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1.は じめに

海底 にお ける物寛交換過程の うちで海底の環境 に最 も大 きな影響 を与 えるものは,

遇搬 ,機械 ,再移動 などの堆積学的諸現象,と くに非定常的現象 である.近年,湖沼

にお ける環境問題が深刻化す るにつれ て,水質 ,底質の相互作用 に関連 して,湖底 に

お ける砕屑性堆積物の非定常的再移動過程が重要な研死線題 となってきた (奥田ほか,

1986[1];1987[2];太 井子ほか,1987[3]).一方 ,海洋底 に関 しては,翰質の

比較的定常的な輸送 に関す る研究が盛 んであるに反 して,非定常 的な動 きについては､

潮汐流 による内湾汚姓物質 の外洋-の移動 といった問題以外 は,ほとん どと りあげ ら

れ ていない.お そ らくこれ は, 柿に しか起 こ らず観乱にかか りに くい現象 を,現世海

洋学 で扱 うことの困難 さか らきているもの と思われ る｡

実 は,海洋での砂や泥の非建常的移動 ･堆積 につ いては,地質学の分野 では,その

生成物 を主 な対象 と して,40年以上前か ら研究 され てきた,現在や地質時代 の海底の､

いわゆ る混濁流堆積物 (ター ビダイ ト) ,暴風堆積物,その他にたいす る地質学関係

の堆積学研死者 の関心 は,今 もなみなみな らぬものがある (志噴 ,1990[4]). しか

もなお ,その発生機構や発生頻度 といった基本的な問題 について未解明な点 が少 な く

ないのが実状 である.

筆者 らは,この数年来 , この ような観点か ら駿河舟状海盆底 に分布す る混濁琉堆積

物 を取 り上 げ , これ を堆積 させ た混濁流の発生 ･移動機構の絶遠 ,発生頻度 の柁走に

1.C年代測定が有効 でないかを検討 してきた,その現在 までの結果についてはす でに

ほぼ紺告 され ているが (志岐 ら,1989[5];Nakamuraeta1.,1990[6] ;志岐ほか,

1991[7],)1992年11月28-29日に閲偶 され たシンポ ジウム r加速群質量分析 と炭素同

位 体の学際的応用｣にお ける講演の内容 をまとめて ここに記す ことにす る.同講演で

は,参加者の学際的ひろが りを考慮 して,解税的にお こな うよう努力 した.その趣 旨

をここでも鬼親 し,測定結果の記載はむ しろ簡鴫に したいと考 える.

2.駿河舟状i毎盆底の混濁流堆積物 と年代測定試料

一般に砂質の増税物の柱状試料 を得 ることは難 しいが,駿河湾 か らこれ に続 く顔河

舟状鴻盆 では,何故か砂質や砂硬質の堆積物の ピス トンコア試料 を得 ることができる･

これ らの噂捕物 の主体 をなすのは混濁流堆積物 とその村椿の堆積物,す なわ ち大 き く

まとめて重力流埴積物 とよばれ るものである (図 1) .それ らは,海岸に遠 くない嘘
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Fig･1･ Varioussubmarineeventdepositsgonethroughalist

棚斜面か ら駿河舟状海盆 を経 て流れ, さほ ど粗 くない砂 などは少 な くとも延 々 200km

も先の絹海舟状 i'毎盆の中央部に達 していることがわ かっている.筆者 らは東京大学i毎

洋研死所淡晋丸航海KT7819によ り得 られ た重力流堆積物 ピス トンコア試料について,

前言己のよ うな問成意識の も とに年代測定 をお こなった.

1】5●

図 2 KT7819航海柱状採泥地点

Fig.2･Locationmapofsediment samples

coredbyKT7819cruise･ Numbersof

coresandcontourlines withwater

depthinmeteraregiven･
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図 3 KT7819-24コア柱状 図お よび年代測定染 料採取部位

Fig.3.SLratigraphicdescriptionof the KT7819-24coredsediment.

V.f.:veryfine,f:fine,ned:medium,C:coarse,sd:sand.

Radiocarbonneasurenents havebeencarriedoutforthesamples

collectedfrom threeturbiditebeds(45-56,75-90,220-270cm

deep fromthesedimentsurface).
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2･1混濁流堆積物 コア試料

年代利達 をお こなったコアの一つ KT7819-24(試料番号 と採泥点番号同 じ,図 2)

に見 られ る地層 の重な り,植物過体 (長 さ1cm以下の葉,小枝,小板 など) の含有状

況, 14C年代測定部位 ,それぞれの部位毎の測定値 などを図 3に示す .この図に見 ら

れ るよ うに, コアは長 さ275cmでその 中に,数枚の混濁流堆積周 が捉め られ る.それ

らの一枚一枚 (軸周) は,それぞれ混濁流堆積物特有の上方-の粒度線化 (細粒化)

を示す .一枚 についてだけだが平行薬理 も紐め られ る.混濁流は しば しば下位の底質

を削 りなが ら流れ るが,その削 り面上 に埴横 した砂泥が,削 り残 され た底質 とばば同

じ粒度 であ る場 合 には,削 り面が分か りに くい.このよ うな現象 をアマル ガメ- シヨ

ンとい う. KT7819-24の場合 には少 な くとも3層位 にアマル ガメ- シヨンが僅かな粒

度変化 (逆転) 面の存在か ら紙め られ る.削 られかたが少 な く上 部の泥貿部 が残って

いる例 も3周見 られ るが,その うち 2例 は,堆積構造 を見 ると単層最上部 にあるべ き

無層理 知が欠けている (Bed113,BedHIの上部) .なお ,コアの最上部 には混濁流か

ら直接堆積 したのでない半遠洋性泥があると思 はれ る.

2-2年 測産結 果 とその解釈

測定方法 は,す でに報告 したとお りである (Nakamuraeta1.,1990[6])が,そ こ

で重要 なことは,植物退体破片 を含む部位 か らはそれぞれ これ と泥分 とを分 けて採 り,

さ らに駿 ･塩基処理によ り植物破片 か らフ ミン酸 と固形成分 ,泥分か らフ ミン酸 とフ

ミン質 を得 て,それぞれ別個 に測定 に供 したことである.これ らの分離試料 は,それ

ぞれ異 なった年代個 を示す .それ らの うち,植物破片の固形成分 の示す年代 が,混濁

流の流下 とそれ か らの堆積の時期 と考 え られ る.フ ミン故 は,植物破片 につ いても泥

分 につ いても固形成分や フ ミン質 よ り若 い年代伯 を与 える.フ ミン駿の易動性か ら見

て,上位 の よ り若 い堆積周 よ り浸適 してきたもの と思われ る.泥分 中のフ ミン酸,フ

ミン質 は,絹物 固形成分 よ りそれぞれ古 い個 を示す .

結給か ら舌 えば,これ らの測走結束 は,豪雨 によって多量の砕屑物が河川 か ら海 に

流れ 出たために駿河湾奥の急斜面 にのぞむ狭 い陸棚 に過剰積載がお こ り,三角州末端

な どの浅海唯積層 が崩壊 した際に,河川か ら流れ でた植物破片が崩壊物 と混 ざ り,そ

の崩域起源の視濁流にと りこまれ て駿河舟状指盆 まで流下 したとい う考 えで最 もよ く

税明 され,る.このよ うな現象は,1972年 に相模湾 で実際に起 こっている (大堀 ,1985

[7].i,rE分が古 い年代伯 を与 えるのは,その主体が古い臨海堆梢膚 に由来す るか らで

あ る.屯ちろん ,流下の途 中で削 り取 られ て加わったよ り深いところと底質や ,陸上

か ら迎 ばれ た土壌 なども年代旭 を古 くす る役 を している.

もちろん,上音己のよ うな情報 だけか らでは,古 い堆積物の再移動が地震や津波によ

って引き起 こされ たものでないと断言す ることはできない.ただ問題の植物退体破片

には土 相で腐 ったような形跡 はないの で,新鮮 な植物が,泰雨による洪水,あるいは

津波 によって直接渦に運び こまれ たもの と考 え られ る.大地震の際に河川その他の破

堤 によって普宅水 が起 こることもあ るが, この際には,地震の ショ ックによる洩海堆積
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層 の崩壊の方が洪水 での陸上植物破片の海-の流入 よ りも早 く起 こるため,古い砂泥

と植物破片 とが コアに見 られ るような状態で混ざることはないであろう.

津波に関 して書 えば,これについても,地震のシ ョックによる崩頓の場合 と似 た問

題 があ りそ うに思われ る.豪雨の際に土砂 とともに植物破片が海 に迎び込 まれ て過剰

積載 を越 し崩壊す る場合に比べれ ば,植物破片 と古 い堆積物 とが混ざる可能性は小 さ

いであろ う.なお,図に見 られ るように,植物破片 は単層上部の泥部でな く,下部の

最 も粗 い砂に混 じっているのである (このこと自体､ 混濁流による運搬の性格をよ く

示 している) .

3.枚質堆積物 コア (KT7819-21) とその年代

駿河湾奥の陸棚斜面か ら駿河舟状海盆にかけては,砂だけでな く往 1cmに達す る喋

がかな り広 く分布 していることが古 くか ら注 目され てきた (久野 ,1938[9];佐藤 ,

1962[10];青木ほか,1967[11];大塚 ,1980[12] ;大堀 ･新妻,1985【13];

北里,1988[14].たとえば水路部が湾 口の水深 2650mの ところか ら採取 した畔膚の

コア試料 については,外観か ら非常に若いとみ られ る火山岩の控や洩い相性生物遺骸

が含 まれ ることか ら,土石流のようなもので運び込 まれたとい う解釈が与 え られた.

[9]. しか し, このよ うな土石流や混濁流のよ うなものが,桂 1cm以上の亜角畔を海

底 で60km以上 も果た して運搬できるか という点で,慎重 な意見もある[11].この意見

は､古い (比較的若い地質時代の)牒 僧が渦底に顔 出 していてこれ を採取 したとい う

可能性 を検討す る必要性を示唆 しているもの とみてよい.

我 々は,同 じく駿河湾 口 (駿河舟状i毎盆北端)か ら採取された傑質堆枝物 コアか ら

得 られた長 さ 1cmの木片について,そのフ ミン質の年代 を利達 した.その結果もすで

に報告 したが [7],390+110y.b.p.である.この コア試料は,わずかな揺動 によって

も株が個別に動 く状態 で,全 く続成 を うけていない ことは一見 して明かであ るが,年

代の測定 によってもこれが きわめて新 しい堆積物 であることが確紐されたわ けである.

水路部採取のコアについては観察す る機会を得ていないが,記載 [9]を読む限 り同様

なもの と思はれ る｡ なお ,このコア試料か らは 2, 3の二枚月殻が兄 いだされた,こ

れ らについては小さす ぎるなどのため年代 を測定 していないが,その うち一 つについ

て名古屋大学の糸魚川淳二氏二 に鑑定 をお願 い した ところ,現在の相模湾で水深1080

-1205mに見 られ る種 CCEhjJna//et/.a taL･aI'(Okutani)であった.これ についてはペつ

に報告され るはずである.

これ らのコアで示 され る牒周が,きわめて新 しい時代に,洩海か ら1種の重力流に

よって運 ばれたものであることは確かである.しか しその機構 を土石流 とす るにはコ

アの各部分の淘汰が良す ぎる.と くに喋質部はほ とんど細 際のみか らな り,砂や泥の

含有量はきわめ て小 さい.また,混濁流堆積物 とす るのも,上にふれ た慎重意見のい

うとお り粒径が大きす ぎる.あるいは,これ ら襟層 は 1600-1800年代 に東海地方で頻

発 した地蛋津波 (羽鳥,1985[15])の 引き渡による運搬物ではあ るまいか.もちろん,

これは今後の研死課題であ るが､ H C 年代測定か らなん らかの情報がを得 られないも
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のか と考 えてい る.たとえば非常に厚 い レ層が,一度 に堆積 した もの とすれ ば,その

中での層位 による年代値の違 いは認め られ ないはず である.

4.おわ りに

重力流堆積物の形成機構 ,と くに混濁流の各種発生機構 (図 1) 杏,その堆積物 自

体か ら嫁定 ･識別す ることは,いまだに困難な課題 であるが,上記の例は,採泥試料

の 同一 部分か ら種 々異なった測定試料 ,各種有機物 を採 り,詳細 な年代決定 をお こな

うことが,その一つの方法 とな りうる ことを示 している.たとえば,泥分 を含んだ試

料や泥 そのものの年代 は,堆積年代 を示 していない とい うわけで,従来あま り測定 さ

れ てこなかったが,堆積学的藷知識 ,諸架料 と合わせ て検討す る ことによ り多 くの情

報 を提供 しうるものである .このよ うな可能性 をさ らに追求す る ことは意味があると

考 える ..
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Therolesofvariouseventdeposition in theenvironmentalchangesof

seafloorshouldbenoticed and themethodofstudyshouldbemore fully

developedthanuptonow. Fromthispointofview,Wetriedtoadoptthe

analysisofvariationintheradiocarbonagesofvariousorganicfractions

inaturbiditesedimentcorefrom theSurugaTroughoff Shizuoka,Central

Japan. Thatis,differentorganicfractions oftheplantresidues and

elasticsedimentmaterialsofthesamehorizon inacore showedrelevant

14Cages｡ Fromthese results,itwasassumedthattheplantresiduesin

thecoreoriginatedinriverflood andWerenixedwitholdersedimentsof

shallowsea whenthesedimentlayerwasoverloadedandcollapsedforming

theturbiditycurrenttothedepthofover2000neters. Suchevntsmust

haveoccurredwithconsiderblefrequency, thatis,Severaltimesinone

thousandyears.

Forreference, theageofaWoodfragmentinanotherpebblycorefrom

theSurugaTroughwasmeasuredalso. Theresultreveals thatthepebble

layerdistributedintheSurugaBayandtheSurugaTrough isveryrecent

sedinentstransportedbysomekindofgravityflow.
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