大分平野における断層構造を考慮した第四紀後期以降の地形発達
清水 龍来

Study Area

図１．大分平野周辺の地形地質概観図
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蘇火砕流堆積物 10.段丘堆積物 11.完新統
[陰影図は国土地理院運営地理院地図を加工．地質図は，産総研発行 20 万分の 1 日本シームレス地質図に基づいて作成．海底は
No.1,218(1:10 万)海図による等高線間隔は 20m，破線は 10m．]

ほか,1997;大分県,2002;千田ほか,2003;千田ほ

Ⅰ．はじめに
大分平野は四国から連続する中央構造線の九

か,2004 など]段丘の形成史や断層の位置，性状

州への入り口にあたり，地形・地質構造上およ

に関する知見の蓄積が進められてきた。しかし

び第四紀テクトニクスの観点から重要な地域に

以下のような課題がある。①地殻変動の基準と

位置している。この地域内には段丘地形が比較

して重要な海洋酸素同位体ステージ（ 以下

的広く発達しており，また平野の地下地質は，

MIS：Marine Isotope Stage とする。
）5e段丘

伏在断層の断層活動に影響を受けて成長，変形

の認定に関して研究間で相違がある。②平野の

している。このような地域特性から大分平野は

地下地質に関する研究は平野西部[千田,1987]

中央構造線西端部での新規地殻変動を知る上で

に限られ，中東部に関するものが見られない。

重要な地域である。上述の視点から従来より段

③伏在断層の長期間（105年スケール）における

丘地形および伏在断層に関する多くの研究が進

活動性評価には後述するような課題がある。

められ[千田,1974;九州活断層研究会,1989;吉岡

特に，②平野の地下地質に関する研究は，
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MIS2-1 の環境変化と地形・地質の応答を明ら

一方，大分平野の沖積層は基底礫層を基盤と

かにすることであり，類似の気候海水準条件で

して下部砂層，中部泥層，上部砂層，最上部砂

あると考えられる MIS5-6 間の地形・地質を考

礫層からなり，貝化石を含む中部泥層の下部で

える上で重要であり①の課題に関わる。また，

約 8500 年前，上部で約 6300 年前の14C年代が

地質構造は伏在断層の分布を規制し，平野下の

得られている。中部泥層の中上部には鬼界アカ

後期更新統は 10 万年スケールでの沈降量を記

ホヤ（K-Ah）火山灰（7.3Ka）[町田・新井,2003]

録している可能性があるなど③の課題にも深く

が挟まれる[千田,1981]。

関わっている。

断層に関しては，首藤・日高（1971）が南岸

そこで本研究では，まず既存のボーリング資

断層の存在を指摘して以来，別府湾の起源に関

料を用いて平野下の地質構造と発達過程を明ら

連する伏在活断層の存在についての研究が行わ

かにする。その情報を基に段丘および平野下の

れてきた[吉岡ほか,1997;大分県 2000;2001;

