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堆積作用と堆積岩 

(1) 堆積岩の種類�

(1) 砕屑岩〜火成岩、変成岩、堆積岩などの既存の岩石の風化作用
で形成された粘土鉱物や砂、岩片などが、水、氷、風などにより水
中または陸上に堆積して形成された岩石。�

(2) 化学沈殿岩〜縞状鉄鉱層など。海水などから無機的に鉱物が晶
出沈殿したもの。�

(3) 生物岩〜チャートや石灰岩など。生物の化石がたまったもの。�

(1) 堆積岩は堆積物が続成作用を受けて、固くなり形成される。�
(2) 続成作用。�

�圧密作用〜堆積物が積もることで、圧迫され粒間の水が抜けて固
� �くなる。�

�セメント化作用〜ある程度、埋没した岩石は粒間の水から、無機
� �的に方解石、ドロマイト、石英、カルセドニー、粘土鉱物な

どが沈殿してセメントする。�
�再結晶化作用〜ある程度高温(100〜150℃)になると、その温度

� �圧力条件に適した鉱物が新たに晶出する。�

(2) 続成作用�
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(a) 浸食・風化
①侵食(erosion):  
‒  水流や風による直接の侵食 
‒  主に未固結堆積物 

②摩耗食(Abrasion)： 
‒  水流や風や氷に運ばれる粒子と
の衝突・摩擦による侵食（基盤
岩の機械的剥ぎ取り） 

‒  主に固結した岩石 
③溶食(Corrosion)： 
‒  化学的溶解による侵食 
‒  主に石灰岩 

(b) 運搬１
①運搬(Sediment transport):  
‒  水流、風や氷による移動 
‒  重力による移動 

②浮遊（懸濁）物質(Suspended 
load)： 
‒  水や大気中で浮遊した物質 

③沈降(falling)： 
④掃流物質(Bedload)： 
‒  底層で、転がったり、滑ったり、
ジャンプしながら 

移動する物質 

水流の性質 
水は粘性(viscosity: η)を持つ 
境界では、流速は０ 
境界付近では、速度勾配が出来る 
（境界層） 

層流と乱流 
レイノルズ数 

①水に粒子を落とすと、徐々に加速する
が、ある時間が経つと、一定の速度に落
ち着く。終端（沈降）速度(terminal 
velocity) ⬇︎ 
水（流体）と粒子の間に働く摩擦力（粘
性に起因する抵抗力）が重力とバランス
するから。 

運搬と沈降：水中での粒子の挙動 



①粒子が沈降によって乱されるとき：慣
性の影響➡︎レイノルズ数が大きいとき 

運搬と沈降：水中での粒子の挙動 

②粒子が水流を乱さずに静かに沈降する
とき：粘性が支配➡︎レイノルズ数が小さ
いとき 

(b) 浸食・運搬
②浮遊（懸濁）物質(Suspended 
load)： 
‒  水や大気中で浮遊した物質 

④掃流物質(Bedload)： 
‒  底層で、転がったり、滑ったり、
ジャンプしながら 

移動する物質 
➡︎物質が浮くためには 

(c) 浸食・運搬

Hjulström-Sundborg 
 (ユルストローム・スレドボリ) Diagram�

Davidson Glacier near 
Haines, Alaska�

An Alpine glacier system

http://www.kean.edu/~csmart/Geomorphology/Lectures/�

(b) 氷河・氷床による侵食

Dry Base:  氷床の底面
が凍っている状態 
ほとんど流動しない。 
ほとんど削剥しない。 
Wet Base:  氷床の底面
が融けてている状態 
著しく流動する。 
著しく削剥する。 

