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みんなの地質調査③1

クリ

ノメｰタｰの使い方

ハンマｰとクリノメｰタｰと野帳とは表層地質をや

っている人を除けばまず地質やにとって三種の神器と

いってよいだろう.このうちどれがが欠けてもまんぞ

く狂調査は不可能だしまた逆にこれさえあれぱ狂んと

かなるのである.そのうちハンマｰはふつうのか淀

づちでもまあ代用できる.野帳はそのへんのノｰトで

も足りる.しかしクリノメｰタｰだけはちょっと磁

石で代用というわけにはいかない.

それほど地質調査に不可欠のクリノメｰタｰとはい

ったい何だろうか.その答は磁石十水準器十振子

①クリノメｰタｰ

のいろいろ

減南津循

にすぎたい.クリノメｰタｰが専門の地質やにをって

あまりに使いなれた道具であるせいか地質学の教科書

や地質調査法の入門書にはクリノメｰタｰをは何

でどのように使うかについてはとんど触れられてい

ない.

たいていは地層にクリノメｰタｰをあてている絵が

一枚でていてこれが走向これが傾斜という説明が

あるだけである.読者はそれでもうクリノメｰタｰの

使い方がわかったものとしてさらに高級な話に進んで

しまうのが教科書の常であった.けれどもほんと

1.ブランドンコンパス

4.沢旧式クリノメｰタｰ

5.松尾式クリノメｰタｰ

クリノコンパス

6.ユニバｰサルクリノメク

3.オミ製クリノメｰタｰ

�

線構造測定用

バ1つきクリ

ノメｰタｰ�
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②

方位測定値の読み方の実例

N15個を示す文字盤の

EとWが逆になっているの

でNに近い針の読みを直

読すればそのまま右舷が

読める

うにこれでクリノメｰタｰの使い方がわかったといえる

であろうか.クリノメｰタｰを扇常使い柾れている人

でも使いはじめの頃のζおを思い脳してみれば使い

方が意外にむずかしかっ花ことやはかり聞違いカレ度

や二度ではなかっ危経験があるぽもがい扱い抽

この小文ではクリノメｰ孝一をはじめて使おうとす

る初心者やこれからクリノメｰタ}を買おうとする人

々を対象にこの愛すべき道具についてのあれこれを語

ってみたい.

クリノメ臼タ0⑳いるいる

クリノメｰタｰは嘆ず材質から木製のものと軽

金属製のものとプラスチック製のも刎ζわけられる.

値段とみかげが違うだけで本質的匁機能に差は姑1｡

次に商品名あるいは型式の違い1はりてブランドン･

コンパスクリノ獺!パ黒沢顕式クジノメｰタｰ松

尾式クリノメｰタｰふつうのクリノメｰタｰ皿ニバ

ｰザノレ'クリノメｰタｰ扱どにわけられる､

このうちブランドンり!バスとクリノコンパスは厳

密にいえばクリノメｰタｰの仲間に入れるのには異論

のある人もあるだろうがここでは広義のクリノメｰタ

ｰの話をしているものとして見のがしていただきたい.

とにかくこの二つは鏡がついているという点で他と本

質的に違っている.ユニバｰサル1クリノメｰタｰは

他の仲間とおおいに形が違うけれどもこれは岩石中の

何かの線を測定しやすいための形であって測る内容は

他のものとたいした違いはない､ただ形が特殊抵だけ

に測定に当たってちょっとし淀注意がいる､

はじめにクリノメｰタｰに木製と金属製があるなどと

書いたがじつは木製があるのはふつうのクリノメｰタ

ｰだけであとは全部金属製狂いしプラスチック製であ

る.どんなクリノメｰタｰにも磁石と水準器と振子

とがついている(またはそれに相当するものがついてい

る).水準器はクリノメｰタｰの長辺に平行につけ

られている.方位角の方はNから時計まわりに36ぴ

読みのものとNおよびSからEとWへ向って90｡す

っ目もりカ茎つけられているものとがある.ベクトルに

なるような量の測定一だとえばノレｰトマップを作ってい

くときや線構造の測定柾ど一には36ぴ読み方のまちがい

がないので好ましいのだカミわが国で市販されているも

のは全部90｡読みの目もりがついたものである.90｡

読みのものは実際の方位と異なってEとWが逆に記

されているので初心首は注意しなければいけない.

