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海洋め形態上の進化

海岸の進化に関係ある要因のなかで，われわれが証明レうるものは・

　1）他の条件が同じならば，浜や砂浜の消長がそれに依存するところの堆積荷重の重大なる

影響。これが現に特にあらわれている河口は，東ではRoustan疏水，西ではOrgon疏水で

ある。

　実際に東では大ローンは大部分の河水を海に排水する。その河口のRoustan疏水ではその

両岸は南に向かって急激に移動している。それは下流に運ぱれた大量の堆積物が河口の西の地

域に集積してそこで沈殿するからである。

　これに反して西では小ローソは，特に河水を主流（大・一》河）に向けることを目的とした

水路の堤防工事以来（1860年），ほとんど護岸されて参り，河口のOrgon疏水には僅かの堆

積物しか運ぶことができず，とうてい湖からの波の侵食作用を相殺することはできない・

　護岸工事が泥土や小石で構成されれば，なおさらそうである。Saintes－Maries一およびIcard

池付近の海岸線が急激に後退しているのもこれがためである。この海岸は局部的に砂の下に露

出している沈積泥の地塊（blocs　de　vase）でできている。 これは古代の浅海地層が漸次海水・

によって破壊されだ証拠である。

　侵食があらわれているのは海岸にかぎらず疏水の崖（berges）にも及んでおり・侵食はそれ

を洲に変形させている。河の曲折は下流に向かって典型的に移動しているにもかかわらず，こ

の侵食は汀（plages）を破壊して北の方へ進行している。

　2）交互的な海岸の消失と移動の役割，その消長は浜の気象条件に依存する。

　陸からの風によって思いがけない大きな海岸の移転が起こることがある♂それは海底の盛り

あがり　（remblayage充填，埋め立て）を伴なうからである　（海岸の海面の低下による底流

（undertOW）の出現）。沖からの風によって，それらは非常に急速に到達するが，しかしtながら

それらの結果は，その海岸を本拠とする消失（dispersion）現象によって遮蔽される　（沖に向

かう返り波）。

　この消失の現実性は，Faraman海岸やFos海岸の急激な浸食作用にもあらわれている。1

Fos海岸は，その極端に平らかな傾斜の側面にもかかわらず，湾の中心部において泥で海底が

盛りあがっている。これらの2つの実例は1何らかの原因による沈殿の堆積物のない，移動し

うる沈殿物で構成されている海岸に対しては，可能的平衡は存在しないことを示している。

　海岸の発達における海の活動の有力な役割はなお次のように現われている。すなわち

　翫）主要河口の発展形式の中にあらわれている。その理由として沈殿物の配置は海の種々の

状態に依存しているからである。この河rlは多数の三角形の小島からだんだんにできるのであ

るが，これらの小島は最初は沿岸の海底に摺曲として，もっと正確にいえばその中央部の正面

の水面に頭をあらわし，上流に向かっては逆行屈折が加わることにより，また南に向かっては

正面の海岸線との結合によって長く延びる河口の砂洲として出現する。

　これらの島々またはtheysは“強い風下にある　（sous　le　vent　do卑inant）”と，ころの流れ

の西岸に接合する。この現象は“強い風上にある（au　vent　dominant）”にある・東の堤防の侵

食を伴なうのが普通で，これが河口の東への移動の事実を説明するものであり，かつζの付近

の坐礁難破船がこの発展を示唆する仮定を証明するものである。

　Mississippi河口の発展のメカニズムとは大いに異なり，冒一ソ・デルタの発達は，海岸線の

浮出によって長い間同，じように続いている。何となればその浮出の若干数が現在カマルグ浅瀬

の内部に築かれているのが見られるからである。

　b）その発達が単に豊富な沈殿物の堆積に依存するのみでなく，その分散（dispersion）の

局部的減少にも関係があるところの海岸線の（飴ches　littoralcs）形成の中にもあらわれている。

　これによってBeauduc岬の西の斜面の境界をなす海岸線の重要性と発展性とが説明される

84一（84）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　璽玄慕6τ庶轡／・ヂ『バ■タ¢。糞焦騨1強撫∫響1箏鷺

