粉!支では区別してほi示でき

なかった o 本，支流とも，勾況の念、な持1\分には岩JJ~

が多く，ゆるやかなt'il15tでl土砂が主体となる傾向が

ある。関 lAのR地域(本流*在日お伴lH1J)のはほIt1

;ミ:を北西から南米に流れる交流では， ;111;紋物が局ml
的で河I~ミに務盤の絡出する部分が多い。本流の下流

音1¥'こiilJ床勾配の滋念、部が3ヶ所認められたがその係

閣は不明である。j:滋佐附干械災の|申幅ド焔話;は立j絃没大でで'も 1臼5mで

lはま 5m内外で、d止あ}る o 惨さは変化に践むと足、われるが

5 mt~i皮ではなかろうか。

小段Jま状堆積物 税i河床より放火で、 5-7mおイ立

にある!日河床Tfllが本流めi久下流書1¥にみられる。現

河床の附1ll1Jに沿ってかなり迷統的に分布する o これ

を小段 l主状と 11乎ぶこととする。砂と殺塊からなるの

幾聞には級生が終茂し，かっ，かなりの火水も i見え

るので，形成後にキI~ 出のJUlfHjが経過しているものと

思われる o .J二:ìÆ.の現れìJ l~ミ勾配のjRf急、音11 と似たものが

2ヶ所に認められる。 1つはこの椛積物の下限を測

するもの， 1むはおlやR地域の交流とヱj>:流との合流点

付近である。 111簡は:1&大てい20-30mあり，J!)l:さも j院大

で7-8m以上lこ透するものと予惣される。

C. 即製斜商堆積物 bと迷って 20'以上の急斜

面に滞慨する地積物である。つぎの 2つのタイブに

分けて説明する o

安定型 クリーブなどのごくゆるやかな述動を徐

けiま¥物質の移動がなく池表衡が安定し，級生が繁

茂しているタイプで、ある。地域内に飲干~:する o いず

れもイサ1;[棋で， IJI日30m前後，長さ 100m米総， [学さ

数m-10m税皮て。あろう。

不安定裂 h)l綾地から供給される崩オ二のため，ほ

とんど襖地状態で，活発な務塊・こiニ砂の移動が行わ

れているタイプである。図 1Bには給総の崩壊地と

その番号(凶 lA と同じ)が記入してある。 ::(~I将校

の Jili~化状態のM地域内で発生している Nos.27 ， 38， 

40のilIl線地に対応するi断食物は砂を主とし RとM

との境界音11にある Nos.6， 8， 10， 11， 46に対応す

るものは殺:tJRを主体としている。規模は安定!11より

も小さく，浮さも 5m以内であろう。
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2.務関県森町太閤川上流地獄沢交流荒神沢

(械的'j658-305m， Jifif# 59 ha) 

(1) 基盤地質の概察 本地域はlJLi]羽目ヱドデトイ絞め問

Jj十僚の一斉1¥でJ也J即時代は自立li紀と挑定されてい

るo )EZ岩がご主， j砂岩が従で北北京一一iYn幸i凶の返rI，J，

rI'J斜，?子1Jけ持i設を1]している。}え;岩はHお灰色を・51し，

j替取の{也へき|討による制臼をもっo 砂場はおIlt:!r.のも

のが11音灰色州立になると灰色を笠し，いずれもグ

レイワッケ (Iil!ili沙岩)伎である。時lii"i'iが災者と]1.泌

すると見かけがよく似ていてほ別しにくい。
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山!日i小r:siilt械でのまI()i'llilil決議.J:1f.の 1例

(2) 碁盤畿の風化状態 法昔話殺の風化は機械的風

化が先行し，白まず治?液中に(tl裂を生ずる。 f{治で

は!習月!I¥，へき開ぞいに，砂治・質経IUfiiでは!日ij翁の

境界およびJ(王子内郊のj税収・へき|翁ぞいに，それぞ

れゆるみができる o @II沙問留は階liiiにの[f(jな節J:lilに

そった¥'1IJIヨも加わって1可燃)十として分出mし， ffi(滋は

さらにゆるんでJiiiI平小切j十となる o 砂粍のflj燃の}j

が火きい。利Huではこれら沼片が汲カの作用で f)J

移動を起こしてえの締法(!ぷj静)を災い灼際j怖とな

る。のこれに化学的風化作用で生じた粘止をまじえ

た風化物…土岐ーが加わり， ffjli~はじりの JÎil :L とな

る。このような過杭が地域内のj瓜化進化の総合であ

る。そこで、務総から JlIl土(

つに!又分し，各成立nごとにそ

例を淡 1Biこえミす。

}までをつぎの 4

さを記録した。…

1'2 $J行(t平穏 波統した対般をなしjlflJ日がほとんど

ない。

1'， 羽風化対上記@の状態。信行締法にゆるみ

をダミじ，J針;EmそのitlLにそってすき liiJのある;IJI)

t':lがかなりある。対行Hli.&L，まそのまま{法l'与さ

nる。

w 乳化;a¥' J二記岱グ〕状態。各flTtの大きさの f(jli~!

