鰺ヶ沢地域の海成段丘の旧汀線高度に基づく第四紀後期以降の隆起量と隆起速度
粕尾奈緒
Ⅰ はじめに

太田・伊倉（1999）は本地域の海成段丘を

青森県の日本海側の海成段丘は深浦地域

高位から，H2 面・M1 面・M3 面・L 面に

でもっとも発達しており，鰺ヶ沢地域（図

区分している．宮内(1988)も同様に，深浦・

1）では深浦地域より発達の程度は劣るもの

鰺ヶ沢地域では高位面より，Ⅴ面・X１面・

の，明瞭な海成段丘が L 面・M 面・H 面と

X2 面・X3 面・X4 面・X5 面・L 面が存在

存在する．それより北東では海成段丘自体

するとしており，その中でも鰺ヶ沢地域に

は存在するものの，L 面・M 面・H 面がそ

存在する面はⅤ面・X1 面・X3 面・L 面と

ろって存在する場所は見られない．鰺ヶ沢

している．これは前述した太田・伊倉（1999）

地域は各海成段丘面が揃う北限であり，ど

の H2 面・M1 面・M3 面・L 面に対比され

の程度の隆起量，隆起速度で段丘面のつき

る．

方が変化するのか，鰺ヶ沢地域の隆起量は

このように，従来の研究では本地域の海

同程度なのか不明な点も数多い．

成段丘区分は十分になされているが，鯵ヶ
沢周辺に特化してその隆起傾向や隆起速度
について十分な研究はなされていない．そ
こで本研究では，鰺ヶ沢地域の各海成段丘
面が離水してから現在までの隆起量から鰺
ヶ沢地域の中での違いを比較検討すること
を目的とする．
Ⅲ 研究方法
まず，国土地理院撮影の空中写真をもち
いて，本地域の地形概要を得るために空中
写真判読を行い，その結果を国土地理院発
行 2 万 5000 分の 1 の地形図に示し，地形
分類図を作成した．現地調査では，ハンド
レベルを用いて各段丘の旧汀線高度を測定

図 1 調査地域図

した．より多くの旧汀線高度を得るために
2500 分の 1 の地形図を用いて各面の旧汀線

Ⅱ 従来の研究と研究の目的

高度データを補った．また，露頭観察では

本研究地域の海成段丘は，いくつかの研

堆積物の粒径や層相をスケッチし，ローム

究によって，これまで区分がなされてきて

層の厚さなどを記載した．

いる（宮内，1988；太田・伊倉，1999）
．
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Ⅳ 地形面区分
本地域の地形面を H2 面・M1 面・M3 面・

を受けている．loc.1 において褐色風化火山

L 面に区分したものを図 2 に示す．本研究

灰層は 70cm であり，その下位に段丘構成

での区分は太田・伊倉（1999）に従う．

層と思われる砂質シルト層や約 3m の砂層

H2 面

を確認した．

H2 面は，本地域の最高位面であり，開析

図 2 地形分類図と旧汀線高度測定結果
()内は地点番号，その隣は隆起量を示す．
M1 面

において，褐色風化火山灰層は約 1m～1.5

M1 面は，H2 面の下位に分布し，本地域

ｍほどである．その下位には段丘構成層で

で最も連続性がよく，広く分布している段

あるシルト層や砂層が見られる．特に，

丘面である．本段丘は構成層を Toya 火山灰

Loc.4 においては，基盤の谷を埋めるように

層が覆っている（宮内，1988）．Loc.2～5

海成層と思われる砂層が分布しており，大
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規模な海進の時代に形成されたことを示し

本地域における分布は非常に限られている．

ている．

本段丘面も Toya 火山灰に覆われることか

M3 面

ら，MIS5e の高海面期の後半に離水した段

M3 面は，M1 面の下位に分布しており，

Loc.1

Loc.2

Loc.3

丘であることが知られている（宮内，1988）
．

Loc.5
Loc.4

図 3 柱状図と露頭スケッチ
L面
M3 面の下位に位置し，本地域における最

分布している．

低位の段丘面であり，海沿いに沿って広く
Ⅴ 段丘面の離水年代

Ⅵ 旧汀線高度の調査結果

各面の離水年代は，宮内（1988）に詳し

現地調査において，ハンドレベルを用い

く，これに従う．H2 面の離水年代は，21．

て各段丘面の旧汀線高度を測定した
（図 2）
．

4 万年前で，M1 面は 11.2～12.5 万年前，

その結果，★1（Ｌ面）8.6m，★2（M3 面）

M3 面は 8.5～9 万年前，L 面の離水年代は

約 28m，★3（M1 面）約 58m，★4（H2

0.6 万年前となっている．

面）約 85m という結果となった．また，
1/2500 都市計画図より，各面の旧汀線高度
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を補った．H2 面における■1～■4 の結果

～■14 までの測定結果はそれぞれ，34m，

は，それぞれ 90m，86m，88m，88m とな

32m，30m という結果になった．L 面にお

った．

ける■15～19 の結果はそれぞれ，6m，4m，

M1 面における■5～■11 までの結果は，

8m，10m，8m となった．

それぞれ，58m，62m，60m，58m，58m，
68m，68m となった．M3 面における■12
Ⅶ 各段丘面の隆起量と隆起速度
上記の測定結果から垂直変動量を算出し

直変動量，横軸に形成年代値をいれ平均的

た（表 1）
．年代や海水準高度は小池・町田

な隆起速度を表す図を作成した（図 4）
．

（2001）に準じている。表 1 から縦軸に垂

図 4 段丘面の隆起速度
表 1 各地点の旧汀線高度と隆起量
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Ⅷ 考察

とが分かった．

隆起速度は図 4 のグラフのように表すこ
とができ，このことから各面の隆起速度は

謝辞

概ね調和していると言えるが，M1 面の形

本研究を進めるにあたって，鰺ヶ沢町役

成後からは H 面の隆起量を上回り，活発に

場の方には，1/2500 の都市計画図の利用に

隆起している可能性がある．一方、L 面の

際し、便宜を図っていただきました．また，

隆起量は特に大きく，完新世以降この地域

石場旅館の方には自転車を貸していただき

の地殻変動が活発である可能性を示唆する．

ました．ご協力いただいた方々には心より

また，図 2 から，各面の平均的な隆起量の

感謝いたします．

分布傾向をみると，図 2 において各面の中
央部でより汀線高度が高いことが分かる．
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