渉ll夢　こ叩オミ証1、柔一』　　試ζ，翻う》　ン麟毒灘1．、ご」『とざ糞二鞍じ濫幾隼勿1蔦（撫・．タ勧ご1一’無く“弄〉驚叢いぴ～1ひ考　、　煮、しA食窃1柔こ、¢〉瀬蕪

岸ジ．凍風瓢嚢惑　　ね慧こ弩，階の分散η一一，、錠二れズ）移動沈殿物の鹸‘嫁嬢扶し賦

う濃謡＞唆3三　　．、　ノ又Z誘媛総、ピ1こ糞よ　，鳳叢婁1）慶）治唱「ζ弩警　熱芝乱諺象し、ご．ジ撃乱ll憲ぴ）1、鷺S滋慧像S（｝黒．誼璽斐・㍉榊、、£考聾影籠ン1犬ぴ）

浅瀬かい鱗、1、て灘簸が次、，謡親嚇ll遊1 鱒1驚。、

　1雄麹漁』ぐ，第二次瀦1を・Eセ／・，鋳葬癖鶴、．，、一嚇1勺である、主．ころの海矯、磁の分枝

（1照劉二）藏撫（）臓痴の構厩　星幾1因を海岸分激蝋’ll麟諦腿のゼニ1二建にみいだ、醗／．　斯に

罷、わ勲．恐縣

　鷺獣羅ミ．騰　、舞よび　黙s至）獄鞭援、隷　麟1鈴方鑓レう縁灘風郵ilこ駅すいて恵・、，、、』ご秘・恐こと摯　北のヅy観糸色え

い
、

1欝誉㎡唱』▽播党鰹建蕩勢擾ご、践ト　ツ　タづ　る、二と雄㌧　難身．脈！、…　（醸y戯轟識騰　慕聡貸為這置糠）　蹴）墨§簸憂を構ぢ轡慧1二し評ぐモ．ハ属　、、

とξゴ麟凱の簸　蕪一、曳紐方麟を，振～認ル　蓄！！桝賛．灘講1　傘、輩i躰二少熱・、、こ．こ．では横断麟

（sy蹴撫嶽醗1甑ll重麟⑲麟1・謬縫鍾駐、ド爵卿 憂三を1かごド熱糟邸び漸ξ峯牽、て，瀕鱒麟塘蹴

吐☆縫消覧〆てい釜）、，ゆえ紅風の層翻ノレ内部に1、細ご，卜wの方離〉i鐵鱗
漁二少’薦び》へご、とそ｝　拶llし’窯ゴレ、そ婆G

　最後紅幾甑蜘匙碁蕪ご顧は叉蛋鰍離鷺迄地ノン欝け，、瀞三拠物瞬！勝㌧・　　紅、好，ヌ，

強1力な移勤捻従来導ぎ　二建反対1、こ，紬く鈴違診薩疑E払薙へ瞬か｝ジぐイ 1　｛鍵！．k乙とをi証瞬L

たラ糠麹！，．｝砂浜　饗か治．た鑑翻騨鯉鱗窪　研究1、コ・ξ、．），コ、，蟻噸　　た，、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　無置麟驚驚黒灘務錬繋融菰瞬、喪灘発叢