さてクリノメｰタｰが何であるかわかったと

してつぎに使い方に進毛う

クリノメｰタｰには3つの使い方カミある.そのIは

ルｰトマップを作るために使うことでその■は岩石

の上の面や線の空間的方位(配置)を知るために使うこと

でありその皿は岩石などの試料の採取のときぽ使う

ことである.測定をはじめる前に忘れてはならないご

とは磁石にはN極とS極という極力ミニつあるのでど

ちらの針で読むかあるいはどちらの目もりから読むか

をあらかじめしっかり約東しておくことである芭

初心者のいちばん凌ちがいやすい点はここのところに

あるのでくれぐれも注意し愈ければ匁らない.

ふつういちばんよく使われている方法はクリノメｰ

夢一の長辺のあて方がどうであろうとあるいはどち

らの磁針で勅るうとおかまいなしにザ員もりのNから

近い方の針蜜での狗度を目もり板上でそのまま読むJの

である(これには例外があるのだカミそれについてはあ

とで述べよう).こうすればEとWカミ連になっている

ために長辺の示す方位角が直ちに読みとれる由

労響ノメ榊翁帥奄使ってル榊紅軍営プ療推薦

勿りノメｰ磐…の使い方その『

ルｰトマップとは地質調査をし匁がら進んで行くとき

の調査路線に治りで観察事項を書き入れ怒図面をいう｡

この冒的のためには前進する方向あるいは調査すべ

き露頭から露頭への方向あるいは何か適当な閏標への

方筒とその間の頗離が測定される必婁がある､鰻離

は目測歩測メｰトルなわによる実測放とで測れ

るがその方陶を測るのにクリノメｰタｰが使われる｡

このためにいちばん精度がすぐれているのは鏡のつい

ているブラ!ト!曲鴛ンパスあるいはクリ/コ!パス�
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である.上からのぞいて目標物カミ指標と鏡の中央に

ある線とに重なるようにしそのときの磁針のさす値を

すばやく読みとれば目標への方位が得られる.磁針カミ

止りにくかったら少し傾むけてやれぱ早く停止する.

測った目標までの便斜カミかなりあるときには一般に斜

距離を水平距離に補正しなければならないがそのため

の傾斜角は指標の根もとにある小さな孔から鏡の下

部にある小指標をどうして目標を見通しそのときの振

子の存度を鏡に映して読むのである(これはクリノコン

パスの場合である.ブランドン･コンパスの場合細

部はちょっと違うが原理は同じであり実物を見れば

すぐわかるので説明を省略する).

ふつうのクリノメｰタｰの場合には鏡がたいので

クリノメｰタｰの長辺を目標に向けて腰だめで方位を測

定しなければならない.そのために測定値はよくて

も5度位誤差を含んでいる.傾斜の測定も腰ため方式

でするので精度はよくたい.ただ松尾式クリノメｰタ

ｰでは押しボタンをおさえると動き離すと止まる振子

とのぞき穴をそなえておりこの方式では傾斜の測定

の精度はずっとよくなる.ただし測れる角度は50｡ま

でである｡いずれにせよあまり高精度を要求され年

い調査では腰ため法で作ったルｰトマップでもじゅう

ぶん役にたっといえよう.

クリノコンパスの鏡はねらう目標が測定者より高い

ところにある時はいいが低いところにあるときには像

が鏡の外に出てしまうために使えなくなる.こういう

場合にはクリノコンパスを180｡まわして指標の先から

鏡のつけねの突起を通して目標を狙うとよい.ただし

この方法でも傾斜があまりに急だと目標を見通すことは

でき匁くなる.またこの場合は鏡を使って測定した場

合に比べて精度がぐっとわるくなることはやむをえない.

一枚の図面の中で場所によって精度が異狂るのはあま

り好ましいことではないのでクリノコンパスを使って

ノレｰトマップを作るときにはできるだけ低いところか

ら高いところへ向って調査を進めるようにするとよい.