後期更新統の発達過程を議論し，その上で長期

2002;千田ほか 2003;2004 など]。千田ほか

間における地殻変動量の検出を試み，断層活動

(2003,2004)によると平野下には府内断層，志村

との関連性を考察する。

断層，三佐断層の 3 条の北落ちの正断層が確認
され(図 2)，その活動性は完新統に基づくと三佐
断層が 3～6ｍ/千年，志村断層が 0.3m/千年，日

Ⅱ．地形・地質概観
大分平野は，大野川・大分川の下流に広がる

岡地区の断層が，1.7～2.1m/千年，府内断層が，

海岸平野で，南方は結晶片岩からなる佐賀関半

2.2～2.5ｍ/千年である[千田ほか,2003;2004]。

島および中生界・大野川層群からなる山地で限

また千田ほか(2004)は，MIS5e の堆積物上限の

られ西方には，油布岳，九重山，阿蘇山など北

比高を用いて，志村断層および三佐断層の平均

東～南西方向の第四紀火山列が存在する
（図１）
。 変位速度を，それぞれ 0.6m/千年，0.42ｍ/千年
平野内部には，鮮新～更新統の非海成砂礫・シ

としている。しかし，断層低下側に分布する

ルトを主体とし火山屑砕物を挟む碩南・大分層

MIS5e の堆積物は，最終氷期（MIS2）の堆積

群が発達し，段丘はこれらを基盤にして広く発

物に不整合で覆われることから，MIS5e 当時の

達する[吉岡ほか,1997]。

堆積面を残存していない可能性があり，その上
限の比高を基に MIS5e 以降の変位量とする議

段丘地形は，従来より 7-11 段に分けられてい

論には課題があると考えられる。

る[千田,1974;九州活断層研究会,1989;吉岡ほ
か,1997]。編年に関しては，最高位の大在面を
構成する大在層上部に 33 万年前の加久藤テフ

Ⅲ．研究方法

ラが見出されており，本段丘が MIS9 に対比さ

平野部の地下地質情報については，大分市提

れるほか，城原面は海成の岡層[Shuto et

供の教育施設，道路，下水道の整備・改修等に

al.,1966;大山・坂本,1972]の堆積面で，MIS5e

伴うボーリング資料および国土交通省・独立行

に対比される[千田,1974;下山ほか,1999]。しか

政法人土木研究所・港湾空港技術研究所共同運

し，岡層は阿蘇 3B（Aso-3）火砕流堆積物

営の国地盤に掲載される河川改修等に伴うボー

(120-140ka[町田・新井 2003]の上位にあたり，

リング資料，瀬戸ほか（1972）掲載のボーリン

また岡層上部には鬼界葛原（K-Tz）火山灰が挟

グ資料を用いた。

まることから MIS5c に対比し，海成層を伴う横

段丘については，米軍撮影 4 万分の１および

尾面（吉岡ほか,1997 の中位Ⅰ面）をステージ

1 万分の 1 空中写真判読および現地調査，既存

5e に対比する意見もあるなど統一的な見解は

資料を合わせて段丘面の区分を行った。

得られていない。
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ある。層相は A－A’断面の東陽中学校におけ

Ⅳ．平野下の地下地質

るボーリングコアで，細砂からなる下部層，そ

本稿では，大分平野のうち地下地質に関する

の上方の砂混じりシルトからシルト，さらに上

報告が少ない中東部を中心に，記載を行う。

方の 3ｍｍ～5cm の亜円礫を含む円，亜円礫層
からなる上部層の３部に細分できる。一方，B-B’