　、1融llの燐紅北拙，1増岬姻／慕漁欝》趨伏に、翻，ぼ肇形態学轡駕　隷1鞠1籍た驚・の地／馨義

洲／翼し、ノ鑓》・・る。，

　餐．牝部地帯

　v罧皇癖¢iじξヒ／，そめ大部分が…ξ響地～二なづ謄腎・る『醜榔飽塊耕箆現在の繰防が，藍少

排水足穂’て㌧灘葺の生’乏．てレ藤譲（s灘鵬糞癖博｝貴（姓縫戴醸ので1『i≧携二iごいll，菰闘謙＞平原

を一1簸凱てい澤　そ！水1．塾、iノ、嘩ぐ　暴，よいく．議、1化帖桜）がほと孟ど麟1募　ない，，しかし「識が

！耕地〔ノ郷疑とノぞ一の灘勘全部ま7霊、よ一…嚇都畷　墜灘妻　のため1講水i絡◎鰺込防癒利測卿．

たか夙．、が〕》磁！続が，大いに峯　鱗職愛不明婆1誠，た、1ご、れが欝濾㍑〔1，底賑乳噸，属焔愚鷺醗

翫麟議～獣癖！朗欝翻叙竃℃主蹴tの状難　　　紬＆鰍減／睾麟b撫、蜘ミ。／、地表一い戴，．可児ら離．［

　　．，乏も轟・水麺）！び繋こ、壁亮，　る、、たと、更．そ濫．鍵．）　触グ水路》海辮線が存ぞ1散　四、たとL，で番），

それ鋸1雛　　ダル・鐙榊積土期，君．／墾／、仲．’構、ご繍　・た、ノ、トぐ1顯欝解パ奪柔藤紅t

多く命～、、1隷←　3、麟蹴．鄭、編、・・水路の軸翻悩1‘鐸擁澱（／鋤8期稽壷警北職も内

〆縄のシ舞愚講鰹，　L至・慧y隻v嫁　（巌嫉玉蹴1駄歌　ぴ〉芋罫養三7馨　（：1．肇戚汽姦tの三劉掘多｝漁耐　　出　ゴきた濠究嚢嚢㌻勿の難夢鷺瓢よ

図礁！耽、眉！，5三2¢枕殿物茄跨濾／粥糊魏腕檜嚢敏紬憾／物（謡αぬ駕鱒覇

ぴ ’　　沈殿作／翫㌔ン犠二’』曇鴛ジく第，一、1、勲　継続し．てい惹海ど多少ぐ1奨1驚 　）る入

烹1二疑）た鎌　　際監，、よ醐題であぞ

　黛．繭部糠帯

　裟罫マルヅ浅瀬や／／瞬でル隔、爆ツ以艀職・とジ1ヒ1年代が藩　そ1乙最初形態鱗，，、

難　　il噛｝、．よ二く保有脳！！，ノてい覆　燐　　捌免かれ窯古猶海羅｝／舞護や水路が肇濾や入涯　　よン　　占拠さ

れた凹地ン嬉㌧達芳泣1て織蜷釜起した地糞の1麟’．1、1，こ縦獣ツ藁てい導、、

　堤防麟，・・た水路㌶1、凱舞勤の形が　難“

　緯　、偽磯い皿騒剛機霧翫塾判．熱し熟謬1、1へい支善鮭，そ叡、1　欝，雪》〉幅をもっており，そま．て愛　流ン耗
の
、
麟
　
　 ．》少姻、繍をも・ゴ、雛い　聾蓬ゾ／努ミのll 欲地と、13ン　いいる（鉄の支流纂’難総鎌費驚r）、〉

