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Caldrons develop at the bottom of certain sea areas with rapid tidal currents such as Seto Inland Sea. 

They have attracted the attention of many researchers because of their peculiar configuration. Their 

origins, period of formation, etc. have not yet been clarified, although various ideas have been proposed. 

Moreover, the erosivity of the tidal currents, which seem to play an important role in the formation of 

caldrons, have been left unknown. 

Although caldrons are specific submarine topography, their origins and period of formation are 

closely related to general geomorphological problems, for instance the evolution of the Seto Inland Sea 

and the formation of the Tsugaru land bridge as well as paleoenvironment of the Japan Sea. 

Therefore, the study of caldrons has a significance in revealing the geomorphic evolution and 

enviromental change in both land and sea areas along coast. 

This thesis, first describes the morphometric characteristics of caldrons in each sea area of the Seto 

Inland Sea. And subsequently investigates the relation among topography, geology and tidal currents 

etc., which are integrated to the discussion on the formative process of major caldrons. Finally, erosivity 

of tidal currents, origins and period of formation of caldrons, and geomorphological evolution of the 

Seto Inland Sea are discussed through the analysis of caldron formation. 

Data used for this study 

The data used for this study were principally accumulated in the works of the Hydrographic 

Department, Maritime Safety Agency: 1:50,000 “Basic Map of the Sea Coastal series”， acoustic profile 

record (Sonoprobe, Sparker), bottom quality, tide and tidal current data, etc. 

Morphometry of the caldrons 

↑R巴ceived13th Januar 1994 
＊沿岸調査課領海確定認査室 Territorial Sea Baselines research Office, Coastal Surveys and Cartography Division 
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The author defines caldrons as significant sea bottom depressions having major axes longer than lkm 

and describes the characteristics of caldrons for each sea area (Nada, Bay, Channel) based on the 

results of morphometry using 1:50,000 “Basic Map of the Sea Coastal series”. The Seto Inland Sea is 

divided into the following eleven sea areas: Kii Channel, Osaka Bay, Harima Nada, Bisan Channel, 

Hiuchi Nada, Bingo Nada, Aki Nada, Hiroshima Bay, Iyo Nada, Suo Nada, and Bungo Channel. 

Main results of morphometric analysis are as follows: 

1) The total number of caldrons found in the Seto Inland Sea reaches about 250, and a large number of 

caldrons are mainly found in sea areas such as Aki Nada and Bisan Channel, where many islands and 

islets are situated. 

2) Caldrons found in the Seto Inland Sea are in general located in and around straits (channels), but 

some of them are located in certain areas off islands in Nada (open sea basin). 

3) Caldrons in the Seto Inland Sea are classified into the following four types based on their geomorphic 

location and morphology. 

Stait single type-lying at a length along the axis of the strait (channels) (ex. Yura Channel, Akashi 

Strait) 

Strait twin type--having two depressions on both sides of the narrowest part of the strait (ex. Naruto 

Strait, Hayasui Channel) 

Strait cape type-lying off islands or capes around the strait (ex. Cape Jizou, Cape Tsurumi) 

Nada cape type--lying off islands in Nada (ex. Shisaka Island, Hime Island) 

4) Caldron found in the Hayasui Channel, where the maximum depth attains 460m (about 300m below 

the surrounding floor), is the largest not only in the Japanese coastal waters but also in the world. 

Outline and formation process of the major caldrons 

Topography, bottom material and tidal currents, were described and acoustic profile