[沖積層の記載]
大分平野中東部の沖積層は前期～中期更新

断面の Fb-28 コアでは，砂泥互層からなる中下

統の大分層群ないし，後期更新統を基盤とし，

部と，砂層および礫を混入する淘汰不良の砂層

その上に不整合で下位より下部砂礫層，下部砂

からなる上部層が見られる。C-C’断面の Gb-9

層，中部泥層，上部砂層，上部砂礫層および最

コアにおいても本層下部に砂泥互層が見られる。

上部泥層がのっている。以下，特徴的な部層ご

また河口部において本層は貝化石が多産する砂

とに詳述する。地形分類図および地下地質断面

層を主体とする。本層はその層相から，上方細

図の測線位置を図 2 に，地下地質断面図を図

粒化と腐植混じりのシルト特徴的な蛇行河川の

3(a)(b)に示す。

堆積環境，砂泥互層が特徴的な，干潟ないし潮

・下部砂礫層

汐の影響が強い浅海性の堆積環境，貝化石の産
出が特徴的な浅海底の堆積環境，主に下流部で

本層は上流部では大分層群に，下流部では所
により後期更新統に不整合に累重する礫質もし

見られ所により礫を混入する淘汰不良の砂層

くは基質支持の礫層からなる網状河川堆積物

（海進砂[田辺,2013]）が特徴的な潮下帯の堆積

[田辺,2013 など]である。層厚は上流から下流に

環境，主に上流域でみられ，所により礫を混入

かけて図 3 A-A’断面では，一定で概ね 5m 前

する河川性の砂層と垂直水平方向へ変化に富み

後である。構成粒子は大野川沿い松岡付近で

堆積システムでは概ねエスチェアリーシステム

10cm 以上の大礫を含む 3mm～5cm の円～亜

[田辺,2013 など]に対応する。

円礫からなる。一方下流の鶴崎付近では大礫の

・中部泥層

混入が少なくなり，
3mm～5cm の円～亜円礫か

中部泥層は上流部では主にシルト質砂および砂

らなる。本層上面の標高は，大野川沿いでは松

で構成され，下流部ではシルト～シルト質砂お

岡付近で約-20m,丸亀付近で約-30m，河口部で，

よび砂で構成され，
いずれも上方に粗粒化する。

約-60～-80m である。本層堆積年代に関する資

また丸亀付近を境に上流側では，腐植物を，下

料は，千田ほか(2004)の大野川測線におけるボ

流側では，腐植物および貝化石を含む。以上の

ーリング調査によって，本層直下の泥層中で

層相から，本層は下方から上方へ，プロデルタ

40,160yBP，
直上の泥層中で 13,610yBP の値を

からデルタフロント[田辺,2013 など]の堆積層

得ている。また，日岡測線において本層を覆う

である。貝化石を含む層の上限高度は丸亀付近

黒ボク土中に AT 火山灰層を認定しているほか，

で，約-2ｍであるが，後述する上部砂礫層に削

花粉分析によって本層中に最終氷期最盛期の環

り込まれている可能性がある。なお大分川沿い

境を示す FG 帯[野井,1987]を見出している。

の中部泥層のうち，貝化石を含む泥層の上限高

・下部砂層

度は約+2m である[千田,1981]。層厚は大野川沿

本層は，下部砂礫層を覆う礫混じり砂層，砂

いにおいて陸側で約 20ｍ，河口部付近で，25m

層，シルト混じり砂層，砂泥互層およびシルト

弱である。C-C’測線の埋め立て前の海底にお

層からなり，陸側では腐植を含み，海側では一

ける本層の層厚は約 50m 以上である。また本

般に下部に腐植を，上部に貝化石を含む。層厚

層中には，灰白色～淡灰色の火山灰層が

は大野川沿い（図 3 の A-A’断面）において，

10cm~2m の厚さで含まれる。別府湾北西部の

丸亀付近で約 10ｍ，河口付近で最大約 35m で

海底ボーリングによると完新世堆積物中の火山
3

図２ 地形分類図
[ 断層の位置は千田ほか(2004)に基づく。火山噴出物は，吉岡ほか（1997）に基づく]
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松岡

図３（a） 地形地質断面図
[測線および主要なコアの位置は図２に示す．]
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図３（b） 地形地質断面図
[測線および主要なコアの位置は図２に示す．凡例は前ぺージを参照．]

6

灰層は K-Ah 火山灰層のみであることが分かっ

軸に接近する。現在の別府湾底の深度分布（図

ており，[島崎ほか,1986]本層中の火山灰は

１）をみると西方に閉塞された窪地があり，大

K-Ah の可能性が高い。年代資料は，千田（1987）

分川及び乙津川に相当する開析谷は，窪地へ接

が，本層中下部において 8,460yBP を，最上部

近するように見える(図 1,4)。開析谷の現深度は，

において 6,250±140yBP をそれぞれ得ている。

大分川下の谷の最深部で海抜-90ｍ，乙津川下の

・上部砂層

谷の最深部で，-80ｍ，大分川下の谷の最深部で

上部砂層は貝化石を含む砂層を主とし，分布は

-70m である。

大野川沿いでは，鶴崎以北に限られ，本層の上

・沖積層基底深度の急変箇所
沖積層基底深度分布にいくつかの急変箇所

面高度はより内陸側の地形面に比べ数ｍ高い。
層厚は陸側から海側へ厚さを増大させ，最大

が見受けられる。大野川右岸では，志村断層推

20m 以上に達する。本層は，その上面高度と，

定位置で基盤深度が 10ｍ以上の北落ちを示す。

貝化石を多産するという特徴から砂嘴システム

また三佐断層推定位置においては開析谷の谷壁

[田辺,2013 など]に対応する。

斜面と区別が容易ではないが，三佐断層に沿っ

・上部砂礫層

て基盤深度が北落ちを示す。日岡地区では日岡

下位の地層を切ってのる河成の礫混じり砂～

断層沿いに基盤深度が 10ｍ以上北落ちを示す。

砂礫層で，
浅い谷城の地形を成すところもある。

その他，下郡北方，大分川支流の裏川沿いで北

また礫の集中する部分もある。年代資料は，千

西方が 10ｍ以上北落ちを示す基盤深度の急変

田ほか(2004)が本層最上部で 1,450yBP の 14C

が見られる。大分市街では府内断層推定位置付

年代を得ているほか，
本層下部中において 3000

近で基盤深度の急変が見られる。

±80~85yBP の年代を得ている。

・埋没低位面（図 4）
本面は主に大分川及び，
大野川沿いにみられ，

・最上部泥層

分布高度は大分川沿いでは古国府付近で，-10m

旧流路や後背湿地などの堆積物で，有機質シ

～-20ｍ，下郡付近で，-20m～-30m，大分市街

ルトからなる。

付近では，府内断層を挟んで南側では-20m～
30m であるが，
北側では-40m～-50m と急変し，

[沖積層の地質構造と埋没地形の記載]