　妻〉）瀞畝，欄鷺、階の水臨t」麺羅麟窄の、姦少、と，槍　域1昏叢注饗1生を短よ・た古

≧
．・・支流醗紬罵（掩騒繍動睡《擁壽R簸博（／膨礁紬毒覇，，

　1二れ　　）占い水路1漁洪水靴よ馨，1然的・婚麟　　鋳少ξ　1搬遵をもち，次の乙とに、、よい　ゴ作珊

徽受　　、＞　すなわち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雛一（雛）



そ冗フ） 狂

蛋逝1　ぎも縄、蘇讐拶慧ゴ報 第墨一参｝）

，堆積物で

　もノヘさ

　　一譲1然勤な讃1．一一沖，ま，渠誕くされノ窮二　梅な亀．1襲1ごは水路夢こ二れ轄1繊叢（甥痔に作用

　屡、、ご、れ、1｝氾撃　i．二た1，）水賂び、紬剰負担　取　除く役裂iiを果たしラヂルタ編辺の盆地また

諏ぞの賛近（凹鞄紅童竃繊す凝』

　　担　）水路丈，繭療議展獄階、ご示つ海鐸線と多かれ少なかれ常蓑関係をき有す1

　も、垂糞鮎轟疑蘇織Llヌ庫歎磐猷）B諏長1、嶺簸／托てお弩，そぴ、和は漸次紅海羅線オ’構築し

　　　義ぷ　　　”　毒　流就　　その侵食さ1ミ　爾の部分醇二少1　　）海に呑み込航親！亨た玲というの

馨陸地の後退ノ罫奎蕪綴ts蓄撫rlむ地方仲尋　1☆～ご懇激監あぞタか罫ジーちる・

，、☆☆簾難，磁灘☆◎☆劾

　　　　　　　　　　　　　　　　　海，撫鷺

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講U糖．

L．．
．＿．＿＿＿、．．＿＿㎜＿＿．皿．一＿＿竺＿＿」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷺麟　　ぐ1隷滋輪ご鍔濃・　売　1∫　、麟

　　　　　災ぎ・1．）、・だ見すて糠た甚気1襲伽磁き副鎗1ド翼、　丈岬雛明”二が弓

　　　　　　　　　　、した議蹴ご麗癒ぐ）瓢難罫欝1鑑縫蔦1、蚤濱泥屑涙界を　　瓦

　野搬1支流ぽ、蝋び，擬嚇1，皿続くF婿気流1謀ヂ諺　　簸i／地帯の露lll（顛慰麟鋤に辱権糞

した、時とし・、∫砂i服二φ斑分けか馨醤瀞麟講装魏ぜルぶの灘騒4騰礎ンllll三す葛乙貞蝉欝慰二

、質．諺　ザ

　灘／方で嫁小カマル麟隻広大賑化塚 澄）渋類圭濤ジれて　り・それはかなり癒爵翼い購欄葱か轄

　　　　，歪二蓬》の・、・争ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。鑑の｝帯獄

かl　　lのマ拠溺獣瓢｝1慮綿‘舞，灘に属・薮．噛、礫（欝療購タを羅欝し3鴇　部分駒1非常紅

豊欝な軟休動物び耳じ／澤、訊℃い鴇。これが＄繁響蝋1泳嶽＄蝉で1　・

　よ1）新し，いそ纂ゴ，階び　孟、、、　　　　てllい嶺濃｝　編流の一禅ll｝が要Sy圭耀う嚢碇1奪驚懸

にぎ．　　　・イ亀噛継て3詑糟馨雛畿i轡¢1海ヌ離羨i態こよ㌦・て海鱗のところで取つ鞭鱗豪フれて

蓼毒一（8導）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　kl、毒賦洞ヂル、鰐）堆薦麟鱗《珊鷹

　・、1擁．二1款的分枝（驚気難蕊藤1纏）’，≧／織瓢，ている

　中央灘饗ルグの露》悉ぎ細　内部分1こ1譲ミE響はいない・・ぞし蜀次レ　　　　な陸地4　評p激な・発騒殿階

を／．蹴　筆る、う

　　　　ぐ論麟灘鱗／誇照華膿の戟癬～駄譲感儀眠1碍推藤贈麹1岬ぜ〉…部鍵

　　　　M瞭臨・半、鶴㌻そ窯穏麟灘s鰻が｛晴篤、，℃、蚤o体質的，“－製在鯛購ξ1匁負

　℃，‘、誇》ξ二霧！淋勤物瞭，鵜．、，こ死滅”．塔運命1“いブ、醒〕一／｝、

　　　　脳、〆甑麟耀箔壌霧事勿・化石　罫な叉、・1、1二雀，、》踏激ズ　　1’，　1　・、競鞭い諺　　　　郵纏で掛　㌧ξ孔二（鼠を一糞　　　二～二ろ

び「＞鐵蕪総）

　　　　紬6嵐〕（撲、、海蹴　…fl．麟櫃、1幽麺階細（厨／｝焦一一…i環、；i大峯　一γ紳の憂琶続1一’た

線緬戯撚灘c（）麟醐、

　　　嘱疑に爵棄刀，自二お1万・て泓醜蕊蘇鯉毅モζ、1．．び1　¢噛部地補1擁蒙

　き乎泌嚇 趣・　・だに拝紛ll繁輝勧髄麓｝匿いで濾（撫編監綱・態ン◎残擬Ψ
の纏．、綜ジ》7ン地形’翻勺な位鷺鎖矧舵容，・だいる、・二1．転t次（7ゴ、轡で“憐、．