ノレｰトマップを作るときの注意がもう一つある.そ

③クリノ饒〃切で方位鏑を測る(遼の王)買穣と摘擦と淋等榊の鏡

の瞭央の線の上綻麓泳るぶ養1ζして受のと蜜の鏑魔蜜競鋤

⑳貸リノ籔ソバ猟で傾斜蜜はか慈鵜標⑳剛す柏の小孤お鏡のγ部の繁

趨を滋して黒襟登猛いそ酬泰⑳擬予の系す飼膜を鋤ζ今つして織

淡

⑤普通のクリノメｰタｰで方位角をはかる長辺を

目標にむけて腰だめではかる

⑥松尾式クリノメｰタｰで傾斜尭をはかる延長鏡筒をひっぱり出し

目標を見通しなカミら振子のボタン(反対側にあって写真には見え

ない)を押して脅度を読む�
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策1図

1左下から川をさかのぼりなカミらルｰ

｡〆トマップを作って行くとき矢印の場

■祭婁烹11

メの上/111非常1み一11/一

れはいま測っているのが方向であって厳密にいえぱた

とえばN18㌦一S18.Wと書くべきものをN18㌻とい

っているにすぎないためにその線上でどちらへ向って

進んでいるのかを忘れて起こる誤りのことである.道や

川が直角以上に曲がっているとき往々にして逆の向き

にルｰトを進めてしまいやすい.地形カミ複雑校ときや

周囲が単調な山の中の調査などで起こりやすいので注意

しなければなら狂い.この誤りはあとになって図上

では発見しがたい場合がある(ルｰトマップについて

はこのシリｰズの別のとこるでく者)しく解説される予

定である)苛

クリノメ榊潔胴藩僚りて娼扇⑳五⑳竜麺帯線登測篭

クリノメ㎜幾…⑳縫い方そ⑳猛

クリノメｰタｰ一傾斜儀一という名前からすれ1北れ

カミいちばん本来の使い方といってよいであるう古

まず面の測定の方からやってみよう､岩石の上の測る

うとする面を掘り出す抵1〕なんなりしてクリノメｰ

タｰをあてやすくする.面が波うっていたりして完全

な平面でないと密は平ら匁板(たいていは野帳で代用

できる)をのせてその上で測るをよい､ク砂ノメｰタ

第2図

走向と傾斜走向をはかるには

クリノメｰタｰの長辺をはかろ

うとする面にあて水準器の申の

泡が水準器の中央にくるように

したときの磁石の示す方向を読

むなおどの針を読むかは

本文参照傾余1は走向と直

角にクリノメｰタｰの長辺をあ

＼

てたときの振子の示す角度であ

って水平面から何度傾むいて

いるかを示している

一の長辺をあてて水準器の泡が正しく水平を示すよう

にしてそのときの磁針のさす目もりを読む.目もり

の読み方は前の方で述べた.この読んだ億カ童走向

(strike)である.っぎにその面の上で走向に直角にクリ

ノメｰタｰを立てたとき振子の示す数字が便斜(dip)

である.傾斜が走向のどちらがわにあるかを記録する

とき誤りやすいので注意したければならない,初心の

うちは磁針の黒い針すなわち北に内かつてどちら側

に傾むいているか一手前か向こうか右か左か一をいち

いち確かめてみる方がよいだろう.この際クリノメｰ

タｰでは鷲とWが逆に匁りていることを忘れてはなら･溶

い亭どん溶繭を測定すべ書かまた測っ花植が何を

意瞭しているかは別の本を見てい淀だ密たい古

ルｰト呼ツブのための瀬淀では高精度をほごったブラ

ンドン1鴬ンパスであるが走陶傾斜の測定のために

はあてるべ蜜辺が短かくて精度はよく扱い由その､煮

クリノコンパスはよいがいちいち鏡を開か抜ければな

害お扱サ'のカ…;めんどうである､クリノ減ソノぐス妻ま塞淀

鏡の面に小突起赫あり本体の上の面とがだん違いに

怒りているためオｰバｰハングした岩有の繭をはるか

と蓄には本体の上側をあてて測るようはし匁ければ匁

⑧ルｰトマツヅの典例ルｰトが蔵鏑以上

終繊義とごるで1愈漆鴬がいる(編1鰯繋照)

⑦クリノ竺ンパ夙鷲方位飴詮はか蕃(その婁)下り泣ポらル山ト岬ツブをi乍

る一ときには｡､貝襟が鏡からはみ嚇してうつらなくなってしまうそのためク

リ!コ!パスを逆に塞幻して猫標大鏡のつけねの突起を通して目標を見通

して方位をはかるただしこの方法でも､急傾錦のと割ζははかれない�
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③クリノメｰタｰで

線構造をはかる

↓⑬クリノコンパスでオｰバｰハングした面の上

の線構造を測ろうとすると線構造が緩傾斜

のときは写藁のようにふたが閉じた状態に

なってしまって方位角を読むことができ次

ぐなる

らないという注意がいる.

こんどは岩石の上にあらわれた

線を測ってみよう.

