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Processesand FaciesofActiveTroughFillingup Sediments
−GeologyofUpperQuaternarySediments

intheNorthernmostAreasoftheSagamiandSurugaTroughS−
KenichiOTSUKA＊

Sedimentary facies and the geologicalstructure of upper Quaternary sediments were

studiedinthenorthernmostareasoftheSagamiandSurugaTroughsoffCentralHonshu，
Japan．
Seismic reflection surveys，uSing a Bolt−type air gun and sparker as sonic sources；
topographicsurveysbyechosounder；and surfacesedimentsampling，mainlyby piston
corer，Were Carried out mainly aboard the R／V Tansei Maru ofthe Ocean Research
Institute，University of Tokyo．
Asaresult，adistinctconicalsedimentformationwasdiscoveredatthenorthernendof

each trough．These conicalsedimentary bodies are considered to be the remains of
submarinefansresultedfromvastsedimentdepositionontheratherflatbasementsurface

ofthe floor ofeach trough．Thisis attributed to the period oflow sealevelafter the
Shimosueyoshitransgression，atleastinthecaseoftheSagamiTrough・
Gravityflowofsedimentontothepresentsteeplyinclinedfloorsofthenorthernendsof
thesetroughsresultedindepositionofsimilart

slopefan

faciessedimentineachtrough・

Bothtroughscanbedividedintothreeareas，theupperslope，themiddleslope，andthe
lowerslope，Showingpeculiarsedimentaryfacieswhichcanbealsoidentifiedbycharacter−
istictopographicfeatures．

Theupperslopeofeachtroughinclinesverysteeply，atanangleofmorethansixdegrees
（1／10）．Eachupperslopeshowsruggedtopographywithlongitudinalridgesandchannels
Similar to delta frontgullies．Slump scarps are also common．Gravelly depositswith
COarSeSandmatrixprevailintheupperslopearea．
Massive pebbly sand gradinginto fine sandin the upper part of eachlayeris the

sedimentaryfaciesofthemiddleslopeareaofbothtroughSwhichhaveinclinationsfrom
sixdegrees（1／10）tothreedegrees（1／22．5）．Ineachtrough，tOngue−Shapedsedimentary
bulgesofvarioussizeextendalongthesmoothfloorofthemiddleslopeinthedirectionof

theaxisofthetrough．
Ⅰnthelowerslopeareas，Whichhaveinclinationsoflessthanthreedegrees（1／22・5），the
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relativelyflatfloorsshowdistinctmicro−tOpOgraphywithwavesofafewhundredsmeters
inlengthandheightsofafewmeters．Gradedsandandsiltlayersalternateinthelower
slopearea．DeformedsiltpatchesandplantdebrisarefrequentlyfoundinthesealternaT
tions．

The changeinsedimentaryfaciesfrom the upper to thelowerslope clearly reflects a
seriesofsedimentgravityflowswhichvarieditspropertywiththeinclinationoftheslope．
Thesedimentarybulgeswhichdevelopedinthemiddleslope areasareconsideredtobe
remnantsofgravityflowsedimentsindicatingessentiallyinstantaneouscessationofflows．
Suchttfreezing

ofsedimentbodies，reSultingfromsuddenchangeinhigh−densitysediment

gravityflow，haslongbeentheorized，butdocumentedevidenceofsuchfreezingisrare．
Three

sedimentarylayers〝A−I，A−II，and

recognizedin

the

strata

which

Cover

the

A−III

basement

from

of

the

the

upper

northern

to

thelower，rWere

end

of

the

Sagami

Trough．The A−Ilayer can be dividedinto an A−ILlayer，Withlayered structure，and
anA−ITlayer，Showingturbulent structure．The A−ITlayer occupiesmost of thelower
partoftheA一日ayerinthelowerslopearea，butmergesgraduallywiththeA−Ⅰ．ノIayerin

themiddleslope．
TheA−ⅠIIlayerwasdepositedasaflatsedimentlayerwhichcoveredthepartlyeroded

SurfaceofthebasementandextendsfromthetroughaxisfloortotheslopeofIzuPeninsula
Side，thoughthethicknessdecreasestowardtheupperwesternsideslope．
TheA−IIlayer，lyingontheflatA−IIIlayer，formsacone−Shapedsedimentbodyextending

seawardfromthelandwardend．Thepresentsteeplyinclinedtroughnoorinthedirection
oftheaxisofthetroughwasoriginallyformedbythiscone．TheA−ⅠIlayerisessentially

a submarine fan resulting from vast sediment depositionin the period oflow sealevel
duringtheglacialepoch．
TheA−Ⅰ．＿andA−Ⅰ，1ayerswhichmakeuptheA−Ilayerresultfromtwodifferentkindsof

gravityflow．TheA−IIJlayerisduetosedimentgravityflowssimilartothatoccurringin
thepresentflooroftheSagamiTroughasttslopefan

facies．Aconsiderablepartofthe

A−ITiayeriscomposedofturbulentsedimentscarriedbylargeslumpedmassflowintothe

SagamiTroughfromtheeast．PartoftheSeSedimentscomprisealargeslumpedblock，
Calledanttolistholith

．Remainsofthisslumpedmassexistasalongslenderspurextend−

inginaNE−SWdirectionfromthefootoftheslope offthemouth oftheSagamiRiver，
locatedatnortheastarea ofthestudiedregion，tOthenorthofSagami Bank．
Althoughdirectevidenceoftheageofthesesedimentswasnotobtainedinthisstudy，
agescanbeinferredfromthehistoryofneighboringgeologicalregiOnsonCentralHonshu
andintheadjacentsouthernSagamiTroughBasin．
DepositionoftheA−IlayerapparentlybeganshortlybeforethebeginningoftheHolocene
Period．The deposition oftheA−IIlayerisinferred to have occurred mainly duringthe
periodoflowsealevelstandaftertheShimosueyoshitransgressionresultingfromglacial
development（thelastglacialstage）．ThedepositionoftheA−IIIlayerispresumedtohave
StartedaftertheterminationoftheKazusaGroupdeposition．

TheA−IIIlayerisfoundinawidearea ofthenorthernend oftheSagamiTroughand
COVerSthesloperegionoftheIzuPeninsulasideoftheTrough．But，theupperpartofthe
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A−IIIlayerthinstowardtheupperwesternsideslope．TheA−IIlayerisfoundonlyinthe

axisfloorpartofnorthernendoftheSagamiTrough．Thissuggeststhatthenorthernend
OfSagamiTroughbegantoformduringtheperiodwhentheupperA−ⅠIIlayerwasbeing

deposited，thatis，duringthemiddletolate Pleistocene．

InthenorthernendoftheSurugaTroughtherearealsothreesedimentarylayers−U−I，
U−II，andU−IIIfromtheuppertothelower−depositedontheratherflatbasalsediments．
The U−I and U−IIlayers are very similarin their sedimentary features．Bothlayers
resultedfromthe

slopefan

faciessedimentgravityflowsimilartothatoccurrlngOnthe

presentseafloorofthenorthernendoftheSurugaTrough．TheU−IIlayerdipsmoreto
thewestthantheU−IlayerandthereisanunconformitybetweentheU−IIandtheU−Ilayer
inthenorth−WeSternCOrnerOfthisarea．TheU−IIIlayerisacone−Shapedsedimentbody
COVeringthebasalsedimentandverysimilarincharactertotheA−IIlayerofthenorthern

endoftheSagamiTroughshowingsubmarinefanconstruction，andislimitedtothetrough
axis floor．
ThecharacteristicfeatureofthenorthernendoftheSurugaTroughisverythickくtslope

fan

faciessedimentlayersofU−IandU−IIformedafterthedepositionoftheU−ⅠⅠIlayer．

Both of theselayers distinctly thicken towards the west．Furthermore，the existence
OfanunconformitybetweentheU−IlayerandtheU−IIlayersuggeststhatsubsidenceofthe

floorofthenorthernend ofthe Suruga Troughoccurredintwo directions．Inthe far
northwest section，Subsidence occurred towards the northwest．In the central section，
Subsidence occurred to the west．These suggest rapid subducting plate motion and
probablyplatebending．

Geological setting of the Sagami Trougharea may have been different and more
COmplicatedthanintheSurugaTroughareasincethemiddletolatePleistoceneasshown
bythelargeslumpedmassfloweventsandtheratherthinttslopefan

faciessediments．It

isalsonoteworthythatthickeningofthes占dimentlayerstowardtheeasternmarginalfault
OftheSagamiTrough，thettSagamiTectonicLine

，isonlyslight．Thus，itissuggested

that dynamic plate motion had distinctly different effects on the formation of sediment

layersinthetwotroughS．
Anotherimportantresultsofthisstudyistheidentificationofsedimentaryconesonthe
rather

flat

troughfloor

and

the

recognition

of

coarse

grained

tIslope

fan

faciesin

the

northernendsofboththeSagamiandSurugaTroughS．Submarinefanswerecreatedas
aresultofrapidandvastflowofsedimentsfromriversprobablyduringtheperiodoflow
Sealevelin the glacialepoch（thelast glacial stage）when there also was considerable

differencebetweenthelevelofthetroughfloorandthatofsupplyinglandareas．Afterthe
Sedimentaryconeswereformed，thesedimentlayersprograded ontothesteeplyinclined
Slopeas

thus

t

slopefan

provide

thickening

by

excellent

of

coarse

activesedimentgravityflow．TheSagamiand

example

sediment

of

the

processes

deposition

ofくtupward

systemsin

active

Suruga

coarsening

troughS．
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る．なおこの内容は1984年に東京大学博士論文とし
て発表したものである．