　　　　“律，二◎紹㌻撫頴撮雛慮農y〔｝照蝋X），こ賃麗1河水～、た1、凱かんがい，絹運河か1二’、｝く猫充分賑壌、資

‘勧塩、、選特二いる轟召しヌ，晦く顔1給，　・ 北齢減．ノ☆t夏め、、、1　餓いあ猶、竃，，灘膨漁

1、二、、　　　　て存、1三一二稼ゴ．二、　．耽分（ノ．縞誤二綴鍵鑓，2，ノ．らの池の沈泥／ノ／湖緬1眠襲

t響・）麟’§奪こ，董であヅ、翼燃伽繁、繍｝。、

　一 ・（．1モ暇礪鞭海翼1釜のi．鰻の池，そ鈴搬も広ノ嵐・『はv芸鱗熱で試　　　ンの濾、！1そ
ぴ
、
嚇

欄，星ンニ1，． 1の，満蘇、蹴階な 汲・嘔’．と．ノ誌，’，＝堤防翻試わ紘潅〔，葦1騨編嶺窒慰唖　iジア）

に、類翁、嚢や，．てい類1緯地域ら1城瀬1掃㌧，遵、轡篤．蓄繋、劉，こ、1し　区劉霞諭、ズい／≦・この堤防、業

鷺灘艶艶糠を備え，・1疎樋辺、，、耳（繊）のとき海水◎1註、乏入1憾＞低地を糖一講舞　反対1自蕊．れ

らの三灘獣／顧《　鶏／蝋の時撚、選懸〉池簸 擦｝る水を海の払／’屑ぐ蛇二猷謙1初率，て

　V壽竃豪二（二、執星塵s論水纐こ絶えず拡大更、，で悪．嘱3．侮、ミニ、家ン舞／絹い、｝い》　　　　く　Pが，綬食の速や

㌶武堤防を双　1蝋～諺、罫．》である、｝毎年水が崖の．，大、詠礁一㌧　…、』難　1一麟1　硫物質

　　薩｝麟除耀1、騨臨ノ、沖心紅運1熱．3　てそ。1』、から東北懸い、二、bい舗　鑓晦1謎’

る．，何（鴛な〆！灘，（ノ、　　く1∫劉きな曳、、、～・il．！　　』，

，ア、、』1㌘護灘1噛、鍵』蓮麺篇』翻』篇欝1、鰭、、惣、臨、1灘慧、う謄w

　　　l叩．・穿沈海作用、躍貿婦嶋“駿1ヅ．誠うデル％購聡さ♪一、蔑畷、嚢こ二、INガびくな熟、k’、

縁緒果が生1．騰、

　漏爺郷プ、ア蝋獅　・て，、卜》海鞍）浅灘、，剛．酸、帖．．、．細，計，》ね1　、1レ．ヂご激し、ドい攻繋を・．灘疇、員．，

かレ険》後退1、．軟離乙積紅、1ぽ　’嫁沈湖、…！蕪に、1、＞て糊漁、㎞◎・る、、v麺嚢わち

　緯騰から引額毒，疑獅ね、き灘噸油麟輿、運ばれる沈／ll物で櫓（ノ、〉鹸も小瀞い粒1、！l流水に美

　て海紅運巽る・髭〉の．

　1、｝）鎗醜（V叙職璽麟〉か爵．津や畷◇1膿雛黎し．たそ／｝部分的潔、嫌峰の潟紅1，ll／ぢ込1　潟

たガ燭噸潟（（1繕縫麟1ぐ壌〉紅辱こ籍

　の海燐獅縁紅1…ξ痔岬し』て大『i蘇，拠ぎ）議ね庶ヒ）て糞憲び込蕪，採砂フ譲沖合かξ》の脚1．）

隙擁翅蜘．馨落物を擁豹越爾．，そ鰯幽聖．隠額藻溝物をぴ　讐群放棄してこ鱗　）1報の地

帯紅消ρ幾π導，ヤ

　小か紹レグの1｝／賛」　特琶野夢獄、比脚ξ膨の』大懸い雛積物麟　雛質㌔幅よ！．1，池の発達、は磯

進さ森－難、

　娼i望．らの形態測…　鎖き～磐◎、難郷液＞鹸・1完成げ、二醐（蓋蜘，瞬t戯嬬郷澱s）に、婆語◎〉だ

　　唄／，囑、、や7、縄／』安驚惚嫁胴）方ごヌノ　夢い池（数擁繊　1ま妥離）綴，夏頼、灘幻に例l！す矯

魁1㎡懇－、、ド1娠細河1藤柔kバ雛隷ら醐／・嚢翻1ゴ亀◎　ので》艶、1ま．．、臨そわ．繍河に生じ、た堰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝一く鏡）



地質調査所月報（第13巻第1号）

積物の古さに負うているように思われる。極端に低い地形面（un　niveau　topographique）と

老衰するまでに減退した横断面の確立（6tablissement　de　pro創s　trans　versaux）とによって浅

瀬の埋立は非常に進捗し，低くそしてSalicomesで覆われた堤防の侵食はほとんどなくな6て

いる。

堆　積　物

1．粒度測定
周知のように，堆積物は運搬形式によらてその粒度組成（c・mposition　granulom6triq亘e）に

大きな影響をもつ。デルタ地域ではそれを水力（河川，海）と風力の2つの形式に分けること

ができる。

　河川の流域斜面（des　bassins　versahts　du　neuve）の排水（drainage）からくる物質または

新しいデルタの下層の堆積物や岸に露出する土地（特にAigues－MortおよびFos旧海岸の漂

礫（galet）からのごく少量の回収物質を定着させるのに，決定的な役割を演ずるのは，風力

も無視することはできないが，それは河水，特に海水である。C．Kruitは（avec　repr6sen一，

tation　graPhique　en　courbes　cumulatives　acoordonn6es　arithm6tique）算数座標に対して累

積曲線グラフであらわすDoeglas方法を使用して河川および海の堆積物の粒相（faciφs言ran－

ulom6trique）の種々なタイプを区別することができた。

　a）　河川の堆積物

　水路内における砂の運搬の特徴は，堆積とストックの回収（reprises　du　stock）のたび重な

る交互作用である　（multiples　alternance）。　これに反して微粒は浮遊物の形で直接的に運搬
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A撤びB：C・KrultによるD・eglas法の　％
累積曲線

A耀簾耀諜　F4↑『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1／
B：海成堆積物。B1～B3は粗粒堆積物質，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／！
　M4～M8は不連続の小さな物質と2つ
　の混合物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　忽　　／／／
C：C。Dubou1－kazav¢　によるA．Riv沁re

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fレ　　　／　　’　法の累積曲線の基準形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，！ノ
1，2：浜。ある独立した海浜砂丘，細腰蜂の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．／争ノ　砂丘，泥土およびある水路の堆積物など

　が示す特性対数相
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／／／3：デルタ海岸。特にOrgon河口の小砂と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，ノ／　 ．ノ’　泥砂の特性双曲線相（傾演における傾向）
4～5：海岸湖と内陸湖の特性放物線相（侵串
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠09X　現象のための海退的推移）　　　　　　　　　　　　　　　　　　c　　　　＿
4：Galabelt湖・　、　5：Beauduc湖

　　　　　　　第鍾図　　・一ソ・デルタの堆積物の粒度測定

88一（88’）
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