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みんなの地質調査④1

断層とわれ目

を測る

1.断層とは

地質学の用語のなかで1番有名なのは多分｢断層｣

だと思います.地質学をまったく知らない人でも断

層という言葉を知っている人は多いでしょう.｢断層｣

は社会的なまたは文学的な表現としてもよく使われ

ます.r戦前と戦後の世代の間には断層がある…･｣な

どと.最近はもっと手っ取りばやく｢あの人の考え

は少しズレている｣などともいうようです.

地層や地殻の変動をあつかう構造地質学の分野にとっ

ても断層は摺曲とともにもっとも大事な言葉です.

断層は地層の不連続的な変形を代表しています.

ところで同じ不連続でも地質学で断層というと

きは地層がズレているときに限って使います.ズ
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レていないときはわれ目だどどといいます(第1図

AB)(写真1および2).

2.断層のいろいろ

断層は立体的にあらわさ匁ければ在らず成因もいろ

いろあるのでその分類は柱かなかヤヤコシイことにな

りますがここではごく基本的た用語だけをあげておき

ます.

断層の形と地麗の関係

ばん

イ.断層によってたちきられた両側の地層の部分を盤

といv･断層面が傾斜しているときは上盤と下

盤に分かれます(第2図).断層面と水平面との

交線の方向を走向断層面と水平面のなす角を傾

斜といいこれは地層面と同じようにクリノメ

ｰタｰで測ります.

①宮城県松島海岸の薪第三紀層にみられる共やく正断層群東おち(図で

は右おち)正断層群と酉おち(左おち)正断層群が切りつ切られつの関

係にあリ兵やく勇断固とみとめられる

垂直の断面(たとえば崖の露頭)をまよこからみて

上盤側が落ちている断層を正断層上盤側カミ上っ

ているものを逆断層といいます(第2図).傾斜

がゆるくて上盤側が著しくのし上げているよう

第3図

抑しかぶせ断繭

A総

轄4図

A:右水平ず

8:左水平ず

②われ目松島海津水平の地層および十ナメのスジ状にみ

える而なし断層を垂直にたち割っているがズレはみられな
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第5図水平ずりと正断層の組み合わせ

(ベロウソフ1954から)

a-b実際のずれe-dひきはなし

a-fずれの水平成分(この図をま横から

a-eずれの垂直成分=落差みると水平ずリと

罰一Cずれの走向成分逆断層の組み合ヨ)せと

a-dずれの傾斜成分社リe-dが落差

a-eカミj五よりと

なる)

第7図単たる左水平ず1〕断層で

垂芭の岩脈Aをずらしているが前

面ではB層については正断層のよう

にみえる(横11｣1956を簡単化)

な逆断層を押しかぶ世断層といいます(第3図).

今度は水平の断面(たとえば海蝕台)を上からみて

地層が横にずれているのが水平ずリ断層です.

この場合は断層面の上に立って左の盤が手前

にずれているのを左水平ずリ右の盤が手前にず

れているのを右水平ずリといいます(第4図).

断層によるずれの大きさをあらわす言葉が落差で

す.しかし一般に1本の断層はずれの方向

として正(逆)断層の成分と水平ずりの成分を

両方持っていますからその表現はヤヤコシク扱

リます(納図は左水平ずりと正断層の組合っ

た断層のずれの成分をあらわしたものです一こ

の図でひきはなしにあたるものが逆断層では近

よりの成分になります)､ふつう落差とはず

机の竈直成分を呼んでいます.ところでず机

の実際の鐙(第5図のa-b)を測るのはほん

とうは容易で獄ありません､それはaとbがも

ともとはくっ付いていたことを証明するのカミむず

かしいからです(第6図).断層の幾何学だけに

たよっていてはぜつたいに不可能です.

断層と地層の関係も実際はヤヤコシイものです｡

露頭のむきによって同じ断層が正断層にみえた

�

�

靖8図面のまがった断層(断面図)

A:上では逆断層下では正断層

B:全体としては押しかぶせ断層だがaと｡と

は逆断層bとdは正断層にみえる

第6図Aは水平ずリと正断

層の加わったものBは純粋

の正断層Aを点線のように

切って断面をみるとBと金

く区別がつかたい

り逆断層にみえたりします.また実際には水平

ずり断層なのにたとえぱ第7図のように断面でみ

ると正断層にみえる場合その逆の場合匁どがあ

リます.さらに断層面が曲っているときには

同じ露頭でも正断層にみえたρ逆断層にみえ

たりします(第8図).

このように正断層･逆断層などという幾何学的な

分類は一見べんりなようですがこれだけに頼るわけに

はいかないものです.やはり最後には力と運動の方

向による成因的な分類カ必要ですがこれは断層の

でき方を一応のみこんだ上でやりまし立う､

③鏡肌(スリッケンサイド)上下方向にこまかいカス1〕傭かついている

(長浜春夫技官撮影)

断層蘭の憧鴛

イ.断層面を掘り出してみると上盤と下盤の間に

いろいろな変った物質がっまっていることがあり

護す､これらはその物質の状態によって断

層負礫とか断層粘土とか呼ばれます｡大き抵断

層ぽ匁ると角礫や粘土やあるいはずっと下の

方からと1にんだブ灘ツ位など淋何メｰトル何

10メｰトルにもなることがあり破砕帯とよばれ

ます二ただレ破砕帯があるから落差が大きい

④面

だし正断層･松島海搾�
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ないから小さいとはいえません.破砕帯は地

下水や温泉の通り路にたったリこれにそって金

属鉱床カミできていたりあるいは地すべり面にな

ったリいろいろと大事な役目をします.

口.断層面が磨かれたようにっるつるになっている

ことがあリこれを鏡肌(スリッケンサイド)とい

います.鏡肌の面にはたいていこすリ傷のよ

うなすじがついています(写真3).断層面が滑

ったときに石英のようたかたい物質がつけた文

字通りの傷あとですからこの方向から断層の

実際のズレの方向を知る手がかりを得られること

があります.

しかし鏡肌の中にはこす1〕傷のようではなくぼんやリし.

たデコボコの面が方向性をもって並んでいる面もみられます.

この方向はおそらく断層のすベリとほぼ直角だろうと思われ

ます.アカのついた手のひらを強くこすリ合わせると手ア

カがボロボロとでてきますがその並ぶ方向から連想して下さ

い.これは地震研究戸万の南雲先生が､･･いだした理論?なので

われわれはr南雲さんのアカこす1〕説｣といっています.

ノ･.断層のなかには断層面カミくっついていてハン

マｰでも面を出せないようなものもあり面なし

断層と呼ばれています.両側の盤で地層のずれ

はみえるがどこに断層があるかわからないもの

わずかに黒いすじがみえるもの遠くからみると

幅のある断層とみえるが近くによってみると盤

と断層の境がわからないものあるいは断層の方

が硬くなって風化するとむしろとび出してみえる

ものなどさまざまです(写真1および45

61921).面なし断層は断層間物質が両側の

盤の性質とほとんど同じなので地層カミ固結する

ときに断層間物質も一緒に固結したと考えられ

ます.なかには断層間物質のほうカミ両盤より

硬くなって風化に耐えてとび出し面荏し断層

の面がみえる?ものさえあります(写真6).

破砕帯･鏡肌･面放し断層などの性質は断層

カミできる時の物質の状態をさぐるよい手がかり

にな1)ます.

3.断擢やわ机目のでき方

大きな地震のある時に地表にわれ目や断層ができた

りする(写真7)ことでわかるようにわれ目や断層は

地層(正確にいえば地殻)がこわれた傷あとです.傷口

をみてお医者がナイフでつけた傷がすべってころ

んだ傷がわかるように断層やわれ目の性質によって

地層がどのような状態のときどのような力によってこ

われたかを判定することできるのです.

地質学者は実際の岩石や地層を押したり引っぱ

ったりしてわれ目や断層をつくる実験もやっています

が私たちの手にはおえません.そこでもっと手近

⑤而匁し逆断層房総半島大東岬付近落差は5血以上もあるが面はわず

かにすじ状にみえるだけ

⑥酬なし正榊轡北海道111二錐かもめ鳥断剛湖物質がとび出している

面なし逆断層落差はかなり大きい(中央下のピッケルと比較)が面は

ずし状にみえるだけ三浦半島佐島付近

松屯

⑦昭和2年丹後大地燦で池剣こできた断層(郷村断層)左水平ず

りか右水平ずljかしらぺてアさい�
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Aむ行Bチｰズ押し

チｰズ押しせん断共やくせん断
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D■只声

引っぱ1)破断Eチｰズ

号⇒〔Φ

□【z

倉

E石けん押しF2せん断

せん断(正断層)(逆断層)

号

□出

行

Cチｰズ

仰し破断

曲げ破断

号

む

�

圏

石けん押し

共やくせん断

くコ:⇒4;､

ズ食

0〕〔コI石けん曲げせん断

H石けん引っぱりせん断

第9図案げんのまとめ材料かけた力できたわれ目を示す

にあるやわらかい(正確にいえば強度の小さい)材料

をっかってかんたんなモデル実験*をやってみましょう.

*実物と同じ形の大きさはずっと小さい模型で実物と同

じふるまいをさせる実験をモデル実験といいます.こ

の場合そ灼吹使誉材料の強慈カ服るカの大き慈実

験の時閥恕どの物理量は棄物とぞダル刷1ヒ率ぽよって慧

められ叢す帯

チｰズ蜜健って

家庭にある材料ではチｰズや石けんが断層をつく

る実験にはよいようです｡ややかためのチｰズ(やわ

らかすぎる場合には少し空録にさらすか冷蔵庫に入

れておくとよく夏より冬はやった方赫よいようです)

を刃のうすいナイフかチｰズ切りでたて1よこ王セン

チ高さ2センチメｰトル位の直方体ぽ切り(写真簿)指

で押してみましょう.なるべく上･下からまっすぐ

平均にゆりくり押すようにし蜜す｡マッチ箱のような

平らなもので上からおさ走行けてもよいでしよう､

はじめはわれ員はで書ずただ縮敬だけですが至μか

1/3位縮むとわれ始め葉す､

①たいていの場合はチｰズのヱつの角のとごるから

中心にむかりて抜放めば独ビが入りなおも押して

いくとそのヒビを境にずれていくの淋みられ凌

す(写真曼第蟹図及)

②ときど蓄反対側の角のとこるからも別なヒビが

入って婁つのヒビか中心の近くで交わるよう紀な

りますがなお押しっづけると片方のヒビだけが

発達してズレカミ大きくなりもう一方のヒビは生長

し鮎･で止ってしまうこともあります(第9図B).

③たまにはななめのヒビが生れずどんどん押して

いくとまんなかに押した方向に平行なたての

われ目ができてきます.このときにはわれ目の

幅が大きくなってもズレはおこりません(第9図C)

こんどはチｰズを引っぱってみましょう.このと

きは少し長めに切りまんなかの所をナイフで削り少

し細くして両端の太い所をもって引っ張ります(そう

⑧チｰズや石けんをつかって

⑩チスを曲げてみる�
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1亀

し住いと指でもった所からわれ目が入って工合が悪

い).この場合は

④引っぱった方向に直角にわれ目が入りチｰズは一

ぺんに切れてしまいます.もちろんズレは起こり

ません(第6図D).

⑤こんどは同じ形のチｰズを曲げてみます.する

とやはり④と同じようにわれ目は直角に入ります

がこの場合は必ず曲げた時出っぱった方からわ

れ目が入りはじめ次第に生長してちぎれていきま

す.この時もズレは起こりません(写真10第9

図E)如

⑥チｰズの場合と同様にな溶めのとビができ始め

それからズレが発達していきます.インクの印し

から(第9図F)正断層か逆断層か判定して下さ

⑭1石ヰタんを上下秘ら抑す～韮餅煽秘で慧る

い(写真11写真12).なお押しつづけるとチｰ

ズとちがってあまり形がかわらないうちにスパッ

とナイフで切ったように急にちぎれてしまいます.

切れた片方をそっと離して面を見るとすべ1った方

向に平行にツノレツルLたこすり傷のような線カミっ

いています(写真13).写真3と比べて下さい.

鏡肌と似ていませんか?

⑫チｰズの②の場合と同様2方向のヒビが発生し

両方とも反対向きのズレが発達しそのうち一方向

が優勢になってちぎれることがあります(写真14).

チｰズと違ってズレの面の断面が直線的なので

2つの面のなす角を測ってみましょう.実験する

度に少しはちがうけれども大体の負度は一致し

ているようです.ノ･ツキリしているのはいっも

鋭角で交わる方向と押した方向が一致している

(厳密にいえば押しの方向は鋭角を2等分する

方向と一致する)ことです(第9図G)

さて今度は引っぱってみましょう.石けんば滑り

やすいので引っぱるのは容易でありませんがまん中

を細くしておいて何とかやってみて下さい.

⑧まず石けんの長さカミ少し伸び細くなってから切

れますカミチｰズとちがって引っぱりの方向に直角

には切れずななめに切れるかまたは2方向から

矢の形をして切れます(写真15-16).このときは

⑱澄右から榔す～逆断層ができる

⑬着けんのせん断簡にできた鏡肌

⑳看げメ)羨抑しで共やく征断層をつくる鋭角の方

向に近よりが鈍角の方向にひきはなしがおき

ている�
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⑮石けんを引っぱってみる

ズレが生じています(第9図H).

⑨曲げてみるとチｰズの⑤のときと同じ様に直角の

われ目が入ることもあるがときには出っぱった方

からななめのヒビが生長することもあります(第9

図I)

実験のまとめ

チｰズと石けんではわれ目のでき方がかたりちカミい

ますがこれは材料の性質*によるちカミいです.しか

し押し｡引きの方向とわれ目の入り方の関係は大体一

定しています**.これらの関係をまとめてみましょう.

*むずかしい言葉をつかえばチｰズはより糖弾性体にち

かい挙動をし届けんはより塑性体にちかい挙動をする

*ヰ応力と歪のでき方は材料のいかんにかかわらず一定

の関係にある

④押した場合にはずれを伴う面:断層カミできる(⑪

②⑥⑦).石けんの場合には引っぱってもできる

⑧このようた切れ方をせん(壇)断という.断層

はせん断による地層の破かいである.

◎上下から押した(または左右から引っぱった)場合

には正断層ができ左右から押した(または上下か

ら引っぱった)場合には逆断層ができる.なお

水平ずり断層は左右から押しまたは前後から引

っぱった場合(正断層1逆断層を横は倒したと考え

ればよい)にできる｡

◎せん断=断層の場合は2方向かb折れの肉慈の

反対なな在めの面ができることがある(②⑫)､

これを共やく(範)的なせん断面という.共やく

せん断面の角度とずれの関係は篤10図のようで

2面の交わった角度のうち鋭角の方向に近より嚇

鈍角の方にひきは衣しが起こっている(写真1堪参照)

θ引っぱった場合にはずれを伴わないわれ員ができ

る(④⑤⑨).チｰズの場合には押したときにもで

⑮石けんを引っぱってちぎった破片いずれもせん断によって

こわれている上は共やく的な二方向からのせん断によって切

れた{)の

◆

裂､〃鈍角

<⇒は鋭角〔〉

な引っぱリ

し〃“

近よリ

心押し

第10図

共やくせん断面

の角度とずれの

関係

⑰火山岩の柱状節理熔岩が冷えて圏まるときに体積が(るために{

都に働らく引っぱリのためにできた破断のわれ1ヨ�
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きる(⑧)､このよう匁切れ方を破断という｡た

とえば火山岩の節理(写真17)のよう杜われ目は

この破断のわれ目である､ただしせん断でも

できはじめのヒビにはまだずれは見克ないから

ずれがないからといぐ)て必ずしも破断だとはかぎ

らなレ＼

㊧破断の場合には引っぱりの方向に直角(または押

しの方向に平行)にわれ帥芸できる(第9図のDl

EおよびC).

このよう匁関係は天然の地層の断層やわれ冒ので慧

方と実によく似ていることが野外調査でたしかめら

れまた理論的にも証明されています.ただしこ

れだけの実験では押し･引きの関係は相対的校もので

あることに注意して下さい.

かい海:岸の砂を6～7センチ位凄で入れてやります.

地層に似せて砂の間に石こうや石灰などの白い粉を

入れるとよいでしょう(写真工8)｡申の仕切リ板を右側

へずらしてやる(手でもよいゆっくリと)とはじめは

左側の部屋に狂断層ができ(写真17-B)次いで右側の

部屋に遡断層がで慧凄す(写真!トC).これはアメ

リカの有塙低地質学者ハバｰドの行枚った実験です.

砂はサラサラしているからチｰズや石けんとちカ㌧て

引っぱ!)では断層はできず皿1逆断層とも押しのカ

によってできたことがはっきりしてい漢す｡この場

合正断層は砂自身の重さによる上下方向の押し逆断

層は仕切リ板をずらすことによる左右方向の押しによっ

て生じたものです.ハバｰドは何回もこの実験をく

リ返して断層の傾斜角をはかり正断層の平均は63｡

逆断層の平均は28｡であってこれは天然の断層をた

くさん測った平均値とよく一致するといっています.

そのほかの実験

地質学者はいろいろな材料で断層やわれ目をつく粘土の実験1粘土は水のま吉方によって硬く(も

るモデル実験をや･っています.そのうちから私たちろく)も放れば軟かく(ねばく)もなるので多くの人

にもできそうなものを紹介してみます.によって摺曲や断層の実験につかわれています.その

1つの例として共やく的た正断層によって地溝帯

砂の箱の実験1タテ10センチ･ヨコ50センチ･高(地殻が細長くかんぼつした所)ができる様子を紹介し

サ10センチメｰトル位の箱をつくリ前だけにガラスます(写真19).これはしめった粘土を引っぱって

､をはめて中味が見えるようにし左から1/3くらいの引っぱりに直交する落込みができたところです.

ところに仕切り板を立てます.その中に乾いた細皆さんもどの位の水をま皆た粘土でどんな摺曲や

断層やわれ目カミできるかいろいろく

ふうしてやって見てはいかがですか.

その結果を私に教えて下さるとたいへ

んありがたいです.実は断層や橿

曲のでき方にはまだわからないこと

綴､灘灘襲1灘景

⑱かわいた砂による実験

(Hubbart1951による)

A.実験前

'糞

B左の部屋にできた正断層

C有の部屋にできた逆断層�
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が多いので皆さんの実験から新発見が生まれるかもし

れないのです.

4.断層やわれ目をしらべる

野外調査のために

断層の調査だから地質図に断層のたくさんある所を

調査したらよさそうですがそれには地質調査の高度

のテクニックが必要で実際にはたいへんなことです.

それに欠きた断層のある所は谷になっていたリ木が

茂っていたリしてなかなか断層面そのものを測ること

はできません.

なお断層がみつからなくても地質調査の結果地層の

分布がくいちがっている場合地質図には断層をあらわし

ます.これを推定断層といいます.りくつば簡単です

が慎重にやらないと専門家のはずの私でもあとで道

路やトンネル工事でその場所を掘られたりすると恥を

かいたリ冷汗をかいたリすることがあります.

はじめのうちはむしろ地質図には大きな断層のあま

りない地質の単純た所からやってみましょう.大き

い断層は見つからなくても小さた断層なら案外簡単に

見つかリます.みつけやすい測りやすい場所として

は第三紀層の互層の発達している所がよいでしょう.

互層は同じ地層のところがどれだけずれたかを測るのに

必要です､東京付近の人なら房総半島の南部か三

浦半島にでかければ大ていの露頭で落差が1センチ

から1メｰド･レ位までの断層カミみつかリます(写真5

22).また日本三景の松島は面な〕断層がたくさん

発達していることでも有名です(写真14521など).

このような落差1センチから数メｰトルまでの断層を

小断層と呼んでおきましょう.断層の調査は最も基

本的な地質調査の1っですから一とおりの野外調査道

具カミ要ります(調査用具については参考書に詳しくの

っています).

小断層を調査するのに是非必要な道具:

ハンマｰ(ピッケル型のものがよい)

､〆

こ/∵グ

⑮粘土で地溝帯をつくる(Cloos1936による)

⑳三浦半島長者ケ崎の面なし逆断層系

婁

⑳美しい松島の地層は近よってみれば間なし断層の宝庫でもある�
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鵜至慧灘Aは鷲塗螂リっぱ柱し第13図AとA'とは互いに

Bは及ば螂られっぱなし切りつ切られつ

鰍聰

鯛σ)落差が小さくしかあらわせないので面にそったずれをはかっ

簑一篇鰐た1することもあります.落差は露頭の上と下でち

して発達するがうこともありあるいは途中で落差がゼロになったり

断層面はひら

Nいる断層そのものも消えてしまうことさえあります(第11図).

(策通子嚢脳

倒ゆ隷麟の

露頭の一帥

クリノメｰ夢_

層面板

もの凄し(折尺がよい)

フィｰルド1ノｰト(スケッチしやすい大型のもの)

地図掴地質図

持っていくと便琴1jな毛⑳:

スケッチ板とグ多フ用紙

カメ多(嫌茅頂イドカメ受が便利)

マジックインキ

巻尺

ユニバｰザノレ･クリノメｰタｰ

観察と測定

この項で断層というときはすべて小断層のことを扱

います.

①断層面の走向と傾斜:面のひらいているもの

はノ･ンマｰで面をタタキ出しクリノメｰタｰで地層面

をはかるのと同じようにして測定します(クリノメｰタ

ｰの使い方はおわりの参考書を参照).面なし断層

は面を出すことが困難なのでスジ状になっている部分

をなるべく直角に切り出して層面板のふちをスジにあ

て(すくなくともスジの線上の3点が板のふちにあた

るようにする)板の面を測ります.地層の走向･傾斜

も忘れずに測っておきましょう｡またなるべく露頭

面の方向も測っておく習慣をつけましょう｡

②ずれの方胸と落着:正断層か逆断屈かまた水

平ずり断層ならば左水平ずりか右水平ずりかを記入し

ます.1つの断層でも面が曲っている場合上の方

では逆下の方では正匁どという場合があり凌す(第易

図)からどちらへ落ちているかも書いておきましょう｡

ずれの量はふつう落差(ずれの童直成分)で測りますが

ゆるい傾斜の逆断層などは大きくずれていても落差は

③断綴面の性質1破砕帯の厚さ断層角礫や粘土

があるか?面が出ているときはまっすぐかどうか

鏡肌があるか?鏡肌に線状のコスリ傷があればその方

向を測っておきます(ユニバｰサル･クリノメｰタｰで

簡単に測れるがないときは線にそって層面板を垂直

に立てその走向を測っておく).面だし断層の場合

は面に相当するスジの観察をしておきましょう.

④2本以上の断綴とその交わりの関係1たくさんの

断層カミ観察されたとき走向･傾斜･ズレの方向面の

性質などのほぼ等しい断層を同じ系統の断層群としてあ

っかいたとえば､NWおち面なし正断層系､などと呼

びます.2っ以上の系統のある露頭ではその交わり

(切った･切られた)の関係をみます.

④Aの断層系かBの断層系をつねに切っている

(第12図).この場合は切った方の断層系Aは

切られている断層系Bより新しい.

◎Aの断層系とA1の断層系は互いに切りっ･切ら

れっである.ある所ではAカミA1を切っている

が別のところでは同じAの断層が別なA1に切

られている場合(第13図).このときはAと

A1はほぼ同時にできた断層系と考えられます.

⑥楽箏く櫨の蹴鰯薬繊1断層はせん断による岩石

の破かいであると前にいい凌したね.ここでチｰズ

や着けんにで書た共やくせん断面のようすを思い出し

てみましょう古

④共やく廊のズ〃)方陶は反対である

⑧押した方陶をは恵んで鋭角に交わっているつまリ鋭

角の方向紀近よ簑が鈍殉の方向にひ書は恋しが生じている

これに鮒の④の内容登カ肢ると

0面の性質が似ている�
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θ互いに切りつ切られつの関係にある

露頭でこれだけのことが観察されればこの2方向の

断層系統は同じ時に同じ原因で発生した共やく的

な断層と考えられます(写真22).このうち④だけは

'絶対に必要求条件ですが◎◎θには例外もあります.

⑥断層と地層の関係1断層の記載をするときにい

っしょに地層の記載も行たっておきます.断層のでき

方は岩質によって違うことがあります.たとえば

共やく的な断層の2系統の交わる角度(せん断面食)は岩

質によって違うといわれています.地層の走向･傾斜

と断層の関係はたおさら大事です.一般に地層の走

向と断層の走向が大体一致している断層系統を縦方向の

断層といい直交にちかい関係で交わっているものを胴

切リ断層*といいます.もっと一般的にいうと摺曲軸

(背斜軸とか向斜軸)に対してほぼ平行するものが縦方

向ほぼ直交するものカミ朋切りの断層系統です(第14図).

*禰曲軸に対し直交も平行もせず著しく斜交している断層

をけさがけ断層などといいます成因的には一種の胴切リ

断層と思われます

縦方向･胴切りの断檸の分類は正断層･逆断層の分

類と共に地質構造の成因を探るためにきわめて重要

です･野外調査でもモデル実験でも地殻カミ隆起し

て背斜軸ができるときまず縦方向の断層ができ次い

で胴切り性の断層ができることが数多く報告されてい

ます.私か三浦半島でやった調査でもやはり最初

に縦方向の面なし逆断層系統ができておりそのあとで

胴切り性の正断層系統がこれを切っています.

皆さんも地層の走向と断層の関係をしらべて朋切

り縦方向に分類してみて下さい.ただこの両系統の

断層は走向が著しく違うため･1つの露頭では1系統

の断層しかみえずこれに直交する露頭では別系統の断

700層が発達している

1ゆ

580∴.島ごとが多いので

注意して下さい.

桑ふち楓膿

�

9'`%ちず.地層面は一

老

8鍛筆種の不連続面であ

�

き＼≡8ることが多いので

地層カミカをうけた

･一ときそのうけ方

81',･'

葦､黙約1蝶隆鋤長靴

妙ソざ直交してできた正断層

2｡吊.,独へ習楓1

一一L]｣･･よQ)

三浦半島長者

ケ崎の面のひ

らいた小断層

左おち正断層

と右おち正

断層が共やく

的に発達し

互いに切口つ

切られつの関

係にある点

線でかいてあ

るのは面恋し

断層で面の

ひらいた断層

系に切られて

いる

によっては地層面そのものがせん断や破断の面にな

る可能性があります.1例を第15図にあげておきます.

この場合には共やくせん断の鋭角･鈍角の関係が狂っ

てしまうこともあり得るわけです.地層面にそって滑

っている大きな断層を層面断層とv'いますカミこれを発

見するのはなかなかむずかしくまして落差をぱかると

なるとたいへんです.

断煽分布図をつくる

こうして露頭ごとに観察と測定をつづけて(実例を

第16図に示す)ある地域の調査を終ったらそれを1枚

の地図にまとめてみましょう.このときは正断層･逆

断層縦方向の断層･胴切り断層面なし断層･面のひ

らいた断層などをはっきり区別して書くことが大切です.