線構造には摺曲軸やちりめん

じ｡わや岩石カミ堆積したときの水流

の方向を示す構造などといういろ

いろな種類があるカミそのことには

ここではふれたい.

ふつうのクリノメｰタｰ

でこのような線の方向を測るには

まずその線を含む垂直な面を考

えその面の方向を測る.つぎ

にその面の中で線構造が水平線となす角を振子を使って

測るのである.これが線方向(azimuth)と落し(p1u･

nge)である.線方向はベクトルなので落しの向きを

まちカミえないようにしなければならない.クリノメｰ

タｰに簡単な棒をつけて線構造を測りやすいようにく

ふうされたものがあるが精度はよくない.

クリノコンパスは鏡の横に目もりがついて

いて鏡の長辺を線構造に平行にあて本体を水平にす

れば線方向カミ磁針で落しが横の目もりで読めること

になっている.しかし横の目もりは5度刻みである

ので精度はよくない.しかし決定的にまずいのはク

リノコンパスではオｰバｰハングした岩石の表面の線構

造をはかれない場合カミ多いことである.

ユニバｰサル･クリノメｰタｰは線構造を測

定するためにはもっとも適している.ユニバｰサル･

クリノメｰタｰで線構造を測るには長辺を線構造に平

行におけばよい.このときに限り他の場合と異なり

目で見て｢落ちている方向に目もりのNが行くように

まわしてやり黒い針で読む｣.こうすれば落としの

方向と向きが直読できる.落しの角度は振子で読むの

である.ユニバｰザノレ･クリノメｰタｰには水準器も

ついているのでふつうのクリノメｰタｰと同じように

走向傾斜を測ることもできる.この場合の目もりの

読み方は他のクリノメｰタｰと同じである.80｡以上

⑳ユニバｰサル･クリノメｰタｰで80度以上の鰯斜をはかるためにはその短辺

についている金具をはずしておいて短辺をあてるとよい�
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･二～ノ1･

§秦

の傾斜は振子の目もりがたいのでそのままでは測れ扱

い.しかしノ･ンキング･コンパスとして使うためぽ

ついている金具は通常必要ないのではずしておけば

ユニバｰサノいクリノメｰタｰの短辺を岩石の面にあて

ることにより｢90o一読みの負｣として傾斜を正しく測

定することができる.なお振子を留める金具が磁石の

うらについているけれども留める必要はないし測定

のたびに留金からはずすのはめんどうだから開いてし

まっておくとよい｡皿算バｰサル苗クリノメｰタｰは

便利だが大きくて箆いのと可動部が多い花めこわれやす

いのが欠点で齢る｡

器を使ってサンプルの上にぐるりと水平線を書慧込む｡

それからサンプルの上¢)面にNを示す矢印を書きこむ&

よい.この方法のよい点はサンプルだげでもとの方

位にもどすことができる点である.野帳その他の記録

や記憶にたよる必要はない.もう一つの方法はサン

プルの上の面に走向と傾斜を示す線を書き込みその数

字を岩石の上か野帳に記録してくることである.こ

の方法によれば実験室内でもとの方位を復元するにも

クリノメｰタｰを使わなければならない.さらにもう

一つの方法は小さな不等辺三角形の板の各頂点に短か

い足をつけた補助器具を使う方法である苗この器具は

非磁性の材料でなければなら扱いごとは断わる嚢でも扱

v･.三角板を岩石にあてその屋の位置にあたるとこ

ろにしるしをっげる､それからその板の走向傾斜を測

⑱3鈎搬登禰㌔吹漣捌愛汝ンブリソダ劃…勝機⑳軽合森で作った定方位

サシブジング踊ヨ鈎搬(就繊細｡献納竈獅)1ごは鯨かい足がついて

を喝

定し記録するのである､この方法も実験室内で復元す

るには三角板一とクリノメｰタｰを使わなければならない.

以上のように定方位サンプリングはこのごろとみに

竃纂性が認識慈れて意た岩石の自然残留磁気の測定用

サンプルの繰取な杉にもよく使われる.ところで野

タドにある堵宥では落雷の影響によってその岩石ができ

花当時の磁化方位カ視されていることがしぱしばある.

このような岩石は通常の地質学的研究に際しては除かた

ければ抵らか･｡このよう在落雷による磁化すなわ

ちカミナリの化荷をとりのぞくにはクリノコンパスの

よう紀鏡つ塞のクリノメｰタｰが適している.