(c) 堆積：堆積構造と堆積相
①地層の階層性 
粒子 

●粒子の種類 
　鉱物・岩石の種類 

  と多様性 
　サイズ(分布と大きさ) 
　円磨度 
●粒子配列(fabric) 
　空間的パッキング 
　配列 
堆積構造と層理 

●ベッドフォーム 
●堆積構造 
堆積相 
堆積システム 
堆積シーケンス 

●ベッドフォーム:移動する砕屑性粒子が河床や海底面などの 
           流路底に作る形態 

水深が浅い時 

●ベッドフォーム:移動する砕屑性粒子が河床や海底面などの 
           流路底に作る形態 

ウェーブリップルとハンモック層理 
水深が深い時：振動流 

●ベッドフォーム:移動する砕屑性粒子が河床や海底面などの 
           流路底に作る形態 

ウェーブリップル 
水深が深い時 



ハンモック状斜交層理 ソールマーク(底痕） 

インブリケーション 

初生の堆積相を壊す構造 

コンボリュート葉理・スランプ構造・火焔状構造 
生痕 

タービダイト タービダイト 

デルタ 
(1) Fluvial(River)-dominated 

e.g. Mississippi Delta 
(2) Wave-dominated 

e.g. Nile Delta 
(3) Tide-dominated 

e.g. Ganges-Brahmaputra 

（Leeder, 1982)�

堆積を制御する主要因が何かによる分類 
River-dominated Delta�

①Micrortidal (潮汐<2m)  
②Gently sloping shelf (波のエネルギーが散逸） 
③豊富な懸濁粒子の供給 
④周囲が水に浸かった状態で良く発達した自然堤防
(levees) 
⑤鳥の足状の形態 
⑥頻繁な河道の移動 
堆積記録：チャンネル構造が良く発達。砂浜堆積物

に乏しい。淘汰余り良くない。 Nile River Delta�

Wave-dominated Delta�
①Micrortidal (潮汐<2m)  
②自然堤防は発達しない。 
➡︎波の影響が少なくとも水深
数mまで及ぶ(河川が供給し
た堆積物は波により運搬) 
③砂嘴(さし：spit)、砂洲
(sand bar)の形成 
➡︎特に波が斜めに当たる場合、
海岸線に沿った堆積物の側方
輸送が起こる。 
④河口近くに海岸線に沿った
砂洲(mouth bar)の形成 
次第に砂浜へ変わる。 
⑤堆積記録： 
砂浜堆積物の発達。 
淘汰が良い。デルタ・フロン
ト堆積物の斜交層理は海岸に
沿った流れの方向が卓越。 

Senegal Delta�

Tide-dominated Delta�
①Macrortidal (潮汐>2m) 
②デルタ上のチャンネルの奥ま
で潮汐の影響を受ける。 
具体的には、逆転する潮汐流、
満潮時の流れの停滞など 
③オーバーバンク部分は、少な
くとも部分的に潮汐の影響を受
け、泥質な低地となる。 
④河口付近では、潮汐流による
侵食再堆積が起こり、海岸線に
垂直 な方向に砂洲が形成される。 
⑤チャンネル内や砂洲に堆積し
た砂質堆積物の斜交層理が示す
流れの方向が逆転が繰り返す、
その間に泥質堆積物薄層(mud 
drape)が挟在される 
⑥デルタが前進し、堆積物は、
大局的には上方粗粒化を示す。 

Ganges-Brahmaputra Delta�
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(3) 生物岩（チャート）の露頭写真１ 

(3) チャートの電子顕微鏡写真 白いつぶつぶが放散虫� 横幅2mm

(3) 生物岩（チャート）の薄片写真 



フルード数 

堆積構造と層理 
●堆積構造の形成のタイミング 
同生構造(syngenetic): 

  初生構造(primary), 準堆積時(penecontemporaneous) 
堆積後の構造 

 後生堆積構造(epigenetic) or 二次的堆積構造(secondary) 
●ベッドフォーム:移動する砕屑性粒子が河床や海底面などの 

           流路底に作る形態 
例: リップル(ripples), デューン(dunes, 波長>60cm), 

 平滑床(plane beds), 反砂堆(はんさすい: antidunes) 

（クライミング）リップル デューン 


