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高知県鐘撫ダ轟建設に伴な藻発電駈計繭地の地質
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　｝論源響11よ灘藩　　釜灰癬　　1と1舅il…ト．ξ 憾をの下楼鑑をな｝す墨編1嬉　職

との接津線、㌶なし．1べ課醸窪£W，i…ノ、斜は｝躍に、灘斜す恐，

　第3図　）ように小浜発竃弾．、1ヅ）バス道路欄においては，

l／蕩3（）編纏導£鱗ヂ、、、、1隔一轡賛轡牽潜雌二毒電勇㌔犠1三1臼評，　　　　　く零纂を壷置

している、，蟹i暴び鐸欝力嘱延．鍵は華yヌ1濤瞬客ぴ）1｝遡i試彗さ詣に

塗｛謬翼擁三霧零〆＼、撫ヲ嚢葺寡唱する漏、とめ三でき’　墾、　籍碧ノ縫灘　事ぐノ．、．勘方

河燦にはN叙～ぐ〉蕪（ノ）方向℃，幅（），8鵜の破ぞ辮，1、：　Tiじ）

た断層がこれを拶ヲi｝，北プyへのズレば露酬穏1こ水平圭、、、穣．

糸勺雀（翼）撚ガ1二許髪饗さ1！PL
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鑓3図

　後蕎は、欝、魂碑よi、）小浜へのべ．ス道路側σ）切，難に断層露

頭がみられる，、バ．ス道路下方の小谷では輝鰐疑灰岩類と

粘板岩層の爾嵩講叢複雑に交錨L．，攣駅る護線的な接弊を

ラ罫、さず，　かな！〉幅をもつた藩憂濤い潜をヲ杉｝浅し．ている，、講蕊驚？

層の北方獲長は鏡川の対岸で捕捉することができ，ここ

でも両者は交錨状態癒示す、，

　生／3塑丘陵の1‡契部，筋川部糞、の中を讐鴛一＄W方雄1

に走る断層は糞號、窺鏡川の河餓に現われた断簸露頭を延長

Pし，．癒鷺愛消雛灘ぐ資ゴナ．鋒に欝”藝纈馨甕頁を雪複1則し、．・顧◎追蹴璽しノと糸吉舞藁，

第4i瀬のよう1こ走推i　N鴛　鷺，　傾余鴎びN，　破繕』帯の幅

3．（）雛　のi祈／章写軽糞、慧髭）シ　享籍．1慰、麗を燐胃〆継ことに。戯りN鷺一…s

Wの本断！，ゴ推定し，た．、本断聡の存在が推定されたこと

はズムサィト構箋、1　悪簸件のi閥題を提・したものであ

1）貢　跨冠則て1博ま鷺葺ぐ毒響繋ヂ蓑こ曙勤る1勢携警ぴ＞擁ジ次，　突鱒，漆莫ぴ）響響消を

“鍵、趨、 沖である．、

　な漆δ嚢薄認｝、洛の蓬燐ざく，　多姦蓬業穆至彙1蟹箕趨、幹1紅1誌l　L、、甲ぐ1ぽ妻当聴導

、、曳沿集集3撚、1驚韓費の封芝方慧≡蒲‘唇ナ｝簿［翫ヨ琴ヒさオ軽配力菰，編圭繊、婁義鶏グ）

蚤磁墨　1灘．の条　　謡購2餐く欝濫蟻慧のと可　1）バ、鰐f／麟ヲi妻繋力冥乃み・

で閥璽擁づ㌻くき聴捜〆い／舞．耀繕箋は　、め1得なかつ』た、　し爵鳥し．，戸雪

まツ懸！覇蕪の糸言舞遙ラ　ノ諮麟慧購柔臨界叢干』のN黛乳一・8鷺ソ溌覇のノ／、壌詳

力唄努務邦i部落を〆1み，　そ・跨地下浅穆ずには焦4k撚緯憩一．1、ぼ鑓

　薦熱額i（省’糞洛）　轍葦疑溝幾さ離，、た，よらにタ　ヌ》な雛慧」或にジ払

プ1こ〆）て麟鋤伏の油吼錠購瞬響蓼餐奪定さオし／、二締

　　こヴ）ぞ覆嶺縁誇矯鶴購菱肇遷繕起こ醤姦な彦）呈、の方逢どう海楼激半l／套なとし．

ないガ1，癬　翼垂　糞潔撲褻の｝．1ゴド妻欝iをな・す饗1凝乏釜垂／油繋力鼠力、な警

1蕎しい擢鱗！i溝造を禽することから，本岩中にも断…饗によ

謹冒運三犠響貰の￥汽三1汰補繕メ記さ才1、著）ぐ

㌢．　．繊欄童癒質

　ダ．ゐ、鹸・ギト購、鵜を既建濁〉驚叢と／』ぐ象響オ煩絡の1粥さく，

　　瀞董建糞受二了弓竃縄三のi！糞薯盤継籍　iに擁鷲蕎1．懲緯）∫燦、弩、、をし、蒐駅げつた

力薫爵　い・ず離、び）1シ≦緊紅も毒癒ノ掛蓬ニリ罪ぎ麟、され、ること曇壊，疑鉱讃／蒋’畿

、ll、）存在，懇盤の多欝　風化状態であ！），開繍地，1、、1の地

形も　灘1領｝される．本調姦1に嶺弘発篭勝グ）建設予定趣

／演慧3霧麺蕪響難弄数舶1ぐ罰）ξ羅盤隷鶯く鶴繋糞」｝（簸黛治’誌辮オ藤1さ藩し重二。　当簸難

、1、、1の麺　臆錬緑凝麟類で，地表近くは蓄．難欝色磯美．戴化面

　　ゴする力窯．影翁鴛iぴ）糞馨楚｝は1曙緊鮪謬繋・色夕髭警率戯ゴぴ評碧影魚羊で・あ1，

地形、．擦こも好適，地と騰えられた。L、’かし，物理探査結果

漆鳥ら1よ糞む透逃）と壊δi）蟻美慮、点を禽・み，　こオL、よ1、）N等ダブ：澱森漢紅

難＞な！館ll多．｛ゲ〉磁；マ濠縷犠置、落祷三詳鋒詑さ勲．灌こ、、寒≠ご一づび，糞試撰嚢糞○．

轟（薯簸賞）の竃繋薯義では蓼／鱗、イ暮軟繋葺餐ギの曽下1三撮が歪懲誉幾貰ぐ議8灘

wぐ，　以』陣携都．分1習に飛函や繕“捺歓馨菱1音葬薄窪プ蒼窪慣晴る藤／｛：鮒ぐあ摯撃

1演犠》、1翼：と1新笈二さオ鮎る．ような繋式料・（こゴア）　は隼警ていない。

壌噛なオ）ち，　こニグ）拶繕響欝毫よ幽賛証．鞍慧・醤煮なうもグ）鯉ぴなく争　また

1鶏る一一フ翻の韓霧を菟ンぐ〉疫二星、の騨ぐ峯，なく，舞鶏霧麺）簗蓬み認鴛）ノ慧鵠）

導蓼一（蒙灘）
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　　　　　　　　　　　　爵灘漁睡購腰．繍嘱

　　　　　　　　　　押塗　晦勝へ鐙蝋輝姦鵜無

譲蹄鞭塵そ、o．ず．、、、．ぐ＼．一＿．

　　∫ず＃，誉’、斗執論亟ぐ緊＼てへ

〆◇㌃．艶．◇一s熱い＼◇
　　　　　　　饗畢ヅ　』、V、輪＿無＿一
　　　　　　　轡、＿、　　　　　　蕪鴫亀、　　　　｝；＿
　　　　　　　　　　　　ん　　　　　　　一㍗
　　　　　　　　　　　　　　無難
　　　　　　剛　一

一一一欄継繍し率．

執牒締凝贋轟換
驚　姦　癬

生蔦た部分的な断裂帯ぎ）集約的分布とみなされる、、1一、か

し岩盤強度の観点から，、不安を伴なう地、・…賦は避け愚べき

で，さらに好条件適地を考慮す櫛ときは当地、点から東方

へ求凝）る↓ヲ、タト轍ない．東方に従iつてi、乳麟翫蕎く，地質は麟貯

定するものと思われるから，導水路の開さく位置と関連

L東方へ50m内外の移動を計れば良い．

　導水路の開さく水準は標高菊mと予定毒れ，慕3灘．縢

陵の東方基部において丘陵方向に対し直交する方向が計

画されているが，発電1響建設地点の変更紅関連』取水隣

となる尊水路北横簿撤二1もやや東方に開さく蒸れることと

なるが，試錐蒼“蘇　（欝灘）の経1果は風化軟弱帯（プ）下限

は三．騒駕にすぎず，出水紅硫な爆爾側蜘こi、とともぼ地質

、ヒの不安はない．

馨．　結 讃

　発餐翫汁醸1はダムサイト拳薄蓼鰻後は鋒　露然のダムとなる慧

鎌烹丘鱗の利用をはかるもので，導水路掘さく予定線お

よび発電所建識地におむナる地質的安金度の検討結果が本

細醸の成否にか灘・識つた．調査の結果，ダムサイト・溝築に

も，発電所建設にも岩盤として好條仲とはいえない輝緑

凝灰岩類であ夢，燭辺の地質構造・と関量璽L，肇寝雑な地殻

変動が認められたが，根本的蹴地質　1ニヅ）欠陥はなく，．発

電勝建設に関レては乏羅盤のよi）安定性を求めて，当初予

定地を東方へ難○驚内外移動すれは欄題はない、

　　　　　　　　　　　　（購趣欝難雑鷲月，欝§年欝薄調癒〉

鰺一（2藝3）