投!干の集合。新潟村な泣はありまたはなし。長〈

:fil土小脳llZ!1燃， {j少討は11'f1j ii梁(5 -10cm)に

なりやすい。 1撲の ~ÆIYIi !;j:.え5溺色に iJj れる。

ゴ :LJ~ と fTj 艇とのi[~{l- r(ð 0 抗争i¥¥色のあlj

k分を告示む。弔問~綬:iHMる紋ではあIjj二化が進

み角慨をほとんど含まない土j好(1ft約色， 11与

にはが椀包)がj忍られる。

各ii¥tfl良でのこれらの組合わせと lネミ?とから 2つの

クル…ブにまWJIJした。すなわら，

W W ， S の!手~の合計・が 2.5 m以/'.ある， )孔fと

j認の浮いグループ。

R rwjJ二が2.5m以下の，胤化対の簿いグループ。

l滋2AIニillijグルー J プグ〕分布状態を訴した。これに

よると， WI土足似ilIiOUlJJ妙ト)，'iJの境界線)ぞいの司Z

JFl.-主主主'1古iilニ多いことがわかる。I1IIJ良から谷筋にか

けての念、がは'!iて白WがJJiわれるのは1.I!1!';'I;J;引討に限られ

る。ここでは胤化物質が移動して集まりやすいため

である。しかし，そのiTill廷はu王い。れは主lこrJ，れ

からなり，念、利Hiiに1ii:慨する。足以筋でのRの1.11現
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者1\1立の多くは ô !E~斜TmやÔ J\'1!Tè: H{である。間 2A で

はWを主とする地j:j丸 Rを主とする地域に大市J]して

みミしである。

Wの分布・域では s さの)t之ま 3m倒 wのそ

れは 6mである。多くの場介， 1'，のード IU~I討議政より

下位:にあってその呼さはつかめなかったが，匁!りう

る限りでは紋お 7mである。 sから1'，までのJlT!-さの

合計は10mほどが上11.Eとで，特別なjibイャには15mfなに

なることもあろう。

Rの分布iYTxでは， )芯ffI¥的なWをi徐けJZ，:i波大 1m

の!学さの s，Jt:!c:k 2 mの!学さの w (附)j合わせて 1

-2 m)および:l1"k火 5mの!学さの1'1である。 sとw

ばしばしば欠如する。

(3) 谷底および斜濁土佐積物(関 2B) 

a.谷底堆積物 314;地域の谷氏にはl1r1奇警なだ11積物

がほとんどな L、。税金告のJ~Jこ大隊， Iヨ1繋が1(1f.<烈fgt

するわiJ交である e これは，干名が~Jlf.谷で念、傾斜(JlJ 

Jl丸谷の縦断ガJi'Jの勾配とも)なこと，下車Ij作用で

となっていることと関係する。つま

り，泌tt(で、述べたように， TIfijfl!lJJ111J長念品'I-fmでは風化

による滋JNの生政，滞仰が少いこと，これがおに入

っても淡町:jlli)'のf己流で洗い流されること， rl:1， J二流

にほとんど崩壊がないこと， Illijfl!ljの場授から

ilIl i容があること，なとoの泌はiで，1:1--般に中小艇が大

:Ntにたまらずほ燃のみがずHE寸るのであろう。ただ

し， -fi.氏には，昭和571p(捌支援年度)の文学の集中

'夜間で発生した淡郎ぞいの崩壊て‘fljlll:lした務紛が…

Iky.(l(J(ニJH¥H'lするところがある(殴]2Bのノj、白jし記号)。

また， タム í~'ff炎グ):l!防災者Jl守も悶立つがこれは人工改

変によるものでj二とはほ別して陪示した (1忍2Bの

以点1刻渓)。

b.斜麗堆積物 これには 211[[泌が認められる o

1つlまクリーブによって1111!cí~糾 Wl成にゆるやかに移

動集約したものである。本・支流ti-の鋭部の，浅い

絞斜古1¥ペ:>1十l)政治、料Tiii(l)浅い I~Q部に見出される Q 地表

には fí!Ï~七.が総，1':し物質の活発会:移動はない(安定~;n。

沢給分布域を供給i!Jilとするものは小高JlFslj撲を主と

し，砂手:t. sl岩JIJ回分布j或からのものは砂おの大・

111 j1]慨が1'1滋燃とi1もみ:する o 間 2Bには災l採に確認

できたものの他に地形から千{{f:の予恕されるものも

記入した。 浮さは紋火でも 10m以下，ふつうは 5m
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A Degl'ce of weathering: 1， strongly weathcl'ed (Wつ 2，weakly to moderately weathered 
(Rつ. 3， part dominant in W. 4， pUl't dominant in R. 5， land slide. 6事 dam. 7， bOllndary of 
thc sllrvey al'ea. 'see text. 
B. Slope and valley deposits: a， slope deposits (stable type) confil'med. b， ditto， assumed. 
c， slope deposits (unstable). d， thin valley deposits. c， ditto， induced by arlificial defol'mation. 
f， fall. 

Fig. 2. Map of surface geology in Kojinzawa al'ea， Ohta Rivcl'， Mori Town 

-$'1 

米ir.l.jて、あろう。 およりなる。本流の1.;:1引I[IJt立時打者，お伴11!1Jは後者が

もう 1つの秘矧{立j的機によって生産された岩舟で、 優勢である。変部II級担・はノj、滋EMl佼，紋色，滅状，駁

ある G 安定型と不安定問とがある o JiiJ殺は王li;fJ:いち 艇であるが1'Ii:1犬鉛jJ1Rまたは片現が発迷したり，集JJlI.

じるしい物質移動がなく池宮u対i([生でvおおわれる。 法;ー状を没したりすることがある O 総j尼)十告はKJk色で

後者は i昭和571ド(翻ヨ~~if.1.支)の~の袋小淡fFHこ j\]悶 片足11が発i主し溺平なせ、お)'(にわれ与~，、 o jなめH土京ょに

するものて'.jri!いたり倒れたりし fニ!:I:木を多数まじえ J¥:[…[i1J雨lmol，fJj殺は境界付近で指交:1えの関係で相方:

ている o :tt!!，汲IH巣池でii甘土が移動しつつある o この の分;(riJ求内に入りこんでいる。地形はゆるやかなlI'.

fjMiiiは本流下半f:iISのb:W:11!Ijの淡wに集，tlしている。 陵地である。

いずれも ~:'i':fl対米の小潟熔よリなる o J;)i棋は111lil30m (1)義銀法の風化状態 irut災太J]]J I1 J:iiIe:l!N.の風化

以内，傾斜151UJの長さ50m以内， J手さ 5m以内であ 過1'~lCÐ， @，のとよく似た給過をたどる。ただし，

るo 変~1j(総務{土節理II (ときにJ'iJll¥)，紋泥J'，:{:TIま片明ぞい

3.静岡燦引佐町者BEBJIIJ二流繍j燐川支流(lfilli1il大 に，それぞれi1flJil， lÌ日~・は '1:1 -大狩塊(ときにノ!、~

ìíÎ( 潟村、;f~'~lí~j 372-200 m， jijl秘 14.5ha) rl明日)，後者は菜子17.小切iとなる点カサもなるだけである。

(1)碁盤地震の概要 この地域l ;J:í1.I.î前日本外11H~1I 従って， )!li¥化状態のIl.分 r2，rl， W， Sの特徴は太

初Wß~f\'の二1ヒ紋 lこ当た i)1f 後絢{kdJ~岩(締結ト}と総泥)十 閃J1iJ:.流のそれと|河じであり，また，これらを総合

52 -



lu I1 11小淡ì~U戎てがのま毛問地佼iV，\l1Eの 1 j持

したW，Rも同じように規定される。係以で・の19Mじ状

態の記録の lj91H立去 1Cのごとくである。本地域で

は~J1.苦笑点のすべてが R に泌し，風化胞は溶い。間 3

にはこi二綴府 (s)が粘ニ!二化のjJflんだi}J;渋色ゴ. (灼際ま

じり)となっている部分を示したが，ここでも風化

j授の序さは 1-2mである。I:l?lの注目下，地点30から

34までの11誌に設波された椛状皆伐i互のトレンチ(ほ

ほ7}(317.，深さ0.6-0.9m)ぞいの鋭宅きでは， 1般向i也

で 5，W がll'干し微i白地で sが浮くなり，ノj、谷のお

政官1¥には谷底:ljl1純物 (11斉摘色， frj T1~Jt!n がでること

カfわかった。

ヨド地域のま~H訴には iîlî i表1むがほとんどなく (次にの

べるものを除く)，また， !1J1IW斜fiijでの:iifJ¥!t物もほと

んどない。

(3) 谷底堆積物 本地繊の谷氏には鎖手fな1怯積物

がほとんどない。務総J二lニ大概， ぽ自然が対fく絞る不足

!立で岩線路!j1部が多い。これは，地域全体がi以流域

にさ当たり，上流からのこi:おの滋流放が少ないこと，

綬{頃;f;!I.iliiが多く崩壊池がほとんどないことてぺ大哉の

土石が袋綴しにくいのであろう。ただし，本沈下流

7ぷhfi:lllljO)交流域 bにJM機Jl!!.aがあり，そこからのjlll

出しゴゴ{少が支流 b， cグ〉下流官1¥の谷JKを.I11!.め点てて

いる(関 3)。

谷底:llJl純物の特徴は終JlIのjえぬ!のね1St'こ限Jiiliする。

谷llfi古1¥でi5U泌のない持1¥分では土機関 (5)が谷氏を占

める 十倍1¥はグライ化する)。この部分は閲 3(ニ示し

たο さらに下流で'iltJl:llがやや進んだ部分になると w

(j有機摺)ないしれ(5J~J J!氏化器)上部に当たり，ここ

から ftU合さ;fL t.ニ l1r~u戸谷成に放おしする G しかしこの

部分はまぜかしより下流の， i先似が滋んで*5鍛の路

111す偏る谷践となる。ここでは紋十}jにのべたように大・

ぽ燃が散布する脱皮で、ある。

表層地質調査の応用i9lJ

JJieの3地域でl司mjに怒教が行った渓流炎iJiu!<.の

ifrU設分;(Iiivl.j完結果と若返j問地伎とを比べると，炎流*

肢がl!l1¥，化椛(ゴニ機会合む)と全長成:tj主総物， つまり炎J弱

地'lt の浮さに支配されることがわかった。これら

が大きいと水l土地ltにJt'i:切されやすい。 1m¥，化帯が日立

いとネ!llIiI上音1¥ていまえiJit*は少いが，斜1m下部から谷に

かけて湖水が多く渇71(J~1の流fft減交を緩和する。?子

1， strcams running on soil mantle. 2， thin valley deposits. 
3， part dominant in soils with clay textures. 4， sUl'vey site. 
5， stream. G， bo削 daryof th!， survey area. White pal't 
being weakly weathered area (Rつ.市 seetext. 

Fig. 3. Map of surface geology in lnasa Experimental 
Forest， Shizuoka University， Miyakoda River， 
Jnasa Town. 

j氏:lHl鰍物が!学いと前後のIH水をtflJ給Ijするが淡流水の

泌オえをJおきやすい。山梨以荒川上流域では附者とも

にl学くて災流水がtflJilflJされがちなのに対し， i'iJiト岡県

太問JlI上流域ではがj殺がややJ学〈後殺が薄いので雪量

iJi[7]<'の法!底流出はより火きい。しかし者世間111上流域

ではii司教とも小さいのでまえiAE7](の調節はあまりなさ

れない， といった水;政学的性格が浮かび出てくる。

このほか，伏流J]<.，がl.lfIi.谷氏での土砂防=留殺の

兇つもり，風化般のjj長さと地すべ 1)，崩壊との関係

なと。水平1]，災害， rJit:境科学との桜点に対して悩報を

与えるものとして炎j潟地質調宝石が期待される。

総延長を"t"心とした簡便法であるが， Jえを利用して

修!交の高い翻疫のてψさることが長所である。ボー 1)

ンタ，物議i採主慢などの}:j法と組合わせることによっ

てより大きな威力を発:j'ljIするものと思われる。

摘要

JJJt!il小i支流域i土地)J';がJ念、で交通の使が慈し機械

を月jいたま毛j弱地資料資には|生!燃が伴う。そこで， 多

数地点の派閥観察を中心としたま毛j留地質減資法をこじ

--53-
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夫した。潟ヨ記事現はでのごとくであるo

1，風化状態の区分 上依より土宅建j弘風化伶i，

溺J!l!l化岩，新鮮総}に区分する。区分の特徴l土法

総によって !J~なる。佐分の組合わせ，惨さから

風化状態(発途j丸厚さ)の殺皮を 2-3分す

る。

2，斜lIij:ltli核物のi1fI7]1j(クリーブ，崩壊ゴ二砂など)，

安定性，先li綴(ひろがり， J写さ)

3，谷底地積物の校後，規模，安定性

rJI，j殺地点ごとにこれらを鋭綴記録しかっ分布摺(茨

j郁也質問)を作成する。

秘資例として，花関岩怨，0凌山池， :tlliWt15急峻1M也，

変成岩緩斜丘陵での紡占誌をさ持げた。

応!羽jYlJとして，これらの地域の表層地質が河川i炎

流*:1設を支配する議攻:関子で、あることを示した。

言結 辞

この絢設に袈した波別の…1誌は文部省科研賢一般

A (No，564440011)によった。翻強iの機会を与-えて

下さった代炎殺の前十間大学1111:学活111・す外: 公教授f也林

学科関係数'T-1'¥現地部j資て.";Biltli舌になった水平Ij科学

併究所井上ì~j災研究53，山梨県， rr;'1潟県，静附大学

農学者Ili災灘林の各当均，調授に協力fsiいた向学部学

生(当時)小林久，松本別fi也牧野S!&…氏に浮く

御礼申し上げる。
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