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奥 多 摩 巡 検
森
7月1
9日,私達 の巡検は羽村か ら始 まった｡駅
のす ぐ近 くに ,まいまいず井戸がある｡透水性 の
良い関東 ローム層や段丘磯層 に覆われた武蔵野台
地では,地下水面 は地下 1
0‑25m と深 い｡当時の
土木技術 ではそ こまで垂直に掘れなか ったので,
蝦牛の貝殻の よ うに螺旋状に掘 り下げてか ら井戸
を掘 ったのである｡
太陽が容赦 な く照 りつけ る道を羽村取水堰‑ 向
か う｡途中で段丘崖を下 ったが ,崖線 には緑地が
帯状に残 され ていた｡堰か らは多摩川 の水を玉川
上水‑導 き,現在は さらに狭山湖‑送 っている
緩い勾配で台地上の尾根筋‑水を 引いた ,技術水
｡

準の高さに驚 く｡東京の上水道配水系統 の説明を
見て,玉川兄弟 の銅像 の前で昼食を とる｡
午後は電車で奥多摩‑ 向い,奥多摩 ビジターセ
ンターを見学す る｡案 内の女性 の厚意で,ビデオ
も放映 してもらった｡ さらにバスで小河 内ダム‑
向か う｡昭和 32
年に完成 した このダムは ,水道用
としては世界有数 の規模を持 ち,東京西部 と山梨
県に給水 してい る｡堤体上か らは るか下方 の基底
部を見 ると,吸い込 まれそ うで怖か った｡
ダムのそばに奥多摩郷土資料館があ り,水没 し
た小河内村を しのぶ資料が展示 されていた｡ 山村
らしく,製材や製炭 の展示があ り,コンニ ャクや
雑穀の標本 ,蚕糸繰 り器具な どもあった｡郷土芸
能 も発達 してお り,都の無形民俗文化財に指定 さ
れている｡展示 品 とい う形で文化は残 されている
が ,村の歴史 は止め られていた｡何 とも言えない
複雑な心境 とな る｡
再びバスに乗 り,奥 多摩 湖 畔 の民宿 ‑｡夜 の
ミーテ ィングで ,次の 日に回 るポイ ン トについて
担当者が説明 し,それに杉谷先生が説明を加えて
下 さった｡

2
0日‑ バ スで山梨県の丹波‑行 く｡付近 を流
れ る丹波川の河床疎は ,拳大以上の ものが 目につ
き,角がな く白っぽい｡‑ ソマーで叩 き割 ると,
白っぽいのは表面 の風化層だけで,中は窯か った｡
洪水時に磯同士が衝突す ると,この風化層が壊れ

本

泉

てい くそ うだ｡手分け して磯径を計 り,河岸 の露
頭 で ク リノメーターで地層 の走 向 ･傾斜を計 る｡
実際にや ってみ ると難 しい もので ,なかなか うま
くで きなか った｡
午後 , 日射が ます ます きつ くな る中を ,丹波川
に沿 って進む｡河岸段丘があったので断面をみ る
と,基盤岩を旧河床 の円磯層が薄 く覆 っていた｡
岩石段丘 とい う説明であった｡段丘面 の比高を ,
‑ ン ドレベルを使 って二人‑魁 で測定す る｡ これ
は簡単な器具だ ったせいか ,割合使 い易か った｡
3mであった｡
比高はお よそ 1
今度は ,川 を離 れ て 自然遊 歩 道 で植 生 を観 察
し,土壌サ ンプルを採取す る｡標 高はち ょうど照
葉樹 のヤブツバキ クラス域 の上限にあた り,よ り
上部は落葉樹 で占め られているとい う｡ アカマツ
の植林 も散見 し,エ ノキダケや椎茸 の栽培場 も見
られた｡最近 キ ノコ栽培が盛んにな って きたそ う
で,夕食のマイタケの天ぷ らは絶品だ った｡ 山腹
斜面 には急傾斜の畑が切 り開かれ ,土砂崩れ防止
のための擁壁や ,渓流 の砂防 ダムが 目についた｡
夜の ミーテ ィングでは ,土色帳でサ ンプルを観察
し,昨夜 同様 ,次 の 日の説明が行われた｡
21日‑ バ スに揺 られ る こ と,お よそ 2時 間
辛 ,や っとの思いで 日原鍾乳洞に着 く｡裂 目の よ
うな入 口を入 ると,別世界である｡ この付近 の石
灰岩 は小規模に分布す るので ,内部は狭 くて迷路
の ようだ｡暗闇の中に鍾乳石がぶ ら下が り,石苛
が立 っている｡ "
世紀 の断層 " (
断層鏡肌)を 目
に して ,地球 の時空的スケールに驚嘆 した｡奥多
摩駅に帰 るバスか らは,石灰石の採掘現場 も見 ら
れた｡最後 のポイ ン ト,氷川では ,化石サ ンゴ礁
があるとい うので ,黙 々と‑ ンマ‑で石を割 った｡
化石は標本 の ように きれいな ものではな く,先生
に指摘 されてや っとそれ と識別 で きた｡
酷暑 の中, うだ る私達に杉谷先生は相 当手を焼
かれた ことだろ う｡2
1日の夕方 ,全員無事に奥多
摩 を後 に したのであった｡
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