相模湾，駿河湾は，伊豆半島を間にはさんで東西
に位置し，共に非常に急深なトラフ地形が陸岸に達し
ている海湾として世界的にも珍しい存在である．この

2．相模湾，駿河湾地域の海洋地質
に関する従来の研究

両者には伊豆半島を中心にしてみると，①伊豆半島か
ら傾き下がる斜面，②陸岸へ向かって延びる急深な

2．1．相模湾域の従来の海洋地質学的研究

トラフ（相模トラフ，駿河トラフ），③トラフにほぼ平

相模湾は海洋地質学の日本における研究の初期の

行する堆列，④海盆（列），⑤斜面および大陸棚，とな

段階から（そのテストフィールドとしても）調査がな

っている地形の対称的な配列が認められる．ただし，

されてきた地域である．1950年代半ばまでは簡単を

駿河湾ではそれぞれが南北に近い方向に直線的に伸

底質採取と地形調査が主であったが（茂木，1955：

びているのに対し，相模湾ではその配列により複雑

佐藤，星野，1963），すでに相模湾の地形の形成がかな

な曲折が見られる．この急深なトラフを形成して

り新しい時期（鮮新世末）以降であろうことが述べら

いる一方の相模トラフは，東へ伸びて日本海溝，

れている．この様な調査研究の集大成としてSHE−

伊豆小笠原海溝との会合点へと達し，他方，駿河ト

PARD他（1964）を，また海底堆積物についての堆積

ラフは西南方へ伸びて南海トラフへと連続する．日

学的分野における先駆的な業績としてNASU（1956）

本海溝，伊豆小笠原海溝，南海トラフをつなぐ地形

をあげる事ができる．その後1960年代後半から1970

的凹所となっているこの両トラフ地域をプレートテ

年代にかけては，スパーカー，エアガン等による音

クトニクス的に解明しようとする試みが1960年代

波探査が一般的な手法となり（加賀美他，1968；歌

末よりいくつかなされ（木村，1971等），杉村（1972）

代・岩淵，1971），相模湾を北西・南東方向に走り，

によりフィリピン海プレート，ユーラシアプレート

トラフ東緑を限る構造線を境として，北東側の古い

との境界をなしているとの考えが明確に発表された．

地層に対し，南西側のトラフ内には新しい地層が厚

さらにフィリピン海プレートの上にのっているとさ

く堆積している事が明らかとなってきた．加賀美他

れる伊豆半島が，日本列島に向って衝突している

（1968）はこのトラフ海盆内の厚い堆積物に対し，南

（MATSUDA，1978）との説が公表され一般からも注

相模層と命名し，鮮新世以来の堆積盆地内のpon−

目されている．さらに太平洋プレートとの相対運動

ded sedimentsであろうとしている．木村（1971）は，

の影響，日本列島側のプレート構造との関係などの

この地域に対しプレートテクトニクス的な考え方を

点からも地質学的，地球物理学的に非常に興味深い．

取り入れ，広域的な解釈を試み，トラフ東縁を限る

相模湾では，プレート境界の断層活動によるもの

断層を 相模構造線〟 と命名し，さらに木村（1973）

と思われる1923年の関東大地震の際に大きな海底

では，これをプレート境界をなす海溝一海溝型のト

地形の変化とそれに伴う海底電線の切断事故が発生

ランスフォーム断層であるとし，これをまとめた地

したとされている（松沢，1950；茂木，1959，等）．

質凶を公表している（木村，1976）．

奈須（1966）はこれを海底地すべりの様な堆積物の再

その後，マルチチャンネルによる音波探査解析が

堆積現象によるものとしており，この様な構造運動

一般的に行われる様になり，相模海盆底を中心とし

を反映している活発な堆積，侵食現象をも含む地変

た研究結果が発表された（加賀美，1981；海上保安庁

が現在でも活発に進行中である地域と考えられ，プ

水路部，198la，b；同，1982；KIMURAetal．，1981）．

レート境界をなす両トラフ地域でどの様な堆積相が
構造運動を反映して発達しているか，堆積学的にも

KoNG（1982）はマルチチャンネル音波探査の解析′
からトラフ海盆内のいわゆる南相模層を上総層群相

注目される地域である．本論はこの活動的なトラ

当の地層に対比している．また詳細な地形調査も公

フの最も陸岸に近接した地域での最近地質時代にお

表されてきている（海上保安庁水路部，1981a；茂木

けるトラフ埋積作用の過程と堆積現象に焦点をしぼ

他，1981）．OTSUKA（1972）は，相模湾の表層堆積物

り研究を行った結果について考察を加えたものであ

の分布をまとめ，特に相模トラフ北端部における粗
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粒堆積物の舌状分布を明らかにし，堆積物重力流の

礫を海底地すべりにより深海部へ運び込まれたもの

重要性を指摘し，後に鉱物学的な検討をも行った

としている．大塚（1980）は，海底の軸方向の傾斜と

（OTSUKA，1976）．大塚他（1973）は，1972年7月の

堆積相との強い関係を認めており，相模トラフにお

集中豪雨直後に発生した太平洋横断海底ケーブルの

ける海底地すべりの研究結果から見ても堆積環境の

切断地点周辺を調査し，トラフ北端部の海底における

非常によく似ている駿河湾での堆積物重力流の作用

現世の活発な堆積物重力流現象の重要性を指摘し，

を強く示唆するものとしている．さらに大塚（1982）

KAGAMIand OTSUKA（1980）では，この北端域で

は，石花海唯の西斜面での現在の海底地形に明確に

粗粒堆積物を主とした堆積重力流が重要な作用をな

認められる海底地すべりを報告しており，駿河湾で

して斜面型海底扇状地（slope fan）となっている
事を明らかにしている．

は現在に至る活発な構造運動，堆積現象が継続して

ただし，現在まで特に相模トラフ北端の地質構造

相の時間的な発達の経過，またその地質構造発達史

については，全く明らかにされておらず；また堆積

との関係を明らかにしようとする試みは現在まで見

相の分布，その時間的な発達経過についても明らか

られない．トラフ北端部の陸岸と接する部分の地質

にされていない．また地質構造発達史との関連につ

構造についても全く明らかにされていない．

いるものとしている．しかし，駿河トラフ内の堆積

いても同様に明らかにされていない．

3．研究目的および調査方法
2．2．駿河湾域の従来の海洋地質学的研究
駿河湾域での海洋地質学的な調査は，当初湾中央
を南北に走る駿河トラフ自体よりはむしろ湾西部の

3．1．研究目的
現世の海盆における堆積体の発達過程については，

石花海堆周辺や伊豆半島側斜面の調査研究が先行し

GoRSLINE and EMERY（1959）により，カリフォル

た（奈須他1968；三沢，1972；三沢・星沢，1976）．

ニアボーダランドの海盆中の乱泥流堆積層について

これらの中で，奈須等（1968）は石花海堆上の礫層を

その発達過程が報告されて以来，世界の多くの海域

駿河湾西岸の小笠礫層と対比し，さらに音波探査記

で研究がなされ，NELSON et al．，（1970）やNoR−

録の解析から現在見られる堆，海盆の配列やトラフ

MARK（1970）で述べられている様な海底扇状地とそ

の形成が小笠礫層堆積面の変形以降である可能性を

の発達モデルが現在世界的に（特に安定大陸周縁地

示唆し，現在におよぶ活発な構造運動を推定してい

域では）受け入れられている．しかし，島弧・海溝系

る．その後，水路部や地質調査所による組織的な調

では，ScHWELLERandKULM（1978）が一部述べて

査研究が行われ（岩淵他，1976；永野他，1977；海上

いる様に，堆積作用と堆積層形成に対する，より強

保安庁水路部，1978；松本・木下，1979；桜井・茂

い構造運動の規制が考えられると同時に，より大

木，1980；海上保安庁水路部，1981b；茂木他，

きな傾斜の場に堆積層が形成されると考えられる

1981；海上保安庁水路部・地質調査所，1982：等），

ため，HEEZEN andDRAKE（1964）が，グランドバ

特に海上保安庁，地質調査所（1981）では，エアガン

ンク海域で明らかにし，現在では，世界の各地から

によるマルチチャンネル地震探査の解析により駿河湾

報告されている（MENARD，1964；UcHUPI，1967；

口付近で伊豆半島側の基盤が駿河トラフ下で西へ

STANLEY，1969；EMERY et al．，1970；MooRE et

向って潜没している状態が見られる．木下他（1982）

al．，1970；WALKER and MASSINGILL，1970；

では，さらに駿河湾内でも東側基盤のトラフ西側へ

LEWIS，1971；KNEBELandCARSON，1979；SUM−

の沈み込みが示されており，少なくも駿河湾中央部

MERHAYESetal．，1979）海底地すべり等の作用の影

までは，この様なプレートの沈み込みがあると言う

響のより大きな堆積場が発達していくものと考えら

（茂木他，1981）．
トラフ軸部では，湾口より湾奥へかけて，砂礫の

れる．

分布が認められている（久野，1938；佐藤，1962；青
木他，1967；大塚，1980）．佐藤（1962）はこれらの砂

陸岸近くでの埋積作用の過程と堆積現象の詳細を解

本研究では，造構造運動の非常に活発なトラフの
明するため，従来の研究では全く解明されていない
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①相模トラフ，駿河トラフの陸岸に接する北端域の
地質構造を明らかにし，②現在の海底表層の堆積相

の航海における3．5kc音響測深の記録も一部本研究

につき，その分布，堆積環境条件，地形分布との関係，

OFJAPAN，1975）．

の参考とさせていただいた（GEOLOGICALSURVEY

成因を解明し，（診本海域における地質構造の発達の
過程と，その結果もたらされた堆積体につきその堆

4．謝

積相の発展経過とその要因を，相模トラフ，駿河ト

辞

ラフのそれぞれにつき解明することを第一の目的と

本研究を行うにあたり放送大学（元東京大学海

した．さらにこれらの堆積体を形成した構造運動の

洋研究所）の奈須紀幸教授には終始変わらぬ御指導，

発展過程につき，相模トラフ，駿河トラフの地質構

御鞭鍵をいただいた．東京大学海洋研究所の加賀美

造の相違する点と類似する点から，その要因を明ら

英雄助教授には，常に有益な御助言と御指導をいた

かにし，特に現在まで十分なされていなかった陸上

だいた．静岡大学理学部岡田博有教授，同士 隆一

第四系との関係につき考察を加え，できる限りプ

教授には様々な研究上の御便宜を計っていただいた．

レート境界とされる本地域の特に後期更新世以降の

静岡大学教育学部の木宮一郭教授には常に変わら

地史について検討した．

ぬ温かい励ましをいただいた．また静岡大学教育学
部の半田孝司技官には研究上並々ならぬ御協力をい

3．2．調査研究方法

ただいた．東京大学海洋研究所の五十嵐千秋技官，

本研究で対象とする相模トラフ，駿河トラフの研

原山千谷技官には，研究航海上の様々な準備や，資

究海域の調査は，主に東京大学海洋研究所の研究船

料の整理等に常に変わらぬ御協力をいただいた．東

淡青丸を用い，さらに同研究所の研究船白鳳丸によ

京大学海洋研究所の研究船，淡青丸，白鳳丸の船長，

り得られた資料も一部本研究に利用し，参考とした．

士官，乗組員の諸氏には，研究航海の実施に当り，

地形調査は，12KHz，28KHzの超音波を用いた音

常に最大限の御協力と御助言をいただいた．これら

響測深をエアガン等による音波探査と平行して同時

の方々に心からの感謝の意をここに記して表わした

に実施し，ときには地形調査を単独で行った．音波

い．

探査に用いたエアガンの容量は，40立方インチ，空
気圧力は85kg／（呵 発信間隔は5〜6sec，使用周波数
は主に53−150Hzである．スパーカーは電気容量
180〜200〃F，電圧10KV，放電11000ジュール程度，発

5．相模トラフ北端域の堆積相と地質構造
5．1．海底表層堆積物と海底地形

信間隔2sec，船速はいずれの場合も5ktを標準とし

5．1，1．海底地形およびecho characterによる

た．受信装置は直径50mm，長さ50mのeel中に封じ

相模トラフ北端域の上部斜面，中部斜面，

込められたジオスフェース社のチタンバリウム製の

下部斜面の区分
海底地形図（第1図），音響測深記録による地形横

ハイドロフォン素一朽0個を使用したハイドロフォン
により行った．

断面（第2図）および地形縦断面（第3図）に示されて

得られた音波探査記録のクロスチェックにより，

いる様に相模トラフ北端域の地形は，浅海部での急

信頼性の高い解析を行うため，調査コースはできる

傾斜で複雑にリッヂ，チャンネルの交替する地形か

限り高密度のメッシュを形作る様に計画し，船位は

ら深海部での緩やかな傾斜の地域へと変化する．そ

30分〜15分毎にレーダーにより決定した．

れと同時に音響測深記録上のecho characterに特

堆積物採取はできる限り8，2cm径の塩化ビニー

徴的な変化が認められる．JACOBI and EMBLEY

ル内管入りステンレス製コアバレルのピストンコア

（1975），JACOBI（1976），DAMUTH and HAYES

による柱状採泥を行った．コアの付加錘重量は275

（1977），DAMUTH（1978）等は音響測深記録上の

kgを標準とした．ただし一部では，ドレツジ等によ

echo characterが表層微地形と堆積物の分布に強

る採泥も行った．

い関係を有しており，堆積環境解析に有力な手段と

地質調査所による金属探鉱事業団の研究船白嶺丸

なる事を示している．本研究でもecho character

大
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分布を地形断面と共に考慮することにより，表層微

クス中に5cm程度の径の中礫をかなりまばらに含

地形，堆積相を解明する上で非常に有効である事が

むマッシブな砂礫層が，上部で変形したシルトパッ

明らかとなった．

チを含み，細砂へと級化する堆積相が分布している

相模トラフ北端では水深100mから250m位までは
非常に急傾斜でトラフ方向に伸長する起状の多い

事がわかった．最上部では非常に薄い10cm以下程

（高さ50m程度まで，幅200m程度）地形を示しており，
テリレタ前面のガリー地形と共通した特徴をもってい
る．水深300m〜350mでは酒勾川前面では細かい谷
地形は消えて，全体として大きく滑らかな盛り上り
を示す様になる．水深300m〜500mでは縦断面で明
らかに地すべり急崖の地形を示す所があり，トラフ
軸方向への海底地すべりの頭部がこの地域にあるこ
とがわかる．音響測深記録上のecho characterも
地すべり急崖下ではhyperbolic〜blockyな特徴を
示す．
500m以深，1100m付近まではトラフ底の地形は
全体として滑らかとなり，その所々にトラフ軸方向
に伸長する高さ50m程度まで，幅200m〜800m位
の高まりが見られる様になる．echocharacterはこ
の舌状の高まりでは強いprolonged echoを示す．
1100m以深では，トラフ底は顕著な波状の（波高数
m以内，波長200〜500m位）微地形を示す様にな

る．
この様に相模トラフ北端域では，ガリー状の地形
を示す上部斜面（500m以浅），滑らかな底面上にト
ラフ方向に伸長する地形的高まりを特徴とする中部

第1図 相模トラフ北端城の海底地形および地形調査測
線図．
Fig．1．Submarine topography of the northernmost
area of SagamiTrough and topographic survey
lines．

斜面（水深500〜1100m），波状の微地形が一面に発
達する下部斜面（1100m以深）の三地域に区分するこ
とができる．傾斜は上部斜面では1／10以上（60以上），
中部斜面では1／10〜1／22．5（60〜30），下部斜面
では1／22．5以下（30以下）となっている．第4図に
これらの地形の示すecho character分布を示す．

度の泥層となっている．これから砂層と泥層の比を
算出してみると20：1以上となる．また第8図に示
された下部斜面域の堆積物は，紙礫砂から細砂へと
級化を示す厚さ80cm程度のシルトパッチを含む
砂層と，10cmから80cm位の厚さのシルト層と1

5．1．2．海底地形と関連する海底表層
堆積物の分布
相模トラフ北端域で主にドレッデで採取された海
底表層堆積物の分布を第5図に示す．これによると

cmから40cm位の厚さの細粒砂の互層との再互層
となっている．このシルトや，細砂中には多量の植
物破片を含む場合がある．砂層，シルト層の厚さの
比は，ほぼ1：1程度である．

前節で述べた上部斜面では砂礫を主とする堆積物が

の柱状図によれば，中部斜面域では厚さ1．5mから

5．1．3．相模トラフ北端域の海底微地形，海底表
層堆積相と1972年の海底電線切断事故
から推察される堆積物重力流

2mの各単層の下部で粗粒砂から紙礫砂のマトリッ

相模トラフ北端部に河口を開いている酒勾川の後

分布していることがわかる．これに対し，第6図，
第7図のピストンコアにより採取された表層堆積物

I
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第2図 相模トラフ北端城の音響測深記錦による地形横断面図・
Fig．2．Crosssectionofthenorth6mmostareaofSagamiTroughbyechosounderrecord・
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第4図 相模トラフ北端城の音響測深記録上のeCho
Characterq）分布，海底電線切断地点と探泥地点．
Fig．4．Echo characterdistributionin the northern−

mostareaofSagamiTroughandsamplingpolntS．
1．Slump scarp
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第5図 相模トラフ北端城の海底表層堆積物の分布．
●：礫；□：根粒ないし中糧砂；△：細粒砂；○：泥
を示す．×は柱状探泥の原，かソティングエッヂのつ
ぶれた地点を示す．
Fig．5．Distribution of surface sedimentsin the

2．Hyperbolicorblockyechopattern

4．Faintly wavy echo

northernmost area of SagamiTrough．
●：graVel；□：COarSe Or medium sand；△：
fine sand；○：mud；×：a pOint wherethecutting

5．Distinctly wavy echo

edge of a corer was damaged．

3．Strong prolonged echo

6．Steep side slope echo
X．Submarinecablebreakpointin1972．
Sediment
by

sampling

points2〜8are

KT−77−2cruise，and

taken

GE2〜4are

taken by KH−78−5．

考えられる．この様に，相模トラフ北端域は現在も
活発な堆積物重力流の堆積場となっているのであろ
う（大塚他，1973；大塚，1975）．

背地の丹沢山地一帯に，1972年7月，梅雨前線によ

前節までに述べられた本地域の堆積物重力流によ

る集中豪雨があり（第9図）， 河口での増水のピー

る堆積相分布は，海底地形区分と関連させてみると

クから数時間後に，相模トラフ内の水深850m付近

次の様な特徴を示している．ガリー状の地形が特徴

で，太平洋海底電線の切断事故が発生した，（第4，

となっている上部斜面域は，砂礫を主とする堆積物

10，11図）．

が複雑に起状するトラフ方向へ延びたリッヂ・チャ

この時回収された海底電線には，多量の植物破片

ンネルを形づくっているものと考えられる．この地

が絡みつき，切断点でケーブルは引きちぎられた様

域の傾斜は60（l／10）以上，特に400m以浅では100

に急に細くなっていた．これらの事実からこの切断

以上になっている．

事故は，洪水に伴う後背流域から酒勾川により多量

中部斜面は，上部斜面域の直下に位置する海底地

の堆積物が相模トラフの源頭部に一時に運び込まれ

すべりの源頭の急崖から下方へ広がっており，上部

た結果，不安定な状態となって，トラフ下流部へ大

で細砂へと級化する厚い中礫以下の礫をまばらに含

量に堆積物重力流として再移動したため発生したと

む砂礫層の堆積わ場となっている．EMBLEY（1976）
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middle slope of the northernmost area of SagamiTrough．（1）．
Sampling points are shownin Fig．4．
St：silt；Sty：silty；f．S．：fine sand；m．S．：medium sand；C．S・：
COarSe Sand；gr：granule；p．b．：pebble；p．：patch；Alt：alter−
nation；V．：very；frag．：fragment．
Arrow shows grading．
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Fig．6．Columnar section of piston core samplestaken from the
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第6図 相模トラフ北端域の中部斜面より採取されたピストンコア試料
による柱状図．その1．探泥地点は第4図参照．
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第7図

相模トラフ北端域の中部斜面より採取されたピストンコア試料

による柱状図．その2．採泥地点は第4図参照．
Fig・7・Columnarsectionofpistoncoresamplestakenfromthe

middle slopeofthe northernmost area of SagamiTrough．（2）．
Sampling polntS areShownin Fig．4．

は，アフリカ西北の広い海盆底において土石流

下部斜面は級化する粗粒砂〜細粒砂とシルトの互

（debrisflow）が上方へ盛り上がった堆積体を形成し

層であり，顕著な波曲を示す微地形をもつ海底に分

ている事実を報告している．相模トラフ北端の中部

布している．この堆積相を有するトラフ底の傾斜は

斜面に分布するトラフ軸方向に伸びる舌状の高まり

30（1／22・5）以下である．この波状の微地形は基本

（第4図）は，この様な高密度の堆積物重力流が停止

的には海底地すべりや堆積物重力流の先端部の形状

する際形成したものであろうと考えられる．

を反映しているものである可能性があり，その場合

堆積層表層のごく薄い泥層は，重力流の活動の際
には削られて，上下の層の間でttamalgamation を
起す可能性が強いものと考えられる．この様な堆積
相は60（1／10）〜30（1／22．5）の傾斜をもつ斜面に
発達している．

には測深記録から推定して各層の厚さは数m以下，
2−3m程度のものが多いと考えられる．
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第8図 相模トラフ北端域の下部斜面より採取されたピストンコア試料による柱状図．
採泥地点は第4図参照．
Fig．8．Columnar section of piston core samples taken from thelower slope of

the northernmost area of SagamiTrough．Sampling points are shownin Fig．4．
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5．2．音波探査記録による海底地質構造
5．2．1．地層区分と相模トラフ北端域
の地質構造
相模トラフ北端域内のメッシュ状に行われた調査
測線の交点毎に，その音波探査記録を詳細に検討し
ていった結果（第12図），これらの地層面を代表する
と思われる音波探査記録上の層状構造は，お互いに
各々の性質を各記録の間でもよく保ち，各層毎（1ay−
er bylayer）にかなりの精度で追跡しうる事が明ら
かとなった．この事から相模トラフ北端域に分布す
る地層を，音波探査の記録上の不整合関係，地層の
構造と分布，記録から読みとれる音響的性質から区
分すると，上位より，AI層，AH層，AIII層，お
よび基盤をなす層の4層に大別する事ができる．更
に，AI層は，音波探査の記録上の性質からAI．．
層とAI，層とに分けられる．
音波探査の記録の海底付近では，非常にしばしば，
音波探査に使用した発信音源の性質により，記録上
では平行する層状を示す音響ノイズ（bubbleeffect）
が現われる事がある．しかし本研究に使用したエア
ガン記録（第13図〜第29図）では，中部斜面以深に
おいて明らかに地質構造と思われる記録が海底表面
まで読みとれること，また全く発信機能の異なった

第10図 丹沢山地玄倉における雨量変化および酒匂川河
Uでの水位・水壷変化（神奈川県企業庁資料）．
Fig．10．ThechangeofrainfallatKurokuraandthe
Change of height and volume of discharge water
at themouth of the Sakawa River withtime from
llthto13thJuly，1972．（Data of Kanagawa Pref．）

スパーカーによる本地域の浅海部の音波探査記録
（第30図，第31図）がエアガン記録とよく一致した
結果となることなどから，本研究においては，layer

第11図 増水のピークの進行にともなう酒匂川にかけら
れた橋の流失時間と海底電線切断時間との関係．
Fig．11．The

第9図1972年7月の集中豪雨の際の丹沢周辺における
lこlj嵐分布．（総降水立，単位仰，1972年7月9日9時
〜13日9時．横浜地方気象台，1972による）．
Fig．9．Distribution of rainfall at the time of the
flood，July，1972．（unitinmm，from9thto13th，
July，Yokohama Observatory，1972）．

relation

between

the

time

of

the

sub一

marine cable break and the time of the breaks
Of the bridges over the Sakawa River，indicating
progradation of flood peak．
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る．
横断面ではトラフ内の海盆底の部分においては東
方へ傾き下る傾向を有し，また東方へ若干厚層化す
るものの，ほとんど水平に近い構造を有している．
トラフの東緑では，断層により切られているが，西
側の伊豆半島側では横断測線で見る限り斜面の上部
にまでその厚さを多少減ずるものの，ほとんど層内
構造を変えずに這い上る分布を示す．上位のAII層
により中部〜下部斜面域では整合的に，また中部
〜上部斜面地域ではdownlappingされる．
（卦AII層：この層は，相模トラフ北端部の地域で
最も特徴ある分布と構造を示す層である．縦断面図
において本層は，現海底面の上部〜中部斜面域で下
位のAIII層をdownlappingL，非常に厚い，陸岸よ
り急斜する錐状の堆積体をつくっている．この上面
の傾きは現海底面の傾斜とほぼ一致し，この錐状堆
積体の形成により陸岸に接する地域での現海底のト
ラフ軸方向へ急斜する地形の原形が形作られたもの
第12図 相模トラフ北端城の音波探査測線図．
Fig．12，Seismic surveylinesin the northernmost

area of SagamiTrough．

と考えられる．
この陸岸に近い部分でdownlappingを示すAII
層の上位層は南方へ向ってAIII層の上面に薄くシー

bylayerの追跡による音波探査記録の解析がかなり

ト状に広がっている．横断面では，下位のAIII層が

信頼しうるものであると判断される．これは使用し

伊豆半島側斜面の上方まで分布するのに対し，現在

た発信源のパワーが調査地域の水深に比し，比較的

の相模トラフ底の部分にのみ水平に近い構造をもっ

に小さいこと，また使用周波数帯が高いこと，等の

て堆積している．この様な関係は，縦断面図でも見

ためbubbleeffectの影響が小さいためと思われる．

られ，AII層の分布は，調査地域の南端でその分布

しかし一部では，この影響がある程度存在している

が限られ，相模トラフ北端域の部分にのみ分布する

ものもあるかもしれない．

地層となっている．このような形態からみて，これ

以下，各層について述べる．

は海底扇状地の1種であると考える．

①基盤：本研究で基盤としているのは各記録の下

④AI層：本層は現海底面とほとんど同じ傾斜を

位にかなり強く認められる反射層で（第13図Profile

もってAII層の上面を整合的におおっている地層で

l，第25図Line7，第26図Line8，等），トラフ軸に沿

ある．縦断面で見ると，特に東側の測線ではAII層

う各Profileで見るとゆるく波曲した構造を示し，

の上面をおおって記録上では非常に乱れ，波曲や層

現在の海底地形よりは遥かに水平に近い層面を有す

構造の不連続等を示す乱堆積層が現海底面の下部斜

る層で，上位のAIII層により一部侵食され，更にそ

面域に分布している．この乱堆積層と，上部斜面域

の凹所を埋積されており，AIII層とは不整合関係に
あると思われる．

から乱堆積層の上位を層状構造を示しておおってい

②AIII層：下位の基盤の一部軽微な侵食を示す不

両者は，トラフ海盆の西部では，互いに漸移関係を

整合面上に凹所を埋積する形で堆積を開始した層で

示す．AI層とAII層との関係もまた漸移的である

ある．層内では緩い波曲構造が見られる．縦断面で

が，AII層の特徴となっている錐状堆積体形成の後，

は下位の基盤の上面とほとんど平行した構造を示し，

トラフ底の上部から下部まで連続的に堆積層の分布

AIII層の上面でもかなり水平に近い構造を有してい

が見られる様になった後のものをAI層とした．こ

る層を，各々AIT層，AI．層として区分した．この
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第13L対 相膜トラフ北端域の吉池探偏己録およびその解釈図−その1−Profilel．
（縦軸の単位は往復走時秒数）
Fig・13・Seismicsurveyrecordanditsinterpretationofthenorthernmost area ofSagami

Trough，Profilel・（ordinate unitin seconds ofdouble traveltime）
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第14図 相膜トラフ北端域の吉波探杏記録およびその解釈図¶その2−Profile2．
Fig・14・Seismic survey record anditsinterpretation ofthe northernmost area of Sagami

Trough，Profile2．
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3

f胴長トラ7北端域の吉池探在記録およびその解釈図−その3LProfile3．

Fig．15，Seismic survey record anditsinterpretation of the northernmost area of Sagami

Trough，Profile3．
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第16図 相模トラフ北端城の音波探査記録およびその解釈図−その4．Profile4．
Fig・16・Seismic survey record anditsinterpretation ofthe northernmost area of Sagami

Trough，Profile4．
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第17図 相模トラフ北端城の音波探査記録およびその解釈図qその5−Profile5．
Fig．17．Seismic survey record anditsinterpretation of the northernmost area of Sagami
Trough，Profile5．
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第18図 相模トラフ北端城の音波探査記録およびその解釈図−その6−Profile6．
Fig．18．Seismic survey record anditsinterpretation of the northernmost area of Sagami

Trough，Profile6．
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第19図

相模トラフ北端城の吉池探査記録およびそ

の解釈図−その7Linel．
Fig．19．Seismic surveyrecordanditsinterpre−
tation of the northernmOSt area Of Sagami

Trough，Linel．

第20図 木目膜トラフ北端城の吉池探査記録およびそ
の解釈図−その8−Line2．
Fig．20．Seismicsurveyrecordanditsinterpre−
tation of the northernmost area of Sagami

Trough，Line2．
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第21図 相模トラフ北端域の音波探査記録および
その解釈図−その9−Line3．

第22図 相模トラフ北端域の音波探査記録および
その解釈図−その10−Line4．

Fig．21．Seismic survey reCOrd anditsinter−

Fig．22．Seismic survey record anditsinter−

pretationofthenorthernmostareaofSagami

pretationofthenorthernmostareaofSagami

Trough，Line3．

Trough，Line4．

活動的トラフの埋積過程と堆積相

81

汎＿。〜h LINE5。少3。

L川より？

。d、3号

SOC

W o2h L川E S

八・へ車隼叫車種軒叫
一】」■・■−

■￣」」

、

r

‡

叫−￣J￣「一一

第23図

相模トラフ北端域の音波探査記録および

その解釈図〜その11−Line5．
Fig．23．Seismic survey record anditsinter−

第24図

相模トラフ北端城の音波探査記録および

その解釈図−その12−Line6．
Fig・24・Seismic survey record anditsinter−

pretationofthenorthernmostareaofSagami pretationofthenorthernmostareaofSagami

Trough，Line5．

Trough，Line6・
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その解釈図−その13L Line7．
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第26図

…笥扉′

相膜トラフ北端域の吉波探ノ姑記録および

その解釈図−その14けLine8．

Fig．25．Seismic survey record anditsinter−

Fig．26．Seismic survey record anditsinter−

pretationofthenorthernmostareaofSagami

pretationofthenorthernmostareaofSagami
Trough，Line8．

Trough，Line7．
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第27図

相模トラフ北端城の音波探査記録および

その解釈図−その15−Line9．

第28図 相模トラフ北端城の音波探査記録および
その解釈図−その16−LinelO．

Fig．27．Seismic survey record anditsinter−

Fig・28．Seismic survey record anditsinter−

PretationofthenorthernmostareaofSagami

pretationofthenorthernmostareaofSagami

Trough，Line9．

Trough，LinelO．
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のAI層，AII層の境界を，陸岸に近いスパーカー
による測線で追跡すると，Line Slの記録で見られ
る様に，水深110m付近の沖積層の下底よりは，遥
かに下位である事が判明した（第31図，LineSl）．ま
たAI層の上部では，Line Sl測線で分かる様に沖
積層の部分でガリー状のチャンネルや堆積性のリッ
ヂが形成されている．このことからAI層は，沖積
層堆積のかなり以前から堆積を始め，現在に至るま
で非常に活発に堆積作局を継続しつつある層である
と言うことができる．

伊豆半島側斜面には，層位的にはAI層と同じと
考えられる堆積層がAIII層の上にのっているのが見
られる．この地層をAIs層と名づける．その詳細は
不明であるが，横断面で見るとトラフ底と斜面との
間で上方へ凸の緩く波曲した構造を示す．その特徴
からこのAIs層は斜面に沿ってゆっくりと滑落し
た海底地すべり堆積物の可能性があるものと考えら

帝閂−闇闇済博讃謂

謂過熱闇濫

W18hL川Ell舶）∈

れる．トラフ底のAI層については後に詳述する．

5．2．2．相模トラフ東緑を限る断層：いわゆる相
模構造線（木村，1971）または相模湾断層
（杉村，1972）について
前節に述べた各層は，各々相模トラフ東緑を限る
断層により切られて，より東側の固い基盤岩と接し
ている．しかし第25図のLine7では，この断層は
はっきりせず，AIII層からAI層までの地層が大磯
海脚（セノウミ）南方の谷に沿って東方へ深く入り込
んでいるかの様に見える．このため，この断層は相
模トラフ北端域においても南方の相模海盆における
と同様，直線的に引けるものではなく，第32図から
第38図に図示した様な屈曲したものである可能性が
強い．特にこのLine7の記録上でAIT層とした乱
堆積を示す厚い地層が，推定断層付近に見られるの
が注目される．これについては後に記述する（89頁参
照）．調査地域の北端でもこの断層の延長は，いわゆ
る国府津松田断層とは直接つながらず次第に東へそ
れて行く傾向にある．このことから大磯海脚北方の

第29図 相模トラフ北端域の音波探査記録および
その解釈図−その17−Linell．
Fig．29．Seismic survey record anditsinterT
pretationofthenorthernmostareaofSagami

Trough，Linell．

谷（二宮海谷）でもこれと同様の断層の屈曲の存在が
推定される．
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第30図 相模トラフ北端城の音波探査記録およびその解釈−その18−Profile C，D，H．
Fig．30．Seismic survey record andinterpretation of the northernmost area of

SagamiTrough，Profile，C，D，H．
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．第31図 相模トラフ北端域の音波探査記録およびその解釈−その19−Line Sl，S2，S3．
Fig・31・Seismic survey record andinterpretation of the northernmost area of

SagamiTrough，Line Sl，S2，S3．
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5．2．3．錐状堆積体（海底扇状地）としてのAII
層の意義
第32図から第37図に相模トラフ北端域に分布す
る各層の等層厚線図を示した．これを見るとAIII層
ではトラフの北東方向から伸びる舌状の厚層部を示
す他にはトラフ内の海盆底部ではほとんどトラフの
東西方向の層厚変化を見せず，基盤の形によるもの
と思われるやや複雑な局所的層厚変化が示されてい
る．このことは，AIII層堆積時には，現在のトラフ
から見て北東の方向からの堆積物の堆積盆地への供
給パターンがあったことを示す．ただし伊豆半島側
斜面の部分については，先に述べた様に斜面上部に
まで這い上る広汎な分布が見られるものの，その層
厚は斜面上部へ向って薄くなる傾向がある．
それに対し，AII層は陸岸より同心円状の顕著な
層厚変化を示し，厚い錐状堆積体を形成しているこ

第33図 相模トラフ北端城のA．ⅠⅠ層の等層厚線図．
Fig．33．IsopachmapofAIIlayerofthenorth・
ernmost area of Sagami Trough．

第32図

相模トラフ北端域のAllI層の等層厚緑園．

（単位は往復走時秒数）東側の屈曲線はトラフ東棟
を限る断層を示す．
Fig．32．IsopachmapofAIIHayerofthenorth−
ernmost area of Sagami Trough．
（unitin seconds of double traveltime）

第34図 相模トラフ北端域のAI層の等層厚線図．
Fig．34．IsopachmapofAIlayerofthenorth−
ernmost area of Sagami Trough．
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第35図 相模トラフ北端城のAI，層の等層厚線図．
Fig・35・IsopachmapofAITlayerofthenorth−
ernmost area of Sagami Trough．
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第37図 相模トラフ北端城のA層（ⅠⅠⅠ層〜Ⅰ層）の
等層厚線図．
Fig．37．Isopach

map

of

Alayers（Am〜AI

layer）of the northernmost area of Sagami

Trough．

とが明確に示されている．またAII層は，完全にト
ラフの海盆底の部分にのみその分布が限られている
という特徴がある．
以上の事実から，AIII層堆積時に陸岸近くでは現
在のトラフ海盆底とはかなり違った地形であったも
のが，現在のようなトラフの形に近づくその萌芽的
な動きが始まり，AII層堆積前に現在の様なトラ
フの形が形成された可能性が強いものと考えられ
る．更に陸岸近くで，トラフ軸に中心をもつ顕著な
錐状堆積体となっていることは，トラフ軸部に供給
源が移動し，しかもその時にAIII層の上面と供給源
との間にかなりの高度差が存在しており，その高度
差を埋める様に海底扇状地様の錐状堆積体が前進埋
横していったものと考えられる．このような堆積形
態は，氷期に世界的に広く発達したと思われる海底
扇状地と極めて類似したものということができる．
第36図 相模トラフ北端域のAI上層の等層厚線図．
Fig．36．IsopachmapofAILlayerofthenorth−
ernmostarea of SagamiTrough．

活動的トラフの埋積過程と堆積相
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の地質構造が，更に東側の海盆底の高さを境界とし
て，その上下で全く異なっていることが認められる．
即ち，海盆底の高さより上では全体として地層は上
に向って凸の背斜構造をしているのに対し，下側で
は明瞭に向斜構造となっている．通常の地質構造を
形成する過程でこの様な，ある面を境として上下で全
く逆の地質構造が形づくられるということは考え難
い．更にこの海脚が，先に述べた乱堆積体の見られ
る海脚と同じものである事からこれら全ての測線の
東側で認められる海脚は海底地すべりで運び込まれ
た高さ100m，幅2km以上もの大きな異地性岩体
（オリストストリス）を主として構成されているオリ
ストストロームである可能性が強いものと考えられ
る．

茂木他（1981），海上保安庁水路部（1981a；1983）
で共に示されている海底地形図によると，平塚沖の
大陸斜面下部より西南方向へ，細い海脚が走ってお
第38図 相模トラフ北端域の地質図．
1．AIェ層；2．AI上層中の堆積物重力流による舌状
堆積体；3．AlS層；4．AIT層；5．AIr層中の大規
模異地性岩体；6．基盤．

り，現在問題にしている海脚へ連続している．そあ
大陸斜面に続く付近の様子は先に相模トラフ北端域
の中部斜面で述べた堆積物重力流で形成された堆積
性のリッヂと非常に類似した特徴をもっている（第

Fig．38．GeologiCal map of the northernmost
area of SagamiTrough．

39図）．これらの事柄から，相模トラフの東縁を越え

1．AILlayer；2．Tongue Shaped sedimentary
body by sediment gravity flowin AILlayer；
3．AIslayer；4．AITlayer；5．01istolithinAIT

ストリス）を含む大きな海底地すべり堆積物が相模

layer；6．Basement．

て更に東からこの海脚を形成した異地性岩体（オリ
トラフ北端域へ運び込まれ，その結果第25図に見る
様なAI，層と異地性岩体のリッデが形成された
可能性があるものと考えられる（第38図）．ただしそ

5．2．4．乱堆積層AIT層と斜面型海底扇状地
（slopefan）としてのAIL層
既に述べた様に，AII層の堆積後に，AI T層で

の活動が一度に起ったものか，複数回あるいは非常
にしばしば発生したものか現在の所はっきりしたこ
とは言えない．ただAIT

層はトラフ西部におい

示される顕著な乱堆積層が相模トラフ北端域の下

ては上位のAI L層と漸移的に移行しているもの

部斜面に堆積した．このAI，層の等層厚線図に

と考えられ，AI，堆積中にトラフ軸方向の堆積物

よると（第35図），その供給方向が大磯海脚南方の海

重力流も活動していたと見られるので，複数回発生

底谷付近からであることが明確に示されている．こ

した可能性が強い．いずれにしても，相模トラフ東

の乱堆積層を最も明らかに横断面で見る事のできる

緑を限る断層の屈曲部でこの様な乱堆積層の認めら

Line7の音波探査記録（第25図）によれば，相模ト

れる事は興味深い．

ラフ東縁を限る断層が屈曲していると考えられる地

AIL

層は現在の海底の傾斜と平行する様な形

点付近で非常に厚くなった乱堆積層が見られ，その

で堆積している層状構造をよく示す堆積層であり，

中には大きな塊状の堆積層も含まれており，全体と

現在海底表面で起っているのと同様の斜面の傾斜に

してかなり高い海脚を形造っていることがわかる．

支配された堆積物重力流の活動により堆積している，

Line8（第26図），Line9（第27図），LinelO（第
28図）を見ると，各々の測線の東側に見られる海脚

急傾斜斜面上の一種の海底扇状地（Slope fan）であ
ると考えられる（KAGAMIandOTSUKA，1980）．
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第39図 相模湾海底地形図．
（海上保安庁水路部（1983）による）
Fig・39．Submarine topography of SagamiBay．

（Hydrographic department， Maritime Safety Agency，1983）

相模トラフを縦断する測線について見ると，この

echo characterとしてもよく認められる（第4図）．

AIL 層は上部斜面ではかなり厚く，下部斜面では

この様な波状微地形は，高さ数m以内で，一般的に

非常に薄くなる（第36図）．AI，層と一部で漸移

は2−3mのものが多いが，これは上方より運動し

するので明確には言えないが，上部斜面から下部斜

てきた重力流堆積物がAI T層の乱堆積体による逆

面にかけて薄くなる傾向は認められるものと考えら

傾斜により停止したため形成されたシート状の堆積

れる．またAI，層が下部斜面域で非常に大きな，

層によるもので，一つ一つの波は，各々一枚の堆積

上方にふくらんだ分布をしているので，AI上 層は

層と対応している可能性がある．また，大規模なス

下部斜面中央部には堆積せず周辺部を埋めている可

ランプシートの先端である可能性も否定できない．

能性が強い．（第36図，第38図）．
下部斜面域での音波探査の縦断記録を見ると，上

5．2．5．相模トラフ北端域の地史

部斜面から連続してきた層がAI，層による地形

本研究からは，直接的に時代を示す資料が得られ

的膨らみの前で次々とthrust upしている様な形態

ないため，周辺地域，特に陸上第四紀地質との関係

が見られ，それに伴う波状の微地形が音響測深の

から，できる限り時代を限定し，相模トラフ北端域

活動的トラフの埋積過程と堆積相
の地史を組みたてるべく試みた．
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かなりバラツキがあって一致していないが，28．5万

本研究の対象となる相模トラフ北端域の南に隣接

年前以前は，本研究の対象としている陸岸よりの地

する相模海盆地域の地質構造を研究したKoNG

域ではトラフ地形の形成がなされていなかった可能

（1982），KoNGgfαJ．（1984）は，マルチチャンネルに

性が考えられる．

よる音波探査記録の解析結果として，分布する地層

更に町田他（1975），町田（1977）は，富士山東麓の

を下位よりC層，B層，A層とし，堆積物の音波の

駿河礫層の研究から，現在本地域に堆積物を供給し

伝播速度を解析した結果等から，C層を中部〜下部

ている酒勾川の中〜上流部は，少なくも約8万年前

上総層群に，B層を上部上総層群に対比した．本研

のPm−1テフラの時代の後まで西方の駿河湾方向

究の対象となるAIII層〜AI層を南方へ追跡する

へ流れていて，相模湾へは多量の堆積物を供給して

と，相模堆付近より急激に薄層化し，KoNG（1982），

いなかったものと考えている．酒勾川が相模湾方向

KoNGetal．（1984）のA層となることが判明した．

へ流下したのは，OP〜TP間（約5万年前位か？）の

このため本研究で扱うAI〜ⅠⅠⅠ層堆積の時代は全

可台旨性が高いとしている．

て上総層群の堆積終了後の相模層群堆積の時代，つ
まり，現在よりおよそ40万年前頃の，中〜後期更新
世以降として良いものと考えられる．

相模トラフ北端域の地質構造発達史を以上の周辺
地域の地史と矛盾なく構成すると次の様になる．
①約40万年前に，南方の相模海盆内でKoNG

次に，本研究地域の北東方向に接している大磯丘

（1982），KoNG eJαエ（1984）のB層の堆積が終了した．

陵地域の第四系については，古くから多くの研究が

本研究地域内でB層が堆積したかどうかはこの研究

なされてきたが（大塚，1929：小島，1954：成瀬，

だけでは相模海盆域との対比が現在ついていないあ

1960；森他，1982等），大磯丘陵西部の曽我山付近を

で確かな証拠は無いが，B層が堆積していたとして

中心として分布する砂礫層は西方から供給されてい

も今のところ矛盾はない．その後軽微な海底侵食作

たものとされている．当然その時代には，現在酒勾

用が働き，結果としてかなり水平面に近いやや凹凸

川の流れている足柄平野は存在せず，また本研究の

のある面が生じたものと考えられる．

対象とする現在の相模トラフの北端域ではそのトラ

②以上の様にして，基盤の波曲した面の上に凹所

フの地形自体も現在とは全く異なり，堆積物の供給

を埋積する形でAIII層が堆積していった．この堆積

はごく少なかったと思われる．久野（1952）は，この

盆地は現在のトラフの海盆とは異なったもので，現

礫岩の中に箱根火山古期外輪山溶岩の破片を兄い出

在伊豆半島の斜面上部の地域までを含む広汎なもの

し，溶岩の噴出中またはその直後に大磯丘陵へもた

であったと考えられる．おそらくこの堆積作用は

らされたものとしている．大磯丘陵への西方からの

ゆっくりと進行したhemipelagiC的なものと考え

堆積物の供給が見られなくなるのは，町田他（1974）

られる．

によればTc層以降であり，その時期はGopテフラ

③28．5万年前，あるいは26万年前，または18万

の頃，即ち28．5万±2．8万年程度（町田，1977）であ

年前頃のいづれかの時期から，本研究地域である陸

るとしている．また上杉他（1977）は少なくとも七国

岸近くにトラフ性の地形の原形が萌芽的に形成され

峠期までは，西方からの礫の供給を受けていたとし

始めた．AIII層の伊豆半島側斜面で，その厚さが薄

ている．これは同じ著者らによる関東第四紀研究会

くなるのはこの影響と思われる．

（1980）中の表によれば約18万年前頃である．また上

④AII層の様な錐状堆積体が堆積するためには

杉他（1981）は，現在大磯丘陵の北から酒勾川へと流

大量の堆積物が急速に供給される事が必要であろう．

れる四十八瀬川の流路が，かつては東方へ流れてい

駿河礫層の問題も考慮すると，最終間氷期の下末吉

たものとし，その後の川音川断層の活動による流路

海進以後の海面低下時にAII層の大部分が形成さ

の変化は稚色ローム堆積後，早田ローム堆積前であ

れたものと考えられる二 AII層が全く現在のトラフ

るとしており，関東第四紀研究会（1980）によれば，

に規制された形で堆積していることを考えると，下

それはおよそ26万年前ごろである．

末吉海進頃（12万年前頃）には，トラフはAII層以

この様にテフラを主な対象とした研究結果には，

上の堆積物をのぞいた状態で現在の形に近づいてい
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変化が見られる．
即ち，駿河トラフ北端の地域では，ガリー状の複
雑なリッデ，チャンネルのくり返す地形が水深400

⑤下末吉海進のピーク以降，海面の低下に伴って

m位まで続き，その下側斜面には水深900m位ま

堆積物の供給が増加し，トラフの陸岸付近に錐状堆

で，トラフ横断面全体にわたって盛り上がった地形

積体（海底扇状地）を形成し始めたものと考えられる．

の上にさらに上方へ突出し，トラフ軸方向へ伸びる

特に約8万年前以降酒勾川が流域面積を大きく増加

リッヂがのっている地形が発達している．ここまで

させて大量の堆積物を供給するにつれ，急速に錐状

が相模湾の上部斜面に当る地形と見られる．水深

堆積体が形成され，相模トラフ最北端部より前進埋

900mから1350m付近までは非常に滑らかな海底の

積（prograding）し始めた．錐状堆積体の形成の末期

上に緩やかな，上方へ盛り上がる地形が部分的に見

には，下部斜面の地域まで薄いシート状の地層が堆

られる部分が続く．この部分が相模湾の中部斜面の

積する様になった．ただしAII層の堆積は相模トラ

地形と対応する．これより下側の斜面では，相模湾

フの北端城の海盆の中に限られている．

と同様顕著な波状の微地形を示す様になりこれ以深

⑥沖積層の堆積よりはかなり前の海面低下時期に，

を下部斜面として区分できる．

トラフ東方から大量の乱堆積堆積物が下部斜面域へ

トラフ方向の傾斜は，上部斜面で6．50位（1／9）中

運び込まれ（AI，層），一部は巨大な異地性岩体を

部斜面で6．50（1／9）から30（1／22．5），下部斜面で

含む海底地すべりとして，平塚沖の大陸斜面下部よ

30（1／22．5）以下となっていて，相模トラフの場合

り西南方向へ運搬されたものと考えられる．この乱

より上部斜面を特長づける小規模の，強いeCho

堆積が相模トラフを限る断層の屈曲部に向って発生

characterを示すリッヂの発達が，傾斜のより大き

している事実を考えると，この断層屈曲部付近を中

な（相模湾で60に対し，駿河湾で6．50）斜面で終って

心とした下部斜面地域が特に周辺より沈下した事を

しまうのが特徴である．しかし，この様な小さな違

反映している可能性もある．小池（1953），山内（1969）

いを除くと，相模湾とほとんど同様の斜面地形区分

等は，南関東の堆積盆地に発生する海底地すべり等

が可能である．また相模トラフよりは地形の規模が

による大規模な異常堆積は，堆積盆地の堆積中心が

大きく，各斜面区分がいずれも相模トラフよりは深

移動するなど造構運動の変化する現象と関係がある

い所にある．また海底地すべりの源頭部の急崖はよ

としている．本地域でもこの大規模な乱堆積は造構

り陸岸に接した地域に多く見られるのが特徴である．

運動の変遷と関係するものかもしれない．この時期
と前後して相模トラフの軸方向にも粗粒な堆積物重
力流の場としての斜面型海底扇状地が形成されAI上
層が堆積して，現在に至っている．

6．1．2．海底地形と関連する海底表層
堆積物の分布
駿河トラフの地形的特徴より見た上部ないし，中
部斜面最上部より採取されたピストンコア試料の柱

6．駿河トラフ北端域の地質構造
．6．1．海底表層堆積物と海底地形
6．1．1．海底地形，およびechocharacterによる
駿河トラフ北端域の上部斜面，中部斜面，
下部斜面の区分

状図によれば（第44図），径の平均2〜3cm，最大径5
cm位の亜円ないし鹿角礫が，粗粒砂から細礫砂より
成るマトリックスの中に，浮いている状態で採取され
ている．その組織を明瞭に知る事は，採取された試料
の長さが短い事もあって難しいが，KT−77−7−5
では最大径の礫が最上部に位置する．いずれのコ

海底地形図（第40図），音響測深記録による地形横

ア試料も薄いシルト層を表層にのせている．これら

断面図（第41図），および地形縦断面図（第42図）で
わかる様に，相模トラフ北端域の場合と同様に，陸

の試料のうち，KT−78−19の9，10，11の各試料

岸に近い非常に急傾斜で複雑なリッデ，チャンネル
の交替する地形から深海部の緩かな傾斜の地域への

るが，堆積相としてはより浅所の二試料と異なると

は地形的にみた中部斜面域より採取されたものであ
は思われない．
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いるマッシブな砂礫層で，上部では細粒砂まで級化
する厚さ1．5m程度の砂礫層となっている．
それに対し，やや深所の傾斜2．50以下の斜面より
採取されたKT−78−19の6，7，8では，級化を
示し，変形したシルトパッチを含む厚い（1m〜1．5
m）極粗粒砂〜粗粒砂と，10〜20cmの厚さのシルト
層の互層の堆積相を示し，このわずかな傾斜の違い
が堆積相に大きな影響を与えていることが明らかと
なった．
1350m以深の下部斜面域からは，第46図に示さ
れた様に，流動変形したシルトパッチを特徴的に多
く含む極机粒砂から細粒砂への級化を示す堆積相と
シルト層を1：1の割合に近く爽在する砂泥互層の
堆積相を示す．柄物破片をかなり多く含むのも特徴
的である．

6．1．3．駿河トラフ北端域の海底微地形・海底表
層堆積相と堆積物重力流
駿河トラフ北端域で得られた堆積物の分布は，相
模トラフ北端域での結果と良く一致する．即ち，軸
方向の傾斜が60（1／10）以上の斜面では，砂礫を主
とする堆積物が複雑に起伏するトラフの軸方向へ伸
Hl

ll

びたリッデ，チャンネルを形づくっているものと考
えられる．相模トラフ北端域の場合よりは，この急

第40図 駿河トラフ北端城の海底地形および地形
調査測線図．

傾斜をなす上部斜面は遥かに深い水深の所にまで広

Fig．40．Submarine topography of the north−

がっている．しかし海底微地形的な特徴から区分す

ernmost area of Suruga Troughand top0−
graphic surveylines．

るには，その傾斜，堆積相に比較して進からこ堆積性
リッヂ等の発達が悪く，相模トラフに比較して，よ
り滑らかな海底となっている．

これらはいづれも60（1／10）以上の傾斜をもった

中部斜面と認められる傾斜が60（1／10）から30

斜面の地域から採取されたものであり，堆積現象か

（1／22．5）の間の斜面では，堆積相は相模トラフ北端

ら見ると上部斜面域の堆積相としてまとめて良いも

域の場合と全く同様に，上部で級化を示し，中礫以

のと考えられる．

下の礫をまばらに含む厚い砂礫層の堆積の場となっ

水深1300−m付近は，駿河トラフの傾斜の変換点

ていることが明らかとなった．ただ上部斜面の場合

となっており，上方に丸みを帯びて盛り上がった，

と同様に，地形的に堆積物重力流の流動の停止した

トラフの軸方向へ伸びた舌状体が発達しているこ

様相を示す，軸方向に伸び、た堆積性の舌状のリッヂ

とでも注目される．この付近で採取されたピスト

は，駿河トラフ北端城の場合，相模トラフ北端城に比

ンコア試料の柱状図を第45図に示す．この中の

較してあまりその発達が顕著ではない．ただトラフ

KT−78−19の4および5は，傾斜30以上の斜面

底全体には，相模トラフ北端城中部斜面よりは遥か

より採取されたものであり，各単層の下部は径数

に幅が広く滑らかな海底地形に近いが，緩かに上方

cm程度以下の中礫が，極租粒砂から粗粒砂のマト

へ脹1日封している地形が連結しており（幅1〜2km，

リックスの中にまばらに浮いた様な状態で入って

高さ30m位），これが堆積物重力流によるものである
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第41図 駿河トラフ北端域の音響測深記録による地形横断面図．
Fig．41．Cross section of the northernmost area of Suruga
Trough by echo sounder record．

可能性がある．ただし，1300m付近のトラフ中央部

地すべりや堆積物重力流による堆積体の形状を反映

に顕著に張り出している堆積物のトラフ軸方向の舌

しているものと考えられる．

状の地形的高まりは，その周辺の堆積相を精査した
結果，傾斜30以上と未満とで大きな違いを示す事か
ら，この付近での傾斜の変遷に伴って停止した砂礫

6．2．駿河トラフ北端域の音波探査記執こよる海底
地質構造

を主とする堆積物重力流により形成された可能性が

6．2．1．地層区分と駿河トラフ北端域の地質構造

強いものと考えられる．

相模トラフ北端域におけると同様に，駿河トラフ

傾斜が30（1／22．5）以下の下部斜面は，粗粒砂か

北端域の音波探査測線（第47図）の交点毎に音波探

ら細粒砂へと級化を示す砂層，ないし砂層と泥層の

査記録を詳細に検討した結果，本地域内に分布する

比が1：1程度までの砂勝ち互層の堆積の場である．

地層を，音波探査記録上の不整合関係，地層の構造

流動変形を示すシルトパッチや植物破片が特徴的に

と分布，記録上の音響的性質から区分すると，上位

含まれる．海底の傾斜は30（1／22．5）以下で，顕著な

よりUI層，UII層，UIII層，基盤をなす層の4層

波状の微地形（高さ数m以内，波長数百m以内程度

に大別することができた．発信音の性質による音響

の様々なスケールのものが認められる）を示す．この

ノイズ（bubble effect）の音波探査記録の解析に対

波状の微地形は，相模トラフでの場合と同様，海底

する影響は，最上部層のUI層自体が非常に厚い事

活動的トラフの埋積過程と堆積相

第42図 駿河トラフ北端城の音響測深記録による地形縦断面図．
Fig．42．Longitudinalsectionof the northernmost area of Suruga Troughby echo sounderrecord．
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る．トラフ西で，トラフ西縁を限る断層により切ら
れ，西側のより固結していると思われる地層と接し
ている．トラフの東では，伊豆半島側の大陸斜面へ
這い上っていくように見える．
②UIII層：かなり水平面に近い緩く波曲した基盤
の上面を陸岸に近い駿河トラフ北側よりdownlap−
pingしている地層である．その分布の詳細について
は，厚い上部の地層がおおっているため，はっきり
した事はわからないが，相模トラフ北端域における
AII層と同様に陸岸から南方へ向ってprograding
していく錐状堆積体である．その分布が駿河トラフ
北端域の海盆底内に限られているのもAII層と似か
よっている．

③UII層：UIII層の錐状堆積体により形づくられ
たトラフ方向に急傾斜する斜面上を前進埋積してい
く地層である．層状構造が良く発達し，傾斜の緩や
かな斜面では，波状に乱れた構造を呈する事がある．
トラフの西では，トラフ西緑を限る断層で切られ，
西側のより固結した地層と接する．トラフの東側で
は，下位の基盤の上にonlappingする．西へかなり
傾き，また西方への厚層化を示す．上位のUI層と
は，一部不整合関係をもっておおわれる．しかし，
第43図 駿河トラフ北端域の音響測深上のeCho
Characterの分布および探泥地点，
echocharacterの表現については第4図に同じ．
白二重丸はKT−77−7航海によるもの．
黒丸はKT−78−19航海によるもの．
Fig．43．Echocharacterdistributioninthenorth−

ernmost area ofSurugaTroughandsampling
polntS．Echo character presentationis same
as Fig．4．
Double circles are sediment sampling polntS
takenbyKT・77−7cruise，andblackcirclesare
taken by KT−78−19cruise．

その構造，トラフ方向の傾斜・トラフ海盆内での分
布等から，堆積学的にはUII層，UI層は，UIII層
の錐状堆積体によって形成された急斜する海底斜面
上を前進埋積（prograding）していく地層で，相模ト
ラフ北端域のAI．ノ層ときわめて類似した地層であ
ろう．
④UI層：下位のUII層を一部不整合関係でお
おっている．急斜する海底斜面を前進埋積していく
（prograding）地層で本質的にはUII層と同様の，相
模トラフ北端域のAIIJ層と類似した地層である．
トラフの西ではトラフを限る断層によって切られ，

もあって，相模トラフ北端域における場合と同様，

西側のより固結していると思われる地層と接し，ト

それ程考慮しなくて良いと考えられる．

ラフの東では伊豆半島の大陸斜面形成層へ向って

以下，各層について述べる．

Onlappingあるいはabutしている．

①基盤：本研究で基盤としているのは，Profile3

下位のUII層との不整合は，Line3（第54図），Line

等で良く確認できる緩く波曲した構造をもち，縦断

4（第55図）で見られる様に，UII層が西へ向って強く

面において現在の海底面より遥かに水平に近い，一

傾き下っている地質構造をしているのに対し，その

部浸食された上面をもっている層で現わされ，UIII
層により，その上面の凹所を埋積されるのに始まり，

上に水平に近い構造をもってUI層が堆積したも
のである．Line5より以南ではこの様な不整合関係

さらにdownlappingの関係で不整合的におおわれ

は明らかではないので，UII層堆積後，駿河トラフ

活動的トラフの埋積過程と堆積相
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第44図 駿i日日、ラフ北端域の上部斜面から採取されたピストンコア試料による柱状図．
採泥点は第43図参照．
Fig．44．Columnar section of piston core samples taken from the upper slopeof

thenorthernmost areaofSurugaTrough． SamplingpointsareshowninFig．43．
北端域の北西側のLine4付近より北では，それ以南