それ紀は落欝紀よる磁化は1m以内ではクリノメｰタ

ｰの針を動かすほど強いという性質を利用する.まず

採取しようとする露頭から1㎜以上離れてじゅうぶん

遠くの目標の方位を正確に測定する.次に露頭にでき

るだけ接近して同じ目標の方位を測定する.両方の測

定値が同じならその岩石を採集してもよい.ちがう

ようだったらたぶんその岩石は落雷による磁化をうげ

ているのである.

⑲とリ出しやすいクりノメ仙タ洲ダ)ケ耐ス

上部の切り込みが深くてすりととリ州せることが一目に何百回も出

し入れするクリノメｰタｰの場合切実な条件でおる

クリノメ回タ田のケ0スについて

ケｰスなどたいした問題ではないと思う人もあるかも

しれ加･が調査中にケｰスごとクリノメｰタｰを落と

してしまう人がよくあるところをみるとやはり〒応問

題にしておいた方がよさそうである.

ひ&ころ豚皮のケｰスたどがよく使われたがこんな

ものを使うのは高価なクリノメｰタｰを落とすために持

ち歩いているようなものである.ヶ一スの備えてい匁

げれば扱らない条件はじょうぶであることと出し入

れしやすいことの二点につきる.バンド通しのとりっ

けはハトメではくさってとれやすいので必ず糸でぬ

いっけてあるべきである.出し入れしやすいためには�
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⑭クリノメｰタｰの分解

ナイフの刃先を環状スプリングの下にさし込めば簡単に分解できる

ケｰス前部の切り込みを深くしてふたを開いたときク

リノメｰタｰの上部カミすっかり見えているぐらいがいい.

もし以上の条件をみたしていなければ自分でぬいつけ

るなりナイフでケｰス前部を切り開いてしまうなりし

て使いやすくすることをおすすめする.
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これまででクリノメｰタｰの使い方はだいたい終了

である.それでは野外に行って実際に使ってみよう.

野外で使うときの注意にちょっとふれると
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第4図地磁気偏角図(地学ハンドブックP119から)

がらまだ改良の余地がだいぶ残されている.それは

針をもっと早くとまるようにするとかとくにユニバｰ

サル･クリノメｰタｰをもっと軽くするとかであるが

さしあたってすぐできることには次のようなことがあ

げられるだろう.

(1)針留めほいちいち使うのはめんどうだから使わ恋くてもよ

い.日常の調査で針留めを使わないためにおこる感度の

低下はほとんど問題に妊ら扱いからである.かえって

毎回の測定に際して針留めを動かさずにすむ利点の方がず

っと大きい.

､(2〕ケｰスに入れるときには磁石のガラス面を必ず自分のか

らだの方へむけてしまうくせをつけること.こうすれば

とりだすときに磁肩の面が上にあるし第一腰につけたま

ま何かにぶつけてガラスを割る心配も少在い.

(3〕水中に落としたリして水が入ってしまったときのために

ナイフの刃を押え金具の下にさし込めば簡単に分解できる

ことをおぼえておくとよい.なお余談だが木製のクリノ

メｰタｰのうちコバ金の小さいものは水に浮くので万一

深みに落としても粗くしてしまうことはない.

(4)使っているうちに磁力が弱ってきたら他の棒磁石を使っ

て互いにひきあう極同志をこすりあわせればたいてい

元にもどすごとができる.

改良すべき点

クリノメｰタｰはこれだけポピュラｰな道具でありな

11)磁石を大きくし目もり板をもっと大きくすること･せ

めて全都クリノコンパスぐらいになれぱ読みやすいし

読みの精度もよくなるだろう一

(2)市販のユニバｰサル･クリノメｰタｰは片面にしか水準

器がついていたい.これを両面につければあててみて

からあわててうらがえさずにすむので便利である.･

(3〕偏角補正装置をつけること.測定億を地形図に記入する

とき真北基準に直さねば恋らたいため何度かづつた

したり引いたりするのはばかに庄らないむだな労力であ

る.目もり板をあらかじめ偏角だけずらせておいてから

クランプする装置だと簡単にできるはずだが･この装置

をつければ真北からの角度を直読できて便利だと思う.

なお最近東京大学の高野氏らにより一作動で走向と

優斜を測定できる器具が考案されたが高価すぎるため

か実用に狂ってい扱い.

以上クリノメｰタｰの各種の使い方について述べ･つ

いでにおのおのの利害得失にもふれてみた.クリノメ

ｰタｰ使用者の何かの参考になれば幸いである.

(筆者は地質部)�


