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東海大学紀要海 洋学部第46号 87-105頁 (1998)

駿河湾西岸有度丘陵沖の基盤構造*

石井良*2・根元謙次*3

Basement Structure off UDO Hills， Western SURUGA Bay 

Ryo ISHII and Kenji NEMOTO 

Abstract 

Marine geological and geophysical investigations of the continental shelf off Udo 

Hills， Suruga Bay has been carried out since 1986. Bathymetric and seismic reflection 

data have been accumulated enough to show basement and sedimentary structure of 

this area. Area of study can be divided into three segments， which are the Western， 

Central and Eastern segments. The Western segment is characterized by presence of 

basement slope， which inclines to WSW. Central segment is characterized by basement 

uplift with about 6km width. The uplifted zone is composed of the N -S trending several 

anticlinal axis. The trend of the long axis is NNE-SSW， which is slightly off from that 

of the anticlinal axis. This difference is thought to be due to pitch difference of 

anticlinal axis. We proposed a structural model for this area. N -S trending fault is also 

found at the boundary between the Central and Eastern segment， which is located at 

the eastern margin of the dome. It is possible to trace this fault from coastal zone to 

outer margin of the continental shelf， between the uoya and Negoya spurs. 

1.はじめに

有度丘陵は南部フォッサマグナ南端，静岡平野と清水平野の境界に位置する第四紀更新統の

瞭・砂・シルト・粘土から構成される丘陵である.有度丘陵の地質については中島(1886) に

より初めて報告され，丘陵全体の層序は土 (1960) によって，下位より根古屋累層・久能山際

層・草薙泥層・小鹿牒層・国吉田瞭層とされた.その後，杉山ほか (1982)・近藤 (1985)・柴

ほか (1990)・北里ほか (1981) などにより，層序および年代決定の詳細な研究が行われた.

* 東海大学海洋学部業績 A第588号.受理1998年4月10日
*2 東海大学大学院海洋学研究科海洋科学専攻

*3 東海大学海洋学部海洋資源学科
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石井良・根元謙次

有度丘陵の構造・成因について，土 (1960) は， NE-SW方向に長軸をもっドーム状隆起

により有度丘陵が形成され，現在は南半と東半を海蝕により削り取られ，約3分の 1が残存し

たとしている.杉山 (1990) は北北東 南南西方向に延びる石花海南堆および北堆の隆起帯

が，石花海北堆の北側で北北西一南南東方向に延び，海脚域(本稿の大谷海脚および根古屋海

脚)を通り有度丘陵に連続する逆 L字形の隆起帯モデルを示した.また，新妻 (1995) は，

地震動振幅の研究から有度丘陵北側に草薙断層が存在するとし，有度丘陵は巨大な円弧地滑り

により隆起し形成されたとしている.しかし根元・越智 (1997) は，有度丘陵周辺で行った精

密水準測量の結果から，丘陵は東海地方全体の地殻変動と調和的な隆起・沈降を示しており，

円弧地滑りによる高まりとは考えにくいとしている.

一方，根元ほか (1988) は，有度丘陵沖大陸棚上の調査において，大陸棚上には摺曲した音

響基盤が分布し，この基盤が有度丘陵基底を構成する根古屋累層であると指摘した.さらに柴

ほか (1990) は，有度丘陵沖の基盤構造が有度丘陵の構造の連続である可能性を示している.

現在までに有度丘陵前面域での基盤構造の概要は確認されたものの，有度丘陵から大陸棚，

そして大陸斜面までの海域での地質構造の詳細な検討は行われていない.本論文では有度丘陵

南東沖の大陸棚から大陸斜面までの調査結果から，有度丘陵と海底下の構造との関係を検討

し，陸上および海域を含めた構造モデルを提唱する.

2.調査資料

本調査海域を Fig.1に示す. 1996年のスパーカーによる音波探査調査は，東海大学所有の

第二北斗 (19t) を使用し，海岸線に平行な測線を沿岸部で300m間隔に 6本，沖合いで 2本，

その測線に直交する測線を 1本，計 9測線を設定した (Fig.2).音波探査機器には NECの

NE19Cジオ・ソナーを使用し，発信エネルギーは約300Jule，発信間隔は0.532秒とした.測

位には DELNORTE DMU586トライスポンダ電波測距儀を使用し，測深には KAIJYOのPS

-20R精密音響測深器を使用した.また補助資料として使用した音波探査資料について Table

lに，大陸棚上の構造解析に使用した資料の位置を Fig.2に示す.

音波探査記録の解析は根元ほか (1988)で述べられている MITCHUMet al. (1977a， b)， 

V AIL et al. (1977) による解析手法を用いて解析し，資料の処理には石井・根元 (1994) によ

るデジタル処理システムを用いた.

3.海底地形

駿河湾北西部の20m間隔の海底地形図を Fig.3に，調査海域周辺の10m間隔の海底地形図

をFig.4に示す.有度丘陵沖合の大陸棚の幅は平均 6km，海脚部，特に調査域西域では発達

し7kmとなる (Fig.4).海岸線から水深30mまでは平坦な地形面が分布し，その面は三保半

島側に向かい収れんする. 30m以深は緩やかな陸棚斜面となり，大陸棚外縁を経て大陸斜面

となる.外縁水深は一般に -100m~- 1l0m ほどで，海脚部では約一140m とやや深い(根元
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ほか， 1988). 

駿河湾西岸有度丘陵沖の基盤構造

Fig. 1. Geological and location map of western part of the Suruga 

Bay (after SHIBA (1991); SUGIYAMA and SHIMOKAWA (1990). 

Bathymetry is shown by lines with 50m contour interval 

Square shows survey area 

大陸棚から大陸斜面にかけては海脚と，その聞に海底谷が分布する.西より大谷海底谷・大

谷海脚・南根古屋海底谷 ・根古屋海脚・北根古屋海底谷・蛇塚海脚・南久能海底谷・久能海脚

(Fig.4) とされる(明井， 1988MS). 特に有度丘陵前面に位置する大谷海脚および根古屋海

脚は海脚の幅が約 2kmと規模が大きく，全体的に南南東方向で大陸斜面上の隆起部へ連続

し，杉山 (1990)が指摘するように構造的な高まりであることを示唆する (Fig.3).根古屋

海脚から大陸斜面上の隆起部への連続は，さらに南側の久能海丘 (Fig.3) に連続する.一連

の海底の高まりの西には，約800mの等深線により固まれる，ほぽ閉鎖型の海盆である石花海

海盆がある.

4.有度丘陵沖大陸棚の地質構造

有度丘陵前面の大陸棚の地質構造は，ほぽ南北に配列する音響基盤の作る非対称摺曲構造

(根元ほか， 1988) により特徴づけられる.大陸棚上の採泥資料の分析結果より，摺曲構造を

構成する音響基盤は，有度丘陵の南麓に露出する根古屋累層とされる(根元ほか， 1988). こ
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Fig. 2. Ships truck map of the investigations， bathymetry is shown by 
lines with 50m contour interval. Profiles data is shown in 

Table 1. 

Table 1. List of s巴ismicreflection profiles data. 

調査年 調査機関 調査内容 船位 主な調査位置

1977年 海上保安庁水路部 ス I~ カ
オディスタ

駿河湾全体
E.O.P 

1986年 東海地大質学調海査洋所学部 ユニブーム トライスポンダ 有度丘陵沖大陸棚

1995年 東海大学海洋学部
CHARP6000A トライスホ.ンダ 有度丘陵南東沖合い

高解像度音波探査

1996年 東海大学海洋学部 スパカー トライスポンダ
有度丘陵南東び沖合い

およ
大陸棚外縁部

東海大学紀要海洋学部



駿河湾西岸有度丘陵沖の基盤構造

Fig.3. Bathymetric chart of western part of the Suruga Bay， 

bathymetry is shown by lines with 20m contour interval. 
Lines are shown by seismic profile lines of Maritime Safety 
Agency. Bold Lin巴sof L77-5， L77-16 and L77-28 are shown 
in Fig. 12 

の摺曲に含まれる背斜構造は，東翼の傾斜が約10度，西翼の傾斜が約 5度と東に急な特徴を持

ち，向斜軸にしばしば断層を伴い，大きくは摺曲を伴いながら西に傾斜する(柴ほか， 1990). 

同域での音響層序については根元ほか(1988)が報告している.音響層序を Fig.5に示す.

音響層序は上位より 4枚の反射面 (K面・ L面・ M面・基盤反射面)により 5層 (A層・ B

層 ・C層・ D層・音響基盤)に区分され，さらに A層は軽微な反射面Jにより A1層と A2層

に細分される(根元ほか， 1988). また音響基盤は内部反射の違いから基盤 IとIIに分類され

る.今回新たに得られた音波探査記録および従来の記録の再解析により，根元ほか (1988) の

定義した D層内に，根古屋累層で特徴的な摺曲構造を確認し，音響基盤と D層との構造的差

異は認められないことから，根元ほか (1988) のD層の一部を音響基盤に含めた.

L面 (Fig.5) とは， 駿河湾西岸の大陸棚に広域に認め られる良好な反射面で，およそ

18，OOOBPのWurm氷期最盛期での海面低下にともな う浸食面であり(井関，1980)，駿河湾
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Fig. 4. Bathymetric chart of the continental shelf off Udo Hills， 

bathymetry is shown by lines with 10m contour interval 

Layer A1 

Layer A2 

Layer B 

Basement 11 

Layer C 

Layer 0 

SEAFLOOR 

-Reflector J 20:t 5m-35:t 5m 

Reflector K 30:t 5m-6O:t10m 

Reflector L 20:t 5m-100土10m

Reflector M 6O:t 10m-

Basement Reflector 

Basement I 

Fig.5. Seismic stratigraphy of the continental shelf off Udo Hills 

(after Nemoto et al. (1988))ー

東海大学紀要海洋学部



駿河湾西岸有度丘陵沖の基盤構造

a b 

Fig.6. Total isopach map(a) and basem巴ntmap (b) of the continental sh巴Ifoff Udo Hills， 

isopach and basement ar巴 shownby lines with 5m contour interval. 

西岸沖の大陸棚において広域に分布し同時間面としてとらえることができる(根元ほか，

1988 ;石井・根元， 1995;滝野ほか， 1997;依田ほか， 1998).従って， L面上に分布する A

~B 層は，その後の海水準の上昇に伴い形成された洪積世末期から沖積世の大陸棚堆積物に，

C層およびD層は L面と音響基盤に挟まれた層であり洪積統に対比される.

これまでの音波探査記録の再解析から，海底面から基盤までの推積物の厚さを表した全地層

等層厚線図 (Fig.6a)，基盤等深度線図 (Fig.6b)，さらに海底地質構造図 (Fig.7) を作成し

た.基盤等深度線図は音響基盤の深さを 5m間隔の等深度線で表現した.海底地質構造図は

表層の A1.A2層およびB層を除いて C層以下，つまり L面以下の地層分布を表す.研究域

を，その構造的特性から丘陵前面沖の海域を丘陵前面域，その西を西域，東側を東域とする

(Fig. 7). 

西域:中平松背斜 (Fig.7)から西側の静岡平野沖に続く海域である.中平松背斜で南に張

り出し隆起帯を形成する基盤は，中平松背斜を境に約 3度の傾斜で西南西に次第に深くなる

(Fig. 6b).全地層等層厚線図 (Fig.6a)からは，隆起帯の西翼では少なくとも約100m以上の

陸棚堆積物が分布することが読みとれる.この堆積物は，静岡平野側の沖積層に連続すると考

えられる.

丘陵前面域:中平松背斜から東，根古屋背斜東翼より西の丘陵前面の海域 (Fig.7)であ

る.ここでは西から中平松背斜・安居背斜・根古屋背斜(柴ほか， 1990) などの有度丘陵に連
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Fig.7. Geological structure map of the contin巴ntalshelf off Udo Hills， 

bathymetry is shown by lines with 10m contour interval. 