しかも相模トラフのAII層の場合と同様に，明らか

に比べて，より強く西へ傾き下がり，かつねじれる

に現在の駿河トラフ海盆の底部にのみ分布している

様な運動がかなり短期間の間に激しく行われ，その

地層は，UIII層がその最初のものである可能性があ

結果この様な不整合の形が作られたものであろう．

る．このことは相模トラフの場合と同様に現在の様な

この動きは駿河湾断層の活動（恒石，1980：1981）を

形の陸岸付近のトラフ地形の形成の時期が，UIII層堆

反映している可能性が強い．

積の少し前の時代であった可能性を示唆する．実際，
音波探査記録のLine5（第56図）では，UIII層の下の

6．2．2．錐状堆積体（海底扇状地）としてのUIII
層の意義

基盤が伊豆半島側の大陸斜面へ，その性質を大きく変
えることなく這い上っていくかに見える．現在の所，

第60図から第63図に駿河トラフ北端域に分布す

その他に確実な証拠がないので，この基盤の分布が

る各層の等層厚線図を示した．これによるとUIII層

どれほど確かなものか判断するには資料不足である

は駿河トラフ北端域中央の陸岸付近を中心とした錐

が，駿河トラフの形成についての一つのより所とな

状堆積体を構成していることが認められる．しかも

る可能性もあるといえよう．

UIII層は，現在駿河トラフ海盆の底となっている部

重要なことは，相模トラフ，駿河トラフの双方で

分にしか分布していない．この様な特徴はUIII層が

氷期海退に伴い，陸棚上にトラップされた陸源物質

相模トラフ北端域でのAII層と非常に良く似た堆

が急激に海底に供給された結果，海底扇状地が短期

積層である事を示す．

間に形成された可能性が強いという点である．もし

つまり，UIII層堆積前の時期には，現在駿河トラ

そのような事実が存在するとすれば，その同時性は

フの北端域に見られる様なトラフ軸方向に急斜する

テクトニクスを考察するうえで極めて重要なことに

海底地形はなく，かなり水平に近いやや波曲する面

なろう．

をもった海底が広がっていたと考えられる．しかも
その海底面と堆積物の供給源との間には，かなりの
高度差が存在しており，その高度差を埋める様にU
III層が急傾斜の斜面を形成して，扇状地様の錐状堆
積体として前進埋積していったものと考えられる．

6．2．3．斜面型海底扇状地（slope fan）としての
UII層・UI層
UII層，UI層は共に，駿河トラフの縦断面の音
波探査記録で見る限り，現在の海底とほぼ同様の傾
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第45図 駿河トラフ北端域の中部斜面より採取されたピストンコア試料による柱状図．
探泥点は第43図参照．
Fig．45．Columnar section of piston core samples taken from the middle slope of

thenorthernmostareaofSurugaTrough．SamplingpointsareshowninFig．43．
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第46図 駿河トラフ北端域の下部斜面より採取されたピストンコア試料による柱状図．
採泥点は第43図参照．
Fig．46．Columnar section of piston core samples taken from thelower slope

Of the northernmost area of Suruga Trough．Sampling polntS are Shownin
Fig．43．
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られたとすると，妥当な説明ができる．これは駿河
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湾断層の存在とその活動に由来するものであろう．
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おそらくこの様な断層による基盤の上下動には強弱

第47図 駿河トラフ北端城の音波探査測線図．

の段階的な変化があり，そのために不整合が一部に

Fig．47．Seismicsurveylinesinthenorthernmost

生じたものと考えられる．

area of Suruga Trough．

6．2．4．駿河トラフ北端域における地史

斜をもって，UIII層の形成した急斜面上を前進，埋

本研究では，駿河トラフの地史に関し，直接的に

積していく，層状構造をよく示す地層である．その構

時代を示す資料は得られていない．土（1967）は，駿

造や地層面の傾斜などから，現在の駿河トラフの海

河湾西部の石花海唯が小笠期の礫層でおおわれてい

底斜面で起きている堆積相とほとんど同様の海底斜

るとの報告をした．奈須他（1968）は，石花海唯の東

面の傾斜に支配された堆積物重力流の場で両層は形

側の斜面（駿河トラフ西側斜面）で，石花海唯をつく

成されたものといえよう．以上のどの点をとっても

る地層の層理面が切られている事から，トラフ斜面

相模トラフのAIL 層と類似した地層であり，同様

の形成は，後小笠期の段丘面変形が進行する過程と

に堆積物重力流の活動により堆積している急傾斜面

伴っているか，更にその後半である可能性があると

上の一種の海底扇状地の堆積物であると考えられる．
UI層，UII層の等層厚線図（第61図，第62図）

述べている．土（1983）によれば，小笠期は0．9Ma

によれば，これら堆積物重力流によって堆積した斜

は，0．5Maよりかなり後のことと考えねばならない

面型海底扇状地（slopefan）堆積物は，上部斜面で非

だろう．一方，相模トラフ地域と駿河トラフ地域の

常に厚く，下部斜面へ向ってその厚さを急速に減じ，

間で，もし対比が可能であるとすると，駿河トラフ北

下部斜面以深ではその厚さはそれ程変化せずに連続

端城の錐状堆積体であるUIII層が，湾奥の陸岸付近

する事がわかる．即ち上部斜面での礫質堆積物から，

で駿河トラフの地形が形成された後に堆積した地層

砂礫層へ，更に級化する粗粒砂層へと変わる堆積相

である可能性がかなりあるため，①相模トラフ北端

〜0．5Maである．よって駿河トラフ西側断層の活動

活動的トラフの埋積過程と堆積相
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（縦軸の単位は往復走時秒数）

C
O

5−

⁚︼

ヽ︑■︑

・ ヽ ︑ ヽ

＼ヽ

コミニ

∴
︑
≠
泡

︑㌧態ぺ鳶︑■

．．ヽヽ

．
．
八
︑
．

㌧本章＼1

こく二

＼ヽ＼

寺薄青賢妻毒筆薫

hや

へ︑■

巧タ′／／′

享．PROFILEl

102

大

塚

謙

17h

オ芯エ∴

！−

、

．〜■ヽヽ■．

芸芸≧芸OSOC

第49図 駿河トラフ北端域の音波探査記録およびその解釈図−その2−Profile2．
Fig・49．Seismic survey record anditsinterpretation of the northernmost area

Of Suruga Trough，Profile2．
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第50図 駿河トラフ北端城の二酎皮探査記録およびその解釈図−その3−Profile3．
Fig・50・Seismic survey record anditsinterpretation ofthenorthernmOSt area

Of Suruga Trough，Profile3．
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第51回 駿河トラフ北端城の音波探査記録およびその解釈図
−その4−Profile4．
Fig・51・Seismic survey record anditsinterpretation of

the northernmost area of Suruga Trough，Profile4．
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第53図 駿河トラフ北端城の音波探査記録およびその解釈図
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Fig．53．Seismic survey record anditsinterpretation of

the northemmOSt area Of Suruga Trough，Line2．
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第55図 駿河トラフ北端域の音波探査記録およびそ
の解釈図−その8−Line4．

Fig・54・Seismicsurveyrecordanditsinterpre−

Fig・55・Seismicsurvey recordanditsinterpre−

第54図駿河トラフ北端域の音波探査記録およびそ

tationofthenorthernmostareaofSuruga

tation of the northernmost area of Suruga

Trough，Line3．

Trough，Line4．
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第56図 駿河トラフ北端域の音波探査記録およびその解釈図
−その9−Line5．
Fig・56・Seismic surveyrecord anditsinterpretation of

the northernmost area of Suruga Trough，Line5．
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第58図

第57図

駿河トラフ北端域の音

波探査記録およびその解釈図
−その10−Line6．

ヽ∵

＿◆ゝ

駿河トラフ北端域の音

波探査記録およびその解釈図
−その11−Line7，
Fig．57．Seismicsurveyrecord

Fig．57．Seismicsurveyrecord

anditsinterpretation of the

anditsinterpretation of the

northernmostarea ofSuruga

northemmOStareaOfSuruga

Trough，Line7．

Trough，Line6．
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第60図

駿河トラフ北端域のUm層の等層厚線乳

（単位は往復定時秒数）
Fig．60・IsopachmapofUmlayerofthenorthern−
most area of Suruga Trough・
（unitinsecondsof

doubletraveltime）

域でトラフ地形が形成され始めた可能性のあるA
Ill層の上部（例えば，28・5万年〜18万年前のどこか）
と対比されるか，または，②相模トラフ北端域でも

捌詔調頚

錐状堆積体の形成きれたAII層（下末膏期以降，12
万年−10万年前以降）と対比されるか，の2つの可
能性が高いと考えられる・現在の所それ以上の推
察を行なう資料はない・しかし，大量の堆積物の
急速な供給が氷期海面低下によるものとすると，②
の可能性が高いことが指摘できる・いずれにしても，

：3

第59図

駿河トラフ北端城の音波探査記録および

その解釈図−その12−Line8・
Fig．59・Seismidsurveyrecordanditsinter−
pretationofthenorthernmostareaofSuruga
Trough，Line8・

駿河トラフが形成され始める以前の時期にはその海
盆底は，現在の伊豆半島側の大陸斜面まで含む広汎
なもので，緩く波曲したかなり永平面に近い軽微な
浸食面であったと考えられる・その後，トラフの形
成の間か，あるいは後で，陸岸から大量の堆積物の
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第61図 駿河トラフ北端域のUII層の等層厚線図．
Fig．61．Isopach map of UIIlayer of northern−
most area of Suruga Trough．

供給が行われ，・供給源地と海盆底の間の高度差を埋
積する形でUIII層が駿河トラフ海盆底内に堆積し，
その上にUII層，UI層が，堆積物重力流の活動の
場としての斜面型海底扇状地（slope fan）の堆積層
として厚く堆積したものと考えられる．この間，

謙

一

第62図 駿河トラフ北端域のUI層の等層厚線図．
Fig・62．Isopach map of UIlayer ofthenorthern−
most area of Suruga Trough．

7．相模トラフ北端域と駿河トラフ北端域
の堆積相と地質構造の比較
7．1．海底表層堆積物の堆積相と海底地形に見られ
る堆積物重力流による斜面型海底扇状地

駿河トラフ北端域では，海盆底の西縁を限る断層へ

NoRMARK（1970）およびNELSONetal．（1970）に

向っての顕著な傾動があったものと考えられ，U

より提出され，NoRMARKandPIPER（1972），NEL−

I，UII層の西へ向っての厚層化が認められる．特

SONandKULM（1973），等により確立されるに至っ

にこの地域の北部では，北西に向っての沈下があっ

た砕屑性堆積物による堆積体の形成モデルとしての

たものと考えられ，駿河トラフ海盆底は，南から北

海底扇状地モデルは，更にDAMUTH（1975），NoR＿

へ向うにつれ，西方から北西方向へとねじり下げら

MARK（1978），NoRMARK et al．（1979）等によって

れる様な運動を行ったものと考えられる．またこの

より成熟したものとなり，現在，世界的に広く受け

運動には強弱の段階的な変化があり，そのために

入れられたものとなっている．この海底扇状地モデ

UII層とUI層の間に一部不整合が見られるものと

ルは，基本的には堆積物を供給する海底谷があり，

考えられる．

その出口から下方へ向って同心円状に，upper fan，
middlefan，lowerfanとしてまとめられる部分が

活動的トラフの埋積過程と堆積相
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andKULM（1978）によっても一部指摘されている様
に，構造運動が堆積体形成を規制する海溝等では，
典型的海底扇状地モデルが発達するには様々の条件
が必要であり，特に十分に広い，適当な傾斜をもっ
た海盆の形成が必要であろうと考えられる．
本研究で対象とした相模トラフ北端域，駿河トラ
フ北端域は，そのトラフ海盆自体が構造規制を強く
受けた，非常に狭いものであり，かつその軸方向の
傾斜が非常に大きいため，通常の海底扇状地モデル
とは異なった斜面埋横型の 斜面型海底扇状地〝
（Slopefan）（KAGAMIandOTSUKA，1980）と名づけ
られる堆積体が，下位の錐状堆積体の上に発達した
現在の海底斜面に沿った形の地層として（相模トラ
フのAI上層，駿河トラフのUI，ⅠⅠ層），形成され
ているものと考えられる．
この陸岸に迫るトラフ海底に発達した 斜面型海
底扇状地堆積物〟は，その海底傾斜に強く支配され
た堆積相により特徴づけられ，またそれを反映する
海底微地形の発達が見られる．即ち，
①60（1／10）以上の傾斜をもった上部斜面には礫
を主体とした堆積物が，トラア方向へ伸びた多数の
nl■】5

第63図 駿河トラフ北端域のU層（UI〜UIII層）の等層
厚線図．
Fig．63．IsopachmapofUlayers（UI〜U■IIIlayers）

of the northernmost area of Suruga Trough．

リッデ，チャンネルにより作られたガリー状の地形
を形成している．この礫質堆積物の堆積構造は，はっ
きりとはわからないが，砂質のマトリックスの中に
数cm程度までの中礫が浮いたような状態になってい
るのが駿河トラフで確認されている．
②30（1／22．5）から60（1／10）の傾斜をもった中

扇状の堆積体を形成し，その表面上をチャンネルを

部斜面では，細礫砂〜粗粒砂のマトリックス中に数

刻んで流れる堆積物重力流により堆積物が供給され，

cmまでの中礫がまばらに浮いた様な状態で入ってお

主にmiddlefan上で盛んに●堆積が起り（Suprafan），

り，上方へ向って細粒砂へとの級化を示す1・5m〜2

このチャンネルの移動により，海底扇状地が成長し

mの厚さの砂礫層が堆積している．薄いシルト層が

て行くという事がその中心的命題となっている．海

表層をおおっている場合が多いが，このシルト層は，

底扇状地のその各々の堆積環境には，また礫質堆

堆積物重力流の流下の際には削り取られてttamaL

積物より泥質堆積物にまで至る特徴的な岩相が発

gamation し，厚い砂礫層が形成されていくものと

達するとされている（MIDDLETONandHAMPTON，

考えられる．この中部斜面域にはトラフ軸方向に伸

1973；WALKER and MUTTI，1973；MUTTIand

びる舌状の地形的高まりが認められるが，これは堆

RICCI LUCCI，1975；WALKER，1975；WALKER，

積物重力流の流下の停止する際に生じたものと考え

1978；WALKER，1979等）．

られる．

ただこの様な海底扇状地モデルは，地質構造運動

③30（1／22．5）以下の傾斜の下部斜面には，流動

的に安定した大陸周縁部を前提としており，構造運

変形したシルトパッチや植物破片を多く含む級化す

動に規制されることの多い島弧，海溝系では必ずし

る砂層とシルト層の1：1程度までの砂勝ち互層が

もそのまま適用されるとは限らない．ScHWELLER

堆積している．その厚さはかなり変化する．この地
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域には波状の微地形が広く見られ，その一部は海底
地すべりシートの末端部のThrustupfoldを反映し

7．2．音波探査記録に見られる両海域の地質構造の

たものである可能性もある．傾斜30よりやや緩い
斜面では，級化する粗粒〜中粒砂が堆積しており，

類似点と相違点
相模トラフ北端域と駿河トラフ北端域の地質構造

30以上の傾斜の部分の砂礫層の堆積相から急激に変

には非常に良く似かよった点と相違している点が認

化する．

められる．

粗粒砕屑性物質の堆積物重力流については

類似点としては，

についての概念

①現在両トラフ地域共に著るしくトラフ方向に急

を公表して以来，その堆積現象における重要性が認

斜する海底斜面をもっているが，その初期の基盤は

識され，MIDDLETON andHAMPTON（1973）によ

現在の海底よりは，遥かに水平に近い，平坦でやや

り①粒子間の間隙水の上方への流動により，粒子が

波曲したごく軽微な浸食面であった．

STAUFFER（1967）がttgrain flow

支持され運搬されるTIfluidizedsedimentflow ，（塾

②平坦な面上を現在の陸岸付近より供給されたと

粒子間の衝突，反発により粒子が支持されるttgrain

考えられる顕著な同心円状の等層厚線を示す錐状堆

flow

積体（AII層，UIII層）が海底扇状地をつくりつつ前

，③粒子間のマトリックスの強度により粒子

が支持されるくtdebrisflow ，④高密度乱泥流，の4
つの堆積物重力流の運搬メカニズムがまとめられた．

進埋積していったものと考えられる．
（卦相模トラフ，駿河トラフ共に，そのトラフの現

更に，MIDDLETON and HAMPTON（1976），LowE

在の形に近い地形が形成されたのは，この錐状堆積

（1976），WALKER（1979）等により海底扇状地モデル

体の堆積されていた時期であると思われる．

の堆積相との関連から粗粒堆

④この錐状堆積体の形成後，その上面の急斜面の

積物重力流の研究が進められた．MIDDLETON and

上を前進埋積する形で堆積物重力流による 斜面型

HAMPTON（1976）によると一

海底扇状地 が形成され，現在も非常に活発に堆積

の

Innerfanvalley

grainflow

は，その支

持間隙水が粘土を含んでいる場合には，4．50程度の

物重力流の活動が見られる．

傾斜まで流下しうるとしている．実際にはこれらの

又，相違点としては，

メカニズムの間の区別は難しく，これらのメカニズ

①本研究で基盤とした層の上に最初に形成された

ムが複合的に働いている（WALKER，1979）らしいが，

地層は，相模トラフ地域では基盤のつくる平坦な面

これらの粗粒の高密度堆積物重力流が停止する際に

上の凹所を埋横する様な形で堆積したかなり水平に

は，瞬間的にその重力流が凍結された状態となると

近いへミベラジックなAIII層であったのに対し，駿

される．本地域の中部斜面で見られる舌状のトラフ

河トラフでは，錐状堆積体のUIII層である．ただし，

方向に伸びた地形はまさしくこの様な堆積体による

これは両地域の時代対比がついていないので，この

ものであろう．

点を将来さらに追究する必要がある．

一方この 斜面型海底扇状地〟 は，下位の錐状堆

②錐状体堆積後，駿河トラフでは厚い 斜面型海

積体の形成した急斜面上を前進埋積していく過程に

底扇状地堆積層〝であるUII層，UI層が堆積する

あると考えられる．この斜面型海底扇状地では，上

のに対し，相模トラフでは非常に顕著な地すべり乱

部斜面の礫質堆積層から下部斜面の砂泥互層へかけ

堆積層（AIT層）がトラフ東縁を限る断層を越え

て層厚の明確な減少が認められる．つまり，斜面型

て東方より運び込まれ，それと同時進行する様に 斜

海底扇状地の成長過程では，総体として上方粗粒化，

面型海底扇状地堆積層〝であるAI．」層が堆積した

上方厚層化，の一連のサイクルが形成されるものと

が，その厚さは駿河トラフのものに比べて遥かに薄

考えられる．このような堆積相の変化は，NAKAT

い．

MURAand SHIMAZAKI（1983）により思考実験的に

③基盤上の堆積層全体の厚さをみても，また 斜

考えられた粗粒なトラフ埋積堆積物形成モデルに相

面型海底扇状地堆積層〝 の厚さをみても，相模トラ

当よく符合するものであると考えられる．

フでは，トラフを限る東緑の断層付近へ向っての東
西方向の厚層化は微弱であるのに対し，駿河トラフ

活動的トラフの埋積過程と堆積相
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ではトラフ西縁を限る断層へ向っての厚層化が著し

駿河トラフ北端域と相模トラフ北端域の間の対比が

い．

不充分であるので，はっきりしたことは言えないが，

④等層厚線図やUI層，UII層の間の不整合か

駿河トラフ側のUIII層が相模トラフ側のAIII層の

ら，駿河トラフは西側へ向って急速に沈み込むだけ

上部と対応するものであるとすると，この両トラフ

でなく，調査地城の北西の隅へ向って北西方向へ沈

の陸岸近くにおいて現在の様なトラフ地形の形成

み込む動きがあるものと認められ，海盆底が西から

は相模トラフのAIII層上部の堆積時（28．5万〜18

北西方向へねじり下げられる様な運動をしているも

万年前のいづれかの時期）に萌芽的に両トラフ間で

のと考えられる，等である．

ほぼ同時に始まった事になる．その時の海盆は，両ト

この両地域の地史を比較するには，既に述べた様

ラフ共かなりフラットで陸地との高度差が，かなり

に地層の時代対比が，現在は明確でないためはっき

あったのかも知れない．その後，相模トラフ北端で

りとしたことは言えない段階である．ただ駿河トラ

は，なおかなりフラットなAIII層の堆積が続いたの

フのUIII層が相模トラフのAII層か，AIII層の上

に対し，駿河トラフでは陸岸からの供給により，お

部と対比される可能性が高いものと考えられ，その

そらく急速に錐状堆積体の形成を終え，更に厚い 斜

いずれの場合でも両地域の地史はかなり異なってい

面型海底扇状地〟が，堆積物重力流により形成され

たものと考えられる．

ていったことになる．それに対し，相模トラフ側で
はAIII層の堆積がかなり続き，その後錐状堆積体が

7．3．相模トラフ，駿河トラフの地史のまとめ
相模トラフ，駿河トラフを結ぶ線を杉村（1972）が，

形成され（下末吉期以降）更に 斜面型海底扇状地〟
がつくられた．

フィリピン海プレートとユーラシアプレートとの境

もしUIII層が相模トラフのAII層と対応するも

界であるとしてから，この地域は地質学的，地球物

のとすれば，相模トラフでトラフ地形ができ始める

理学的に非常な注目を集めている．プレート境界の

AIII層上部の時代には，駿河トラフではまだトラフ

問題自体にしても，石橋（1980），藤井・中根（1981）

の地形が形成されておらず，フラットな海底が広

恒石（1981）等，様々な考えが出されている．KIMURA

がっていた可能性がある．その後両トラフで同時に

（1981）の様に，糸魚川静岡構造線の一部と相痍トラ

陸岸・大陸棚域からの急速な堆積物の供給が始まり，

フ駿河トラフを結ぶ線をプレート境界とする考えも

錐状堆積体が作られ始めた．これはおそらく下末吉

ある．この様に種々の考えが出るということは，こ

期以降の氷期の海面低下による可能性が強く，この

の付近の地質構造，運動の方向が複雑であるという

ような氷期海面低下による深海扇状地の形成は汎

事情によるものであろう．

世界的な現象である．その後 斜面型海底扇状地〝

特に相模トラフにおけるプレート境界の複雑さに

の堆積層が形成され始めたことになる．いずれの場

対し，中村・島崎（1981），島崎他（1981）は，相模ト

合においても堆積層の厚さは駿河トラフ側で相模ト

ラフのプレート境界とされる相模湾断層で，フィリ

ラフ側よりかなり厚く，堆積速度も速い．特に後者

ピン海プレートが陸へ向って沈み込んでおらず，む

の場合では，堆積速度は駿河トラフ側で圧倒的に速

しろ逆に脱け出しているという（eduction）考えを

かったことになる．これは，羽田野他（1978），山崎

公表し，佐藤（1983）は，相模海盆での音波探査の

（1979），山崎（1982），恒石（1980），恒石（1981）等の

マルチチャンネル解析の結果，このeductionの可

断層の活動度に関する報告において駿河トラフの西

能性を支持した．これに対し駿河トラフでは，その

緑を限る駿河湾断層の活動度が，相模トラフ側のい

構造運動はより単純であると考えられ，海上保安

わゆる国府津松田断層等の活動度よりはるかに高い

庁水路部（1981b），木下他（1982）は駿河湾の少なく

とする陸上データとよく合う．

とも中央部までは明らかに伊豆半島側の基盤岩がト

また，相模トラフ，駿河トラフの陸岸近くで現在

ラフ軸をこえて西側へもぐり込むのが認められると

の様な地形が，更新世のかなり後になって形成され

いう．

始めたことは，杉村（1971），FITCH and ScHOLTZ

本地域の地史につき考察すると，先に述べた様に，

（1971）等によるフィリピン海プレートの最近の活動
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大

塚

が，100万年前よりはずっと後から始まったかも知
れないとの考え方と矛盾しないものであり，更新世
中〜後期の構造運動の活発化は，佐藤（1976），星野
・長谷（1977），狩野他（1979）等の陸上における断層
運動の再活発化とも符号するものと考えられる．駿
河トラフ北端城で 斜面型海底扇状地堆積物〟 が，
北西方向への厚層化を示すことは，駿河トラフの海
底が，南から北に向って西北へねじり下げられるよ
うな沈下を行なっていることの反映であり得ると考
えられる．これは，中村（1979；1980）の伊豆側プレ
ートの曲り，という考え方を支持するものかもしれ
ない．
文
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