私たちの調査したのは小断層ですからふつうの地質図

のように露頭から露頭へと線をひいて表わすわけには

いきません.小断層をあらわすには地層面の走向傾

斜を地質図に記入するようにします､地層面と区別す

り､〆''='払....､｡二､二1･1二∵∴㌧∵

秒...一.･.…､｡､･.･1･1二111二I･'｡

紅巾㌧･､//

ミニ･.∵∴'.､､//2

泥岩..妻1･多多

ふ三率ミミ泥岩ト

第15図東逗子駅東の露頭共やく面なし逆断層系統左上リ逆断層は

地層面と一致するかまたはかすかに斜交する�
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也喘:砂時の薄層をはさむ氾壮

層面:N71.WNE20邊

泥拷声

砂岩蕎

�

至2い⑪遂

8一

隻§/

､

�

るために第17図のようにいろいろ工夫しましょう.

約五m

』

つでしょう一

策16図露頭調査の実例

YS-65-12逗子市馬渡口トｰ方向EW

④系統(Eおち正)

①MOWNE70⑮開口5c㎜赤さぴつき

⑥N25ESE59〃〃0.5〃

⑨N8ESE78〃〃2〃騒曲

⑲N5ESE73〃〃10〃馬のシッポ

状にわかれる

⑬系統'(Eおち正)

⑩N-SE53㊧酉なしひらく綾凸状

(ズレがほっきリしなレ･)

⑩N5ESE47〃〃〃

⑫N28ESE42〃〃〃

1◎系統(Wおち正)

②N13ENW86㊧開口2cm

③N3WNE86覇〃1c㎜

④N18WSW86㊧〃3cm

⑤N38ENW64㊧〃50c㎜赤さぴつき

⑦N20ENW75㊧〃2cm

⑧N54ESE80騎〃＼7c血同じ面が轡

N44ENW73⑮〃/出しなもの

④と◎は共やく正断層⑮は④に似ているが傾

斜がゆるくズレがはっきりしないのでおそら

く別系統のものだろう

*第16図のような露頭でエツ)場榊こたくきんの断層があっ

て地図には書きこめないぶうなと蓄にはそれぞれの系統受

代表する面の走向傾斜を表わし蜜す代表繭の熾し方はス

テレオ投影を用いるのが正確ですが命のをこるは走向掴傾

斜をニランでなるべく平均を表わすようにしておき製しょう

しかし海蝕台にみられるようにかなり広い場所に

小さいなカミらもエンエンと小断層が続いているような所

では巻尺と磁石をつかって大ぜいの友達と協力して

その場所をてってい的にマッピングをしてみるのもよい

でしょう.このよう狂r地質図｣を自分たちで作って

みると広い地域の地質図をミ読む､のに大へん役に立

第17図

新潟県粟島の小断

層系(1系統につ

いて1つの代表面

であらわす2本

あるところは共

やく的な断層面を

あらわす)

5.おわりに

このような断層分布図をつくってから断層と地質の

関係大きな地質構造との関係断層をつくったカの方

向などをしらべる作業を解析といいます.かんたんな

断層についてはさきに述べたモデル実験などからカ

の方向を推定することもできるでしょう.しかし一

般に断層は立体的に交わっているためたとえば共やく

的な断層の交わりの角度を出すにも立体的に解析しな

ければなりません.残念ながら立体的な解析法につ

いては次の機会までおあずけとします.ここでは

モデノレ実験や野外調査をやってみて断層のでき方二地

層のこわれ方に規則性があることをしっかり理解して

下さい.

次の機会には立体的な解析のできるステレオ投影法

大きな断層のいろいろ断層のある地質図のよみ方わ

れ目の調査法などについて書いてみたいと思います.

なお皆さんの調査した結果を教えていただけると

たいへんありカミたいです.ある程度までの解析はこ

ちらでしてあげられると思います.(筆者は地質部)
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