続する背斜および向斜軸の分布が認められ，それらが一体となり，北北東 南南西方向の幅約

6kmの基盤隆起帯を形成する (Fig.6b). この北北東 南南西方向の構造は，土 (1960)が

推定した南半および東半を削り取られた北東一南西方向のドーム構造の形態および規模とは異

なる.

基盤隆起帯東側の基盤の傾斜方向は，全体的には南東方向に傾くが，中平松背斜から根古屋

背斜までは，南南東方向にl.4度の傾斜であるのに対し，根古屋背斜より東側では，南東方向

に2.3度の傾斜であり，基盤の傾斜方向と傾きに違いが認められる (Fig.6b).水深15m以浅

では隆起帯の頂部は平坦となり，海岸線より最大幅2.5kmにわたり基盤が海底面にほぼ露出

し (Fig.7)，海底面での浸食が活発であることを示す.丘陵沖の大陸棚外縁付近での基盤は，

根古屋海脚の深度105m~120m 付近で平坦面(傾斜0 .86度)を形成し，そこでは基盤が露岩

する (Fig.7). 

東域:根古屋背斜東翼から三保半島基部の沖までの海域をさし，基盤隆起帯の東翼である

94 東海大学紀要海洋学部



駿河湾西岸有度丘陵沖の基盤構造

似品関

関:

.. 舗 mentll

割lO

Fig.8. Seismic reflection profiles off Udo Hills. Distance-depth ratio is 10 : 1. Location 
of seismic line is shown in Fig. 2. 

(Fig. 7).丘陵の西域から前面域で張り出していた基盤は東域で収束する (Fig.6b).全地層

等層厚線図 (Fig.6a)では基盤斜面の東において，斜面上に最大層厚50mの堆積域が認めら

れる.東域でのスパーカー記録および解析図を Fig.8に示す.東域の深度60m以浅での B層

下位の内部反射は，根古屋累層に特徴的な高角で東に落ちる反射形態を示し， B層以下は基盤

と判断できる (Fig.8 ; L96-5). また B層下面は幅 1kmほど，高さ10mほどの起伏を示す

(Fig. 8 ; L96-5). 

有度丘陵東縁の海岸付近から，南にある根古屋海脚を経て南根古屋海底谷の谷頭付近まで連

続して地層反射面の変位が認められる.この変位付近の海岸線に沿う音波探査記録を Fig.9

に，測線の位置を Fig.2に示す.海岸線より 500m沖の高解像度音波探査記録 (Fig.9; L95-3 

-4)では，海底面付近に東へ急傾斜する反射面が認められる.さらに沖でのスパーカー記録で

も，東に落ちる地層の変位が確認できる.変位の落差は， 10m(L96-4)， 12m (L96-5)， 15 

m (L96-6)であり，南へと次第に落差が大きくなる傾向がある (Fig.9).地層の変位はさら

に南へと連続し，根古屋海脚上の反射面 Lの変位は約10mである (Fig.8 ; L96-15). また，

根古屋海脚頂部では，海底面に約 5mの落差を与える (Fig.9 ; L96-19). 

変位の連続性，反射特徴，地層の形態から見て，このような変位を海底面下の断層と判断

し，これを清水海底断層とする.海岸線から 2kmほど沖合いの断層付近の A2層内の堆積構

造は， A2層の下部では水平に成層構造で堆積しているのに対し， A2層中部では東に急傾斜

で傾く (Fig.9 ; L96-6).傾斜は A2層内の上位ほど緩やかな傾斜となり， A1層中に変位は

見られない.A層の地層等層厚線図を Fig.10aに， B層の地層等層厚線図を Fig.10bに示す.

A 層の層厚は，清水海底断層の西側では大陸棚上に 5m~10m ほどの層厚で全体的に堆積し

ているのに対し，断層の東側では急激に厚くなり，最大25mほどに達する.また， B層の層

厚は断層の両側で明瞭な変化が認められない (Fig.10b). 

第46号 (1998) 95 
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L9ι3-4 

関

SI 

鴎

鴎

Fig.9. Seismic reflection profiles of Shimizu Submarine Fault. Location of 
seismic line is shown in Fig. 2. 