河口部付近で-60m に達する。一方大野川沿い

沖積層基底を示す下部砂礫層ないし，その他
の更新統，基盤岩類の上面高度分布から復元さ

では，松岡から志村西方にかけて-30m～40m，

れた沖積層基底深度分布（図 4）をみると 2 段

鶴崎-家島間で-40～-50m，河口付近では-50～

の埋没平坦面の存在と開析谷軸，基盤の高まり

-60m であり，大分川に比べ，より上流まで分

などが確認できる。

布高度が低い。また，平面的な分布の特徴は

・開析谷軸

鶴崎南西方や，下郡北方で基盤の高まりに規制

谷状の地形から，当時の開析谷軸が推定され

されるように分布が狭くなっている。千田

る(図 4)。大分川沿いにおいては，現河道と概ね

(1981)は大分川沿いにおける本面の傾斜約

一致する。大野川および，乙津川においては，

4.4‰は，大分川流域に分布する河成段丘のうち，

概ね現在の河道と類似の傾向がみられ，鶴崎以

最低位面のそれと同じで，埋没下位面が，最終

南では，両河川の氾濫原を共有するが，鶴崎付

氷期最盛期に形成されその後沖積面下に埋没し

近の基盤の高まりで，分流し，現在の乙女津川

た最低位面の延長であるとしている。

下の谷は北西方向へ，大野川下の谷は北東方向
へそれぞれ流路をとる。乙津川の河口位置は現
在のそれよりも西方よりで，大分川下の開析谷
7

図４ 沖積層基底深度分布図

図５ K-Ah 火山灰下底高度分布図
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・埋没高位面（図 4）

に-61~-66m では砂層-66~-83m では泥層，

本面は，0～-5m 以浅に見られ，基盤の山地

-82m~-88ｍでは，軽石まじりの砂層，-88m 以

丘陵を取り巻くように分布する。千田（1981）

深では礫まじり砂層砂～礫層（資料には層相の

は，大分市街南西方において，下部砂礫層最上

変化を意味する境界線が引かれるが，詳細な記

部の 14C 年代と貝類群集から，8,280yBP に

載がないため地質断面図では一括）が見られ，

-5.1m 付近に海岸線が位置していたことを明ら

最下部には泥層がみられる。
C-C’断面，Eb-57 コアでは，海抜約-40m～

かにし，本面が海水準の上昇速度の低下ないし
停滞によって波食台として形成されたとしてい

-46ｍに下部砂礫層に対比される礫層が見られ

る。なお，本面の分布域では，K-Ah の純層が

る。その下位海抜約-46m～-50m では，凝灰岩

みられないことが多い。

層，約-50m～-66m は砂礫層，約-66ｍ～-67m
では礫まじりの泥層，約-67m～-87m は最下部

[K-A h 火山灰層の深度分布]

に軽石を含む泥層，約-87～-110m では，軽石，

K-Ah 火山灰層の深度分布を図 5 に示す。

火山灰および貝化石を含む砂層，約-110m～

K-Ah 火山灰層下底は＋2ｍ～‐60ｍの範囲で

-121m は，軽石を含む凝灰岩層，約-121~-124。

変化がみられ，一部例外を除いて沖積層基底深

5m は礫層，約-124。5m～-138。5m は砂層，

度分布と調和的である。詳細には，三佐断層を

約-138。5～-142m は泥層，約-142m～-143。

挟んで，南側では約-30ｍ以上であるが，北側
（低

5m は礫層，約-143。5m-146m は砂質シルト，

下側）では約‐60ｍ以下である。志村断層東端

約-146m～-150m は砂層である。

部では，断層を挟んで南側では‐約 10ｍである

また，下山ほか(1999)は，家島北東の大野川

が北側（低下側では）約－15ｍである。日岡地

右岸埋立地におけるボーリングコアのテフラ分

区の断層では南側で約‐15ｍであるが，断層の

析から，深度-88m 以深に

低下側では，約‐20～‐25ｍである。府内断層

MIS5e,MIS7,MIS8,MIS9 に対比される堆積層

を挟んで南側は約‐15m であるが，北側（低下

を見出している。

側）では約‐30m 以深である。また，下郡北の
裏川沿い
（既存の府内断層推定位置よりも南方）
では，裏川右岸では‐5ｍ以上であるが，裏川
現河床下では‐20ｍ以深と急変がみられる。
[下部砂礫層下の後期更新統]
千田ほか(2004)は，大野川測線や，日岡測線
におけるボーリング調査で下部砂礫層ないし，
海成完新統の下位に，温暖な気候を示す花粉化
石を産出する泥層を見出しており，MIS5e の堆
積物に対比している。本研究で用いた既存のボ
ーリング資料においても，
下部砂礫層の下位に，
Ｎ値や層相から基盤岩類ではない後期更新統と
考えられる地質が確認できた。
A-A’断面
Gb-9 コアでは，海抜-54ｍ～-61ｍ付近に下部
砂礫層に対比される砂礫層が見られ，その下位
9

・M2 面

Ⅴ．段丘の記載
地形判読の結果本地域の段丘面を H（H1~3）
，

大野川に沿う連続性はよく,高度は 31m～
39m で段丘面の保存はよい。M1 面の開析谷と

M（M1~3）
，L（L1~2）の８面に区分した。
本稿では，大野川沿いに分布する段丘のうち，

それ以高の面を開析する谷からの小扇状地はこ

既存研究で MIS5e 段丘の可能性を指摘されて

の段丘面に相当する。層厚は 20m 以上である

いる M1 面および M2 面の記載を中心に行う。

が，基盤がみられないのでその正確な厚さは不

地形分類図を図 2 に，大野川沿いの河床段丘縦

明である。層相は，下部は径 5cm 前後の非常に

断面系を図 6 に，M1 面構成層の横断地形地質

sorting のよい円礫層で安山岩・チャートが主

断面図を図 7 に，沖積低地を含めた縦断地形地

でわずかに結晶片岩礫を含む。中部はシルトお

質断面図を図 8 に示す。

よび砂層で軽石粒を多く含む。上部は最大径

・M1 面

30cm の sorting の悪い円礫層であるが，5m 前
後の厚さで，海方へ礫径を減じ砂礫層に移化す

鶴崎台地で最も広く分布する段丘面で,大野川
沿いの連続性はよい。調査地域より上流では,

る[千田,1974]。吉岡ほか(1997)では横尾付近で

支谷沿いに開析扇状地の形態をとる。高度は

本面に接する形で Aso-3（Aso-3，120-140ka[町

43m～50m で南へ高度を増す。構成層は，下部

田・新井,2003]）の噴出物の存在が示されてい

は最大径 30cm の sorting の悪い円礫からなり

るが，本面の構成層との層位関係の詳細は不明

マトリクスは granule である。上部は砂礫層で

である。縦断面形は，ほぼ水平であり，現在の

砂層中に礫やシルトのレンズをはさむ。最上部

河床と類似する。

は礫がちの砂礫層であるが上流へ向い礫が多く
なる[千田,1974]。層厚は 10～20m 前後である。
縦断面形は，森よりも上流で，現河床の勾配に
比して若干大きくなるが，現河道方向へ傾斜す
る段丘の末端が侵食で失われた結果として，見
かけ上急勾配になっている可能性がある。

S

N

M1
M2

図６ 河床・段丘縦断面図
[ 国土地院提供５ｍメッシュを用いて作成した２ｍ等高線から，各段丘面高度の下限と上限を読み取り，大野川に投
影して作成．垂直方向に幅がある段丘ほど大野川方向へ傾斜していることを示している．]
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図 7 河床・段丘横断地形地質断面図
[ 測線位置は，図２に示す．段丘構成層および不整合面の高度は千田(1974)を基に作成．]

F’

F

図 8 M1 面地形地質断面図
[ 測線位置は，図２に示す．]
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を堆積させるような湿地的環境が広がっていた

Ⅵ．平野下の地質構造とその発達過程

と考えられる。最高海水準に達した時期は，大

大分平野の沖積層は，いくつかの特徴ある部
層に分けられる。下部砂礫層は，更新統の大分

分平野西部のカキ層の14C年代から推定される

層群および一部後期更新統を直接覆う砂礫層を

6,600yBP以後であり，大分市街地付近の中部泥

一括しているので，更新世末～完新世初期の

層最上部の 14C年代が 6,250yBPであることか

種々の堆積時期・堆積環境のものを含んでいる。

らそのころまで高海水準が続き内湾が広がって

すなわち，各主要河川およびその支流の影響が

いたと考えられる[千田,1987]。その高度は，大

及ぶ範囲に分布する（埋没高位面以外）本層

野川沿い丸亀付近では，約-2mであるが，大分

は，14C年代や花粉分析の結果[千田ほか,

平野西部の大分川沿いでは，+2m～+3.6mであ

2004]から，MIS4~2 の時期に形成されたこと

ったと考えられる[千田,1987]。大野川沿いでは

が分かる。
亜氷期～氷期にあたる当時の海面は，

上部砂礫層が中部泥層を直接覆うことから，後

現在よりも最大-120mほど低かったと考えられ

術する侵食作用で，堆積面が失われている可能

[Chappell,1994]，侵食基準面の低下による河川

性がある。

の下刻に伴う本流性の沖積薄層及び支流性の谷

中部泥層堆積後の約 3000 年前以降から 1500

壁斜面堆積物が下部砂礫層の主体であると考え

年前までの穏やかな海面低下に伴って，粗粒な

られる。一方埋没高位面を形成する砂礫層は，

堆積物の堆積がはじまり，上部砂礫層が堆積し

約 8,260yBPにおける海面の上昇速度の減少な

た。さらにその海水準の安定に伴い，上流部で

いし停滞による波食作用[千田,1987]とそれに

は自然堤防や後背湿地の発達する氾濫原，河口

伴う基盤岩ないし，近隣の段丘堆積物の洗い出

部では砂州が発達した。

しであると考えられる。また，この波食台の形
成に先だつ後氷期の海面上昇に伴って，下部砂

Ⅶ．段丘の編年と平野下の上部更新統

層の堆積が進行した。下部砂層の堆積環境は，

・段丘面の編年

垂直方向へは中下部から上部へ，水平方向へは

Ⅵでは，更新世末(MIS4~2)から完新世(MIS1)

上流から下流へと変化がみられる。すなわち，

の環境変化と地形発達過程の関係が明らかにな

上流中下部では蛇行河川性堆積物，下流下部で

った。すなわち，氷期には海水準の低下に伴う

は干潟ないし，潮汐の影響した浅海性，浅海性

河川の削剥が卓越し，後氷期には，海水準の上

の堆積物がみられる。一方上部では上下流，共

昇に伴い，氷期の下刻の結果形成された開析谷

に海進に伴う波浪エネルギーの増加を示唆する

を充填するように堆積が起こる。MIS4~2 の下

堆積層から潮下帯への以降が推定される。その

刻量は丸亀付近で 30m,鶴崎付近で 40m であり，

後，大分平野西部では埋没高位面上の貝化石群

その後の海面上昇速度を上回る隆起（最終氷期

集が内湾岩礁的環境から内湾泥底環境へ変わる

最盛期を 18ka とすると約 3～2.5mm/yr 程度の

[千田,1987]ような急激な海面上昇が起こった。

平均隆起速度）が無い限り，氷期の河床遺物は

大分平野中東部においても下部砂層の堆積環境

間氷期の海進に伴う堆積物に埋没することにな

であるエスチェアリーシステムから中部泥層の

る。このような海水準変動に対応した氷期－後

堆積環境であるデルタシステムへの急激な以降

氷期の削剥－堆積の過程は，MIS2-MIS1 間以

がみられることから，同様の海水準上昇が起こ

前のステージにおいても水利条件が大きく異な

ったと考えられる。大野川沿において丸亀付近

らない場合成り立つと考えられる。特に

まで，貝化石の産出が確認できることから，少

MIS2-1 と類似の気候・海水準条件下にあった

なくとも丸亀付近まで，海域が広がったと考え

と考えられる MIS6-5e においては，同様の地

られる。それより内陸側は，腐植質な砂質泥層

形・地層形成が成り立つと推定される。水理条
12

件の変化の可能性であるが，丹生台地に分布す

るが，MIS5e と現河床との比高から推定される

る 大 在 層 が 加 久 藤 テ フ ラ (330ka[ 町 田 ・ 新

隆起量約 40m に比べて著しく小さい。
しかし，

井,2003])を挟み MIS9 に対比されているので，

近年 MIS7 の海水準が，MIS11,MIS9 や MIS5e

MIS9 当時既に高海面期には，大在層分布域ま

に比べてとくに低かった[Dutton et al.,2009]と

で海進の影響が及ぶ環境にあったと考えられ，

いう報告があり，関東平野においても同様な報

高海面期における海岸線の位置は MIS9~MIS1

告がある[須貝ほか,2013]。したがって，M1 面

を通じて大きく変化していないと考えられる。

を MIS7 の段丘と考えた場合，河床縦断面形が

一方，氷期においては，別府‐島原地溝帯に分

MIS5e と考えられる M2 面よりも急勾配であり，

布する正断層系の成長に伴い，湾底の深度が深

現在の M1 面－M2 面の比高は隆起量を示して

くなり，そこに注ぐ河川の勾配が急になる可能

いないと考えられる。
なお構成層に着目すると，

性がある。この場合，MIS6 の下刻量に比して

M1 面の構成層が，M2 面や沖積層に比して粗

MIS2 の下刻量が大きくなる。以上のような環

粒で礫がちであり，より陸成の性格が強く，M1

境変化と地形形成の関係を踏まえて，段丘面の

面形成当時の海進規模が MIS5e や MIS1 に比

編年を再検討する。

べ小規模であったことを示唆している。

M1 面が MIS5e，M2 面が stage5c であると

以上を総合して，本研究では M1 面が MIS7

仮定すると，M2 面の基底は stage5d に下刻さ

の形成，M2 面が MIS5e の形成である可能性が

れたことになる。その下刻量は，MIS5e から推

高いと考える（表 1）
。

定される約 0.4mm/yr の隆起を考慮しても，約
40m 以上である。これは，MIS2 における下刻

表１．段丘対比表

量と同程度であるが，Stage5d の海水準は，5e
に比して-40m 程度[Chappell,1994]と考えられ，
MIS2 の海面低下量-120m の 1/3 程度，期間は
10 分の 1 程度であり，MIS5d に MIS2 と同程
度の下刻が起こったとは考えにくい。また M1

[ 本研究で議論している M1,M2 面についてのみ段丘
の対比表を作成.（）内は本研究における段丘面区分 ]

MIS/文献 千田(1974)
MIS5c
MIS5e
Ⅴ（M2）
MIS6
Ⅳ（M1）
MIS7

吉岡ほか（1997） 本研究
中位Ⅱ面（M2）
中位Ⅰ面（M1）
M2
M1

面を MIS5e と仮定した場合の FS’値および TT’
値[吉山・柳田,1995]をそれぞれ算出すると前者
が約 40ｍであるのに対し，後者は 55~60m と

・下部砂礫層より下位の上部更新統

その値に開きがある。これは，前述したように

MIS5e の形成と考えられる M2 面の下位には顕

水理条件の変化で，MIS2 の下刻量が，MIS6

著な堆積段丘を見いだせないことから，顕著な

の下刻量に比して 15～20m 程度大きかったと

下刻とその後の埋積による分厚い海成層の発達

いう水利条件の変化を想定しなければ説明でき

は，MIS6-5e のサイクル以降，MIS2-1 サイク

ない。

ルまで行われていないと考えられる。したがっ

一方 M2 面を MIS5e と仮定した場合，その

て，下部砂礫層の下位に見られる，分厚い細粒

上位の M1 面は，MIS7 以前の高海面期の形成

物質とその下位の砂礫層は，MIS6-5e のサイク

と考えられる。その場合，M1 面と M2 面の比

ルで形成されたものである可能性が高く，千田

高は約 10m 強であり，Chappell(1994)に従え

ほか(2004)において下部砂礫層の直下の地層中

ば，MIS7 と MIS5e の海水準は同程度であるの

における花粉化石分析結果から MIS5e に対比

でその比高 10ｍ強が MIS7-5e 間の隆起量とな

していることもこれを支持する。
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図 9 大分平野の後期更新世約 10 数万年間における地殻変動量
[ 地殻変動量の産出方法は吉山・柳田(1995)に従う．隆起量の読み取りは鶴崎台地については，国土地理院提供 5m メッシュ
標高データから作成した 2ｍ等高線を用いたため読み取り誤差は±4ｍ．丹生大地は大分市発行の 1 万分の１地形図（等高線間
隔 5m）を用いたため，読み取り誤差は±10m．佐賀関半島については国土地理院 25000 分の１地形図を用いたため，読み取
り誤差は±20m である。 ]

その活動に伴って河道や水理条件が変化する可

Ⅷ．断層構造と後期更新世における地殻変動
Ⅳでは，沖積層基底高度分布および K-Ah 火

能性がある場合 MIS2 と MIS6 の河床縦断形の

山灰層下底高度分布の高度急変箇所は概ね，従

再現性に問題がある。これらの課題を内包する

来報告されていた断層推定位置と調和的である

ことを踏まえたうえで，本研究では予察的に沈

ことが示された。一部裏川沿いで，府内断層推

降量を求めた（図 9）
。その結果，丘陵部では隆

定位置よりも南方で，沖積層基底高度および

起を示し，約 10 数万年間の隆起量は丹生台地

K-Ah 下底高度分布に急変がみられるが，それ

北端で約 35m，鶴崎大地北端で 28m である。

らが断層による変形であるか否かはより詳細な

一方平野部では，沈降が見られ，約 10 数万年

検討を必要とする。

間の沈降量は千田ほか(2004)の No.3 孔（大野

Ⅵ，Ⅶで議論した段丘面の編年，平野下の上部

川測線上，志村断層の低下側）で-17m，A-A’

更新統の形成過程を踏まえると，M2 段丘面と

断面 Gb-9 コアで-35m，C-C’断面 Eb-57 コア

現河床との比高から FS’値（MIS5e-MIS1 間

で，-81m である。また下山ほか(1999)の志村

の隆起量）を，MIS2 に対比される下部砂礫層

6,7 コア中 MIS2,MIS6 の比高から約-5m，その

と MIS6 の砂礫層の比高ないし，
MIS8 と MIS6

下位の MIS6（5e 基底）
，MIS8（MIS7 基底）

に相当する堆積物の比高から TT’値を

の比高から約-35ｍの値が得られるが，当該地点

（MIS6-MIS2 orMIS8-MIS6 の沈降量）それぞ

は志村断層の低下側にあたり，上述の大野川測

れ，求められる可能性がある。しかし，本研究

線 No.3 孔で得られた沈降量-17ｍと同程度以上

および先行研究で MIS6 の河床遺物と考えられ

になると考えられるので，MIS2-MIS6 間の沈

る礫層が見られるコアの多くは，下部砂礫層の

降量は妥当ではない。その理由については後述

分布から推定される開析谷軸上ではなく氷期に

する。また千田ほか（2004）日岡測線の A 孔で

おける谷壁斜面ないし支流の流域に位置してい

は，MIS5e とその基底の砂礫層が認定されてい

る可能性があり，また河口部に断層が存在し，

るが，MIS5e 基底の砂礫層と同程度の砂礫層が
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沖積層基底に存在しないこと，沖積層の直下に

る。なお Gb-9 コアは千田ほか(2004)に示され

AT を挟在する黒ボクが発達すること，から最

る，日岡地区の断層の南西端の低下側に位置し

終氷期最盛期以前に下刻作用が及ばない環境に

ており，この断層の延長部が上述の変位を及ぼ

置かれた可能性が高いため地殻変動の指標とし

している可能性がある。その場合，日岡地区の

ない。

断層の完新世の平均変位速度は 1.7~2.1mm/yr
[千田ほか,2004]であるから，本断層は後期更新

これら約 10 数万年間の地殻変動量と既存の
活断層との関係をみてみる。丹生台地の平均隆

世以降活動度 A 級で活動を継続し，完新世では

起速度約 0.35mm/yr と志村断層低下側の沈降

その活動性を活発化させている可能性がある。

量約-0.17mm/yr から，志村断層のスリップレ
ートは，0.52mm/yr と推定される。完新世の平

Ⅸ．おわりに

均変位速度 0.3～0.45mm/yr[千田ほか,2004]と

本研究では，既存のボーリング資料に基づい

比べ若干大きい値であるが，活動度 B 級の範囲

て大分平野中東部を中心に平野下の地質構造及

内に収まり，後期更新世以降活動度 B 級の活断

発達過程を明らかにし，その情報を基に段丘の

層として活動を継続してきた可能性がある。ま

発達過程を議論した。それらを指標として，第

た，Gb-9 コアおよび下山ほか(1999)志村 6，7

四紀後期における地殻変動量を求め伏在断層と

コアから推定される，平均沈降速度-0.35mm/yr

の関連性を論じた。しかし，地殻変動量の推定

と志村断層低下側（三佐断層の低下しない側）

に関しては地層の対比・編年や氷期の河床高度

の沈降量約-0.17mm/yr から三佐断層のスリッ

の再現性の問題など課題は多く，予察的段階で

プレートは，-0.18mm/yr となり，完新世にお

ある。今後，テフロクロノロジーの進展，平野

ける平均変位速度 3～6mm/yr[千田ほか,2004]

の地下地質情報の蓄積による，より実証的な研

と比べて，明らかに小さく，このことは，三佐

究が期待される。

断層が後期更新世以降ある時点から活動を活発
化した断層である可能性を示唆している。とこ

謝辞

ろで，下部砂礫層の分布から推定される最終氷

本研究を行うに当たり大分市役所教育部学

期の谷底がこの断層に規制されているように見

校施設課，同所下水道部およびタナベ環境工学

える。このことは，三佐断層が最終氷期の少し

株式会社様にはボーリング資料を提供していた

以前に活動を活発化させることで，その沈降域

だいた。また地域の皆様には掘削調査などの依

に選択的に最終氷期最盛期の谷が刻まれるよう

頼に対して快く土地を提供いただいた。以上の

になったという可能性を示唆している。このよ

方々のご協力があって，本稿を書きあげること

うな過程で水理条件が変化し，最終氷期の下刻

が出来た。厚く御礼申し上げます。

の中心となった下山(1999)の志村 6,7 コアでは
MIS6 に比べ MIS2 の下刻量が卓越し，結果と
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