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地質調査所月報（第13巻第10号）

大谷石採石場付近の災害防止のための基礎調査

　中沢次郎柴．藤本弁蔵鰍佐藤優繰宇野沢昭鰍

　本調査は，栃木県宇都宮市の依頼により，大谷石採右

地域の採石による災害防止と安全生産を考えるための基

礎調査として，最初の試みどして立岩・瓦作地区におい

て行なつた。

　凝荻岩である牟め，採石跡の崩落および陥没は年ごと

または隔年ごとに大崩落および犬陥没をひきおこし，そ

のたびごとに人的物的大被害を蒙つている。

　凝灰岩である限り野外においては坑内におけるより

も，断層および裂か（節理や割れ目を含む）等の観察が

非常に困難であるが，坑内ではその観察がかなり容易に

できる。坑内における断層，裂かおよび掘進に伴ない生

ずる割れ目等を含めて断裂系という語を用いた。

　凝灰岩中では上部から下部に至る問，ほとんど無層理

であつて，石炭鉱山等の崩落のように各層の層間剥離

が，ひいては地上崩落の原因となるようなことは行なわ

れず，当地域では崩落を大きく支配しているもののなか

に，断裂系が大きな要素の一つと考えられるので，各坑

内での断裂をシュミットネットに投影し，断裂方向の考

察をしてみた。

　A地区の主要断裂方向はN600Eが11．2％，N45。W

方向のものが10．1％で，B地区の主要断裂方向は，N

60。Eが11，2％，N45。W方向のものが10，1％であ

り・A，B両地区とも断裂系の主要方向はほぼ一致し，N45

～50。WとN60～65。E方向の2つの系統で，この断裂

系を生じせしめる運動方向はほぼ東西，南北の運動が加

えられ生じたもので， 当地域の凝荻岩層が堆積後現在ま

でに加えられた地殻の運動と岩石の性質によるものであ

り，常にこの地域ではこの方向の運動を生じているもの

と推定できた。調査後10カ月後に起きた沐崩落は坑内“

調査を行なつた当時の断裂方向通りに大崩落を生じ，明

らかに断裂系が崩落に結びついていることが実証され

た。

　かような調査を詳細に行なうことにより災害を未然に

防ぎ得る可能性を知ることができた。

　なお落盤の種類，断層のでき方に関する一考察が発表

され，保安上の対策も述べられた。

　　　　　　　　　　（築地質相談所　撫技術部）

簡易無定方位磁力計の試用と地質調査への

　　　　利用について

　　　　　小野晃司

東京大学理学部地球物理学教室の荒井鞍氏が簡易無定

・方位磁力計（Simple　Astatic　Magnetolpeter）を試作し

．た・ここにはその紹介・試用した結果・利用価値につい

て述べ翫

　この器具は野外携行に便利なように，通常の無定方位

磁力計のうち，感度測定用のヘルムホルツ線輪・観測用

の尺度・試料支持台などを除き，棒磁石の反平行対とそ

れを吊る燐青銅細線のみを残して，長さ約40c血のア

クリル樹脂円筒に収め，写真機用の三脚に取付けられる

ようにしたものである。Fゐ磁石に試料を近付けた時起

きる磁石の回転の，向きと．角度とを肉眼で観察するのみ

なので，定量測定はできず，岩石の大略の磁化方位を知る

ことができるだけであるろ磁化の強さJn＝10－3e．m・u／g

　（普通の安山岩位）程度の岩石の，通常の岩石標本位の

大きさの試料に充分感ずるので，一部の珪長質岩を除く

かなりの範囲の火山岩を対象として測定できる。普通の

堆積岩には使えない。

　，試用例の一つは，竹田市付近で1阿蘇火山起源と考え

られる火山砕屑流のなかの一つと，他のより古い火山砕

屑流とを・帯磁方位の正・逆によつて識別したことであ

る。他の一例は，阿蘇火山起源の一火山砕屑流堆積物中

の軽石塊集積部について，その中の軽石塊の帯磁方向が

集中することから，この軽石の集積が起こつたのは・火

山砕屑流の停止した時以前か，あるいは停止直後である

と推定したことである。

　この器具の特徴は軽く，かつ測定に長時間を要しない

で，その場で結果を得られる閣ことである。それゆえ，一

般の目的の地質調査に際しても携行・測定が可能であ』

る。火山岩地帯の概査（詳細な研究を必要とする問題の

発見），帯磁方位による岩体の識別，砕屑状の火山岩か

らなる堆積物の生成時の温度推定などに有効に使用され

よう。、しかし野外で使用する際には，定量測定のできな

いことと，岩石の帯磁の安定性についての室内での検討

を経ていないこととを念頭において，野外で得られた結

果の信頼性の限界を注意じなくてはならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　（地質部）

長野県南部，北部木曽地方の古生層の化学成分

片田正人栄　礒見博暑　大森えい撒　山田貞子罧

　長野県南部，北部木曽地方の古生層の粘板岩（17コ）・

砂岩（3コ）・玄武岩（『1コ）の化学分析値（主要13成

分）を公表し，それらの特徴ならびに鉱物組成・地質と

の関連性に関して2，3付言した。

　化学成分上の特徴を略記すると以下のようである。粘

板岩は，Clarkeなどにぶる世界各地の吉生層粘板岩と

比較して，Sio2，Na20が多く，CaOが少ない。砂岩

92一（914〉



鐵轟　蓬疑　壌1こ　獣

罵グし／イ罪ツケ瓢轟イヒ！挙捲匙タン1、．．冬凝釣アノレ罪一、熟聾．翼ぴあξξ〉，

3芸鐸驚撃驚鵜舞旛露凝撒屠慧フヤレ爵貸塗薯、籔で㌧1慈≧委、まノこ韓1鱗糞

慧業難翻馨繊騰錠髭欝，とし、［て聾螺殴のぞ威‘かと要　鉄ひ〉選蒙薫鴛、う稀慰”、ノ藩

○翰地質離蘇技備鶴

諏撒九州第麗総の宵鍵礫に？いでの譲，叢の灘禦

　　　　　　　　　　．疑　蓄藤　職・　諺ム

　コ，1雛蕪1プし擁・1崔，爵舞簿三誘繋1、藩醗庚寧午鋭1戎葦‘ま炎霞韓麟1メ穿臨』捻、l　lこ1

灘ニノ，i饗にタン墳槍欺護撫慧量1巽霧よご，．．蘇、醗碧轡藤ぞ雛葦麹／護，碁、ど

　）黄霧三養を著く1整暴鱗鶴ビ「）唱ミ燕達一1」晶、養奪鷺糸撚の・各葬騨雛

1㌘いで，従来鰯慧携よ学的滋よび1蟻1、エ物学的昨羅地か！シ．｝

1萎う尋、ド㌘なく，　へ、）象揺こ》蝿鋳　　箏残跨諸象1難要驚／套至、確糞

斜方向， 繋鉱物継成　（東京大学飯、鶴東分析〉お，奪　騰：カ

チン湾澱灘などの灘麟舞を麟奪．もて罫聴ギ葦磁豫難翼1垂ゴ試劉F寮た。，熊鋳1

に㌦幅’・て韓遇億夏余／フ烈瀦をi・篠グラフL（．暴誰轟オ、）しい頻重韓勿の搭餐

華織プ潟離を馨雛慧1、，．肇藁．鉦1‘i梅勲髭成に・いて1、■堆聴、雛i

物と慕盤申のそれ払関係から／、議簸蟹定もた、、酒累、二

偽薙脇ザ）雛驚し亥二／共給方向～　難　物か罫　　　1馨　髭が整塚

護罫睾彗．／pて肇塚奪凝疑漂難1二こ藩ミ．気を．擬撃霧更一，ノ諜。ワ下1記

71鑛欝九州古地i麩熱窯1（獣｝万分の：隻）　（激幹も1こ耀曼磯挙豪α幡終縣誓

灘翼証翠釘♪　をで乍｝、オこ．シ

め繍三系囎ノ島や誓△　緯ど分布裾隻欝麟
鎌ぐ？））堆蒙、燭蝉／筆窯）　撫響　1餐、、虹び・郷麟琴簿堆窪壽嚢；紛

趨あs）　1公藩騰1醗疑彰野轡麟雛婁誕）　’松、i、昇群1晦戸弓歪舞騨ξ麹藩

蓉）　1繋響∫破柏二（麟二董撃’）搾オii蘇魯藩碁雛季藝〉　孫麟。軽1妻畿葦曲 難i謹ご1／

潮影雛覆初韓，わ　佐幽爆、／勲洋大瀬五尺履堆積後，＄）

煽勢層堆積初麹ざ，粉　大羅、／ぎ畷積初期，1、の深刷　駿籏

初期，慧）爾田平／l＝霊堆積初1鯛，鴛〉平ノ響馨堆馨，《初期，、

　寒た摯蝿購辱分布と声をの戯購　）偽麟の／暖ll斜η向（愛罷域

ごと紅沸グ響アr云す）　と　　　　（灘万分‘齢蓋｝　を／轡

輝ごとにで乍つた．㌧　／㌦なわち干聯宏よ1．1．鑑）溝鱗羅睡＝、薫、1，バ曙／馨

響洋　暮）1公、騒、昇壽瓢費、鉾　£）黙鏡芝麟・（解野、藤、～／／群　三》）相1甫

／轡　鷺〉鍾二婁慧・一纐ヂ1二1，i　罫）難霧／l　叢）1大鰹藍戸1　蕪〉

1繋月／，！　夏）稀濫7琴肇瓢｝　ぜ・・て難蒋戎／臨！、

　粟訊Pl二窃，）講：誕1麟療扇識、ン譜くび），試灘ll、1＝二～二駿1嘆菰〆くノ胤、、

　め1旗鐸ぎ三蕎昏撲．壕謝謄お欝叔？）の餐1蕊奪塾鞍麟韓瓢1，虹火山乎講讐勢

濤権醸m懲卦ξ警灘耐．圭艶1賛iノ，馨津蓑プお遮、くで蒙ゑ畢蜜芝、乃喰i鵜1　　）た．∩

こ属呼先構三夢懸のll患銭　　ぞ乞1ヨ辱拳藷潜（緩韓騨　　1翫う　　、1．1．ざ

ラ鷲舞y三系を『変餐柔び畷まン総．擬一　驚こ融ゴ癒娘、1噺愛イヒした　2〉

嵐）　携類晦緊撃量1羅壌識欝教謬韓（鷲1嘱餐三三華撒穂7丁簿灘に1嚢曝顯嵐ノ語難

　　　　　蝋購瀬付近1欝（1二び重／ン、i、，7略 P、嚇！近はそ‘．）

まま陸地を続！、ノ，　こ二れ紅対しド・輝麟彼杵半、露，墾よ齢、よひミ ，塗、譲雛薫、蓑

二麟、柔水域凝郎。），撚離鰍1や先鎌三ノ1、4螺哨醸を多

叢茎職二供給／ボ．節赤崎韓幡罫、纈蹴 縮鴨顧薫じ犀、：，．

響、後るの鍵！l誠・鑛灘案1受率牽興彰良鶏慕さシミが瓢liイじ1・駄　難）慕）

　　、貿蝉濁総爵乾．ノ／！膨外　　 澹麟疑と1鱒巽、ぎ、雛墜一響器ノ彰綴ヌ灘齢罫／i‘）

藁｛則晒襲魯1臣臨の牽、1鎖一義擁乳、露オ也1繊L　穿ヒ霧幸L．繋　騨くび）1　曇

！　武ど、勤・多達、 壁、繋爵麟．享し，，、さ1公昏1舞汽韓鐸の歪韓奪ξごミニなり撃鳶　’1鱒

σ
，
選繋郵、．／公、il、ゴ肇／鉾壌誓，髭、凝弩と乏罐｝㌔綻舞鞭、大（冷幸蘇垂罵となジ）ゾ町。誌）

　その／褻1毎退を濤騰1ナ1騰ノ爽／爽摩のナ舞聡！妻と㍑雛鉾ツい瓢逡驚

イヒ講ヤ　のc）　1、、怒象ニプこ欝謹完鐸隼し．繋爾誕1ン憩｝墾ら纏ヒ等襲1ノぎ

向紅向ズ～ぜ　ご　堤難輝藩な二耽灘鮮誰乏とン慧“麺i集騨舞プ」・賛の1瀦と人／ど

隷藤難蕃議郵義／瓢肇黛｝粛難1、、爵を（懲／麦．1，トし、、浄‘レなくとも一霧緯は謹ミ

イ1㌘1『凧る⊃黍〉7）欝）黙）1欝乏／講と｛轍イう・身餐叢ヌ驚乱．柔ゴ謹曄溝纂と

び確嚢露瀬　1蕩華オ　　／1鎖犬1灘導冊ノ糞し．、罫麟三1ノ賛1騰　　㌧搬1婆整／轡！窺

誇まン蒼r恐譲涌戴巌鰹『舞蘇／薮／l套，＞b纏繍炎主鞠纏譲く／　隔零愛ヒダ変象＞

髪）です斐驚瓢鐵く鐵叢淫し．、費　グくi、／挫議墾：潅と1ミ1聾系漆　．蔦鉱とも譲、

1わ鴫廊て萱登〆くプ琴餐1薯磯 1痔奪紅c難r（）鶯擁t難ズ”β華　難潔　 ！鶏

疹1う魂こ蓉麓皮粕譲i　l蝶　争，柔り盤懸総駕1れ，ブここ〆と二を鷺無！剛、評ごい

る，、鋤F）雲犠雛麟堆積後陵化し繊食さ），，、、た，、ご．の｛．鐵食量

が灘シ㌣君1瀞君，1付蒸捻を壌1、と．し評ぐ養餐　，東蕪影墾獲鄭講1こ灘1舟し評　響

し，くフ大こ、藁完．淀二．、乱オばプ・涼嚢翌灘穫醜糞鍵醤　灘謬謹墾（7一麟懲鍛難4）運・

嚢鯵窃，嘩嚢1韓と欝もな恐こ，と痔＆賛碁三含ン孜、る，，繋瞬　〉却i縛　貰ぐ賞駕¢）

秀滋／lと凝；むず，一〉てくサ　　灘1遷灘も　～～盤慧義難£簸鷺鷺騒ε慧窪僕毫沈漆二

融’ξき　蔦ンれ．「餐1ノ穿1、3のラ鷲簿亨三窯系1響タ，）　転1鷺証鎌ぐ難識勲繕驚r篇奪寒

紅難鶏卿動鷺｝、、墜ズノ、き・餌轟隔一葬も騒1，ノ匡賠7》ら諺ヒ警蓑プ灘韓（芝きl　l町轍

向か　四｛矯撫麟職乙磁灘い馬疇．なお本騨判るは

¢y（エ三繍燃慮撚　ン声試ど鈴寒流系菊びし虫を翻有し，　本麟墾半

　　　　　　　　　　　　　玉こと軌、＿ノ嚢し、，、て㌧・る、嚢）蘇〉

1大／　，》）壌葺　真いまま》ご3　なり欝纏炎灌機¢》一・ 冗大溜！撫ズ試恐

とさ二｛、紅ゴ起i．1職華、む漆霊盛藍虞㌧，撫ン駄蓼麟美鐸駆芝〉桑鋭変凌1ン糞㍍て㌧、

塾
、

．三（｝）蕪）1擁蔭激、、蒼轡〉婿イ・ゴ、迦、こあ鯵夢i墜軽鷺籔プぎ／徽あザ》

泳二．、葱め葱窯）置）1携有類芦多！縫（フ〉藪．、戴薩灘（）罫キ事に8電猟蓋r（滋1一礁ン腿

癒ブザ漁籍噛　巽＞　存壌三・ノる1、と｝穫蕊罫…　粋覇欝き溺轡のな漆・

鵜轟難騨総騰琴綴禁1が融“．ヅ、三鷲：そ蘇蕊とき審らに爆1髪　）軽題講

ノン向・や響鷺プン線豪／ヌ難麗i勺轍葦霧い欝1繕ンズ寮1荏養萄すること｝う・

ら覧騒参嚢、、嚢烈騰耀琴賛毒舞鷺F　壽鐵彗，妻携寒　／犬顧三1蕃擢擁＿磁オt．き　鉱

孝、　1共筆金溺蕪ヒな）、　｝浅・讃　！、薫雛三露聾覇　1・よう1・こ謄・戴）オし凝瓶

翔、ヒ薪．〉、紅』、観嫉ヒ灘嚢力一州饗三鱗熱¢｝堆ミ灘妻銘鋸》1蔓懸婁な3愚響誌霞．／鑑

　｛懸叢u．し　をた．、，紳そ藁7．）1発灘．麟渠．器を3磁1』て覧　とくに≧欠羨｝裟

、転　溝三巽　　恐，◎溺慰凹三雛の耀斧農勢1．知1ヒ総りの葛（1灘柔二方

向〉，シら搭終馨撫’　｛、教藩試葦1ノ網IP鐙なく畢騨羅藩掴向に｛立謎疑｝鐸『，μ

椙ノ，難曾．玉▽，ヂ大立、轍・シ、鵜，薩，常に先第三遷纏域が

姦“養．三鉱，’雪　ご（2、）ll趨凝箕治縁）も窪暫給さ潅Lぜなこと矯羅勇1㌧｝う〕議蓑ニノγ

　　（窟）難墾藩財．嫌顕余／プ韓離ゑ藩／餐縫さ澄、た壌．奪耕勢の難誓給プ憐憩

㌧！緯蝶鱗〔 1．彰廃脅かぜ擁糞蒸’翫！纂霞驚羅（霧簿藩鐘原〉　と埠

　漫叢熱／繊鐸ギ三遷慰逆〉盤雛磯／訊影ヴ瞳澱／漢灘挙潅．1なく薄華零↑審浜ヅ瓜・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轄憲1総畜欝

麟暮一（藍鞭碁〉



li蓬　餐　1講　三1鐵　1舜　、遡　．報　　（豪膨　謹 慕　｛警　　鐸事　眠）　響フ

織土の熱麟叢総闘寧響牝単熱舗難鷲鶴肇いで

　　　　　　　　　（態y　ぐ毒慕ぎ蕪唱懸　糞ノ璽

蓄塾擁撫t呈｛搏気《｝ヂ（⊃1驚鷺蕪（瀧／蓼r菱滞｛シ

ζ録魏y　　（．／｛》慧貰織蓋　（》f　義舞ぐぎ直登慧

A峯）蕊蓬1茎嚢鑓、）

　　　　　　　　　　　　　ぎ爆『雪　嶺尺　ま衆

、垂《量蓑豊y）

麗童《慧　亀《》盆1黙　量璽《》獣，㍑懸　髪ンギ

聖彗£離鶏　《二麺董・換雛雀iぐ　建（翼隷《鍾y

郎

　諜ン∫ク1芽一・ト1二肇艶君自1博盲も馨燕ぞ戴繋1三華蕪，1糞幾壌雪擁オ婁賑蓬澄ζ1ン）決烹鶏，

ミ率ソ虜織質調査1｝iを癖慧懸＄年春かあミネソメ癖1占土お

　　　　　漁　　　　蟄　　　　　潜才し、当　　　　　　　融，よ導縁凝購薫尋授簿三1謬｛

ぎ）学罪・ト漆箋蓋蓼違藝瓶副儀静墨妻‘簿鉢こ鱗婁擁蓬さオミ、ゾ1二、、　繋ギ文呼躍）終il嚢詳

を、襲サ　善罎．人び’）翻琴謙び）藤i葦嚢糞う　聯麟製ププ窯猷ン鴛』紅瞭ミ薮補影綴藁難三’講に1蝿

一参一る階・（フ）交筋渠雰　巽熟彗彰挙長ご）糞奪纏1こ対、するイヒ爆域〉／響疑）／春圭i弓養

辮錫／粥麟、．ll、愛．聯纐吻，紋図，選．睡魏、蝋びアルミヅガ）効

果，ガ、ス発生物質め決定，火成岩の熱膨藤，ガ雇発生φ

轡鷺麓i姿馨痔需論鎗ほ1三9薄しで㌧、鷺越

　薦・問の・維含でその詳細を紹介｛』かねたが，1膨張性と非

脇醐三短）脚鎧寺瀧轡講成物織窒凝糀礁輪が非許常

続li期嚢黙L、聾　．鍵套許な轡蠕影導疑を｝書司るもぴ）寺よ大i略ごン）1籔界ン赫あ）つ

　　　構威成分を三角1纂菱標（（ズ》雛贈・に（A㌔（）講）》礁iO慧1）・

（〕羅1）夢熱蓬慧（）夢蓋絶（）野ぎ晦○ξ葺う　輪識弄）夢　Kメ））にと乏ん　ヅ緯

ツ獲．、た塗、め穏雄熱膨張領域が存在し．ド，大略こ、の領域内

で澄熱膨張が趨きるこ二とが翻、鯛され，一部鷺本産試料の

瀬懇影瞬繊募箋灘葵漆庶牽1拳介さ才匙激こ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（窪旭1綴零駿舞炎1野）

欝 鐵

淋くび1｝．1、ミ　　1こ、馨諏総し、k　　ゾξミ　　、，、

巻

§雲

，グ

ぴ

．ぴ

捻

撃

ぎ講』

学ダ

マ

、夢

ヴ

＄

4

　評へ

2婁　（罪霧馨）　争毒

グ　　　欝，慧

撃　　　糖
4嚢　綿（17｝　≦欝2鑓1

黛91（轟7亙）

旗）　（暮7慧）

（二1翫（碧ぐ礼〉3ぎ

　承

7．零｛ダ1『菱・主

鐸罫　難　蘇i

第遮図

c畿α穫）4）s罫

　夢）

マ．鈴導

藩£17び一iづ薦灘轡蓄洋

　第慈図

　第磐図

嚢4一一（蓼餐～）