5.大陸斜面の地質構造

音波探査記録の解釈図を Fig.llに，代表的な記録を Fig.12に，記録位置を Fig.3に示す.

解析の結果から背斜軸を示した構造図を Fig.13に示す.

L77-16 (Fig.12)では，海底の高まりにおいて音響基盤が隆起しており，上位堆積物に変

位を与え，ある場合には基盤が海底面に露出し海底の高まりを作る (Fig.12 ; L77-5).海底

の隆起部の多くは，背斜構造の反映であり，海底の凹みは多くの場合，向斜構造ないしは，断

層構造によるものである.これを前提として地形の高まりに注目し，代表的な背斜軸を西から

AX1~AX7 とする. AX1は大陸棚上で認められた中平松背斜に， AX3は安居背斜に， AX4 

96 東海大学紀要海洋学部



駿河湾西岸有度丘陵沖の基鍛構造

a b 

Layer A Layer B 

Fig. 10. Isopach map of the continental shelf off Udo Hills， isopach is shown by lines with 
5m contour interval. a: Layer A b: Layer B 

は根古屋背斜にそれぞれ連続する.背斜軸 (Fig.13)の横の数字は，音波探査記録より求め

た基盤のつくる背斜軸頂部の深度である.

背斜軸の全体的な方向性は南北ないしは北北西一南南東方向である.背斜軸 AX1(中平松

背斜)・AX3(安居背斜)・AX4(根古屋背斜)は石花海海盆北縁から大陸棚上まで連続して

確認できる (Fig.13).大陸棚外縁付近での根古屋背斜軸 (AX4)上をほぼ背斜軸に沿って探

査した記録 L86-34(Fig. 14)では，基盤内部に基盤表面とほぼ同傾斜の内部反射構造が確認

できる.また，中平松背斜 (AX1)東翼に沿う記録 L86-36(Fig.14)からも， L86-34と同様

の内部反射構造が確認できる.つまり同海域での背斜軸のプランジは基盤表面とほぽ同傾斜と

判断できる.AX1~AX4 の摺曲軸頂部の基盤深度は大陸斜面では北に浅く (Fig. 13)，大陸

棚では平坦な浸食面となる (Fig.12 ; L77-28). 

背斜軸 AX5は南根古屋海底谷東斜面沿いに延びており，清水海底断層の西に位置するが，

大陸棚外縁部の水深120m付近，基盤深度約145mで不明瞭となり，それ以浅では背斜構造を

確認することができない (Fig.13). 

AX6は久能海丘の西斜面を通り根古屋海脚西縁に連続し，清水海底断層の東側に位置する

(Fig. 13). AX6の摺曲軸頂部の深度は大陸斜面で北に浅く， AX5同様に大陸棚外縁部水深

140m付近，深度約200mで確認することができない.

AX7は久能海丘西側の高まり (Fig.3)から， AX6とほぽ平行に根古屋海脚東側に連続す

るが，水深400m付近で確認できなくなり，大陸棚での連続を確認できない (Fig.13).根古

屋海脚張りだし部付近の東西方向の記録では AX6，AX7を含む 3本の摺曲構造がみられ， 基

第46号(1998) 97 



AX5 

石井良・根元謙次

六¥、

AX6 

L77.28 

L77・26

L77.24 

守 1トlL
|陸

¥VC 

A町

L77・20

AX3 AX4 
¥、

h 閥、
L77.18 

~γ、

Fig. 11. Interpretation of seismic reflection profiles of Maritime 
Safety Agency. Location of seismic line is shown in Fig. 3. 

盤上の堆積物および海底面が明らかに変位している (Fig.12 ; L77-16). 

有度丘陵沖の基盤等深度線図に，陸上調査により得られた柴 (1991)，佐藤 (1991) による

根古屋累層上面の標高，およびボーリング資料の解析により得られた根古屋累層上面の標高，

さらに依田ほか(1998)による羽衣海脚付近の基盤深度を合わせた 5m間隔の基盤等深度糠

図 (Fig.15) を作成した.基盤等深度線図 (Fig.15)では，個々の摺曲軸は表現されていな

いが，複数の摺曲からなる隆起帯が北北東 南南西方向に延びていることが読みとれる.

6.議 論

有度丘陵周辺の摺曲構造は，位置および摺曲軸の頂部の分布深度より，① AX1~AX4 (丘

陵前面域)，② AX5~AX7 (東域)，③AX7より東の駿河トラフに沿って分布する摺曲軸の

3 つのグループに分けられる.① AX1~AX4 は大陸斜面から有度丘陵南西沖合に延び，有度

丘陵を形成する摺曲軸に連続する (Fig.13). ② AX5~AX7 は久能海丘から根古屋海脚付近

に延び，大陸棚外縁部で埋没する (Fig.13).③ AX7より東では，駿河トラフ西側に沿って
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Fig.12. S巴ismicreflection profil巴sof Maritime Safety Agency 

Location of seismic line is shown in Fig. 3 

円弧状に延びる摺曲構造が大陸斜面まで続く. 3つのグループは東西に雁行状に配列してお

り，①グループが南北に連続的に位置し，隆起帯を形成するのに対し，②グループは大陸斜面

弘 北北西一南南東方向から北北東 南南西方向の緩い円弧状に位置する.さらに③ク'ループ

はトラフ軸の西側に連続性の悪い円弧状の配列をする.

有度丘陵沖大陸棚より大陸斜面にかけての基盤構造を，摺曲軸の位置および深度を基準とし

たモデノレ図を Fig.16に示す. Fig.16bは浸食により大陸棚上で削剥されたモデル図であり，

Fig.16aはそれを復元したものである.

有度丘陵から丘陵沖の海底は根古屋累層のいくつかの背斜構造の高まりによって構成されて

いる.これらは南北に AXl~AX4 の背斜軸に沿う細長いブロックを形成し， プロックの集合

として隆起帯を作る.
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Fig.13. Structure map of continental shelf and slope off Udo Hills， 

bathymetry is shown by lines with 20m contour interval. 

AXlの背斜部は大陸斜面で急激に上昇し，大陸棚上では比較的緩やかとなり有度丘陵の中

平松背斜に連続する.AX3は大陸斜面では AXlに比較して緩やかであるが，大陸棚上では

AXlと比較して急な角度で有度丘陵の安居背斜に連続する.AX4は大陸斜面から大陸棚上で

AX3と比較して急な角度で有度丘陵の根古屋背斜に連続する. つま り背斜軸の頂部の水深と

埋没深度が，大陸棚上では根古屋背斜を中心として東西に深くなるが，外縁では一番西側の中

平松背斜が一番高く ，東に向かい深くなる.この背斜軸頂部の深度分布の違いが結果として，

南北方向の摺曲軸と北北東一南南西方向の隆起帯の構造方向の違いに表れる (Fig.16b). 

根古屋海脚での AX5とAX6の背斜軸頂部の埋没深度は，西側で確認される最も浅い深度

が145m(AX4) に対し， AX6は深度200mである.さらに東側の背斜軸 AX7は深度400m付

100 東海大学紀要海洋学部



駿河湾西岸有度丘陵沖の基盤構造

" 
Fig.14. Seismic reflection profiles on NEGOYA Anticlinal axis 

Location of seismic lin巴 isshown in Fig. 2. 

近で根古屋海脚東翼に埋没し確認できない.

清水海底断層は，大陸棚外縁以深では不明瞭となり，おそらく AX5とAX6の背斜軸に挟

まれた向斜構造に漸移すると思われる.この場合，海底断層は東落ちの形態を示しており，摺

曲軸 AX5とAX6の埋没深度の上下関係と一致する (Fig.16a). 

清水海底断層の活動年代は， A2層の層厚が断層を境に東側で急激に厚く堆積すること，断

層付近の A2層内の堆積構造が，下部では成層構造で堆積しているのに対し，上部では東に急

傾斜で傾く堆積構造が見られることから， A2層堆積時に活動したと判断した.また，急傾斜

構造が A2層内の上位ほど緩やかなことから，断層活動は A2層堆積時に断続的におきたと考

えられる.この時代は三保半島沖羽衣海脚上の音響層序(依田ほか， 1998) との対比から

7，500BP前後となる.清水海底断層は A1層を変位させていないことから現在は不活発である
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と推定される.
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Fig.15. Basement map of near the Udo Hills， basement is shown by 

lin巴swith 5m contour interval. 

①のグループの隆起の時期は，約30万年前以降の更新世中一後期における地殻変動により形

成されたとしている(杉山・下川， 1990). しかしながら清水海底断層はおそらく②のグルー

プの活動と関連しており，それを前提にするなら 1万年前以降でも活動的であったと推定され

る.

杉山(1990)の指摘する石花海堆からの構造は②のク.ループへ連続する可能性が高く，雁行

する東側の構造である.構造モデルからもこの 2つの構造の違いを読みとることが可能であ

る.つまり有度丘陵を構成する摺曲構造①グループは，丘陵前面域から大陸斜面を通り石花海

海盆下に連続するのに対し，②グループは丘陵東域から久能海丘に延び石花海堆に連続する.

また有度丘陵の成因が，新妻(1995)のいう巨大な円弧地滑りであるならば，予想される大陸

斜面の構造は東西方向であるが，有度丘陵から大陸斜面の構造は南北から北北西 南南東方向

の3つのグループの摺曲構造で形成されており，この考えに否定的である.
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Fig. 16. Three dimensional block model of basement structure. 

7. まとめ

駿河湾奥部に位置する有度丘陵沖の大陸棚及び大陸斜面の海底地質構造について音波探査記

録，海底地形から検討した.その結果，次のような点、が明らかとなった.

(1) 有度丘陵沖大陸棚から大陸斜面上では根古屋累層のつくる顕著な摺曲構造が確認され

た.ここでは，少なくとも 7本の背斜構造とその聞の向斜構造からなる.有度丘陵は従来

指摘されてきたドーム構造の 3分の 1が残存したものではなしそれらが全体として北北

東 南南西方向の隆起帯を構成しており，その北縁部が有度丘陵に相当する.

(2) 同海域の摺曲構造は，その位置 ・分布深度・方向などから 3つのグループに大別され

る.①グループは調査域の中央部，有度丘陵を構成する中平松 ・安居 ・根古屋背斜であ

り，その延長は大陸棚から大陸斜面へと連続し，その南縁は石花海海盆下に没する.従来

の指摘のように石花海堆の構造が，そのまま有度丘陵に連続してはいない.②グループは

調査域の東にあり，北北西 南南東方向に延び，その南端は石花海堆へと連続する可能性

が強い.③グループは調査域東縁にあたる駿河トラフ西斜面上に位置する構造であり，連

続性の悪い湾曲した隆起地形として識別できる.

(3) 構造のそれぞれのグループは，大きく雁行状の配列を示し，その構造 ・分布水深が異な

っている.分布水深からみると東のグループほど分布深度が深く連続性も悪い.活動時期

が特定しているものは，有度丘陵を構成する中央の構造である①グループで，その時期は
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約30万年前とされる.一方，②グループの活動時期は明らかではないが，その北縁部では

海底断層を伴う.この断層は18，000年以降形成された大陸棚堆積物に変位を与えているこ

とから，極めて最近の地質時代においても活動的で、あったと推定できる.③グループは地

形的にみて，未発達な構造であると推定できるが今後検討する必要がある.

(4) 有度丘陵周辺の構造モデルを作成した.このモデルでは背斜軸の頂部の水深と埋没深度

が，大陸棚上では AX4根古屋背斜を中心として東西に深くなるが，外縁でトは一番西側の

AX1中平松背斜が一番高く，東に向かい深くなる.その結果，背斜軸頂部の分布水深の

違いが摺曲軸の方向と隆起帯構造の方向の違いとして反映される.

(5) 本研究の結果は有度丘陵が，丘陵から大陸斜面域を含む巨大な円弧地滑りの結果として

形成されたとした考えに否定的である.大陸斜面の構造は大陸棚で認められた南北方向の

摺曲構造の延長であり，円弧地滑りの結果予想される方向とは直行した方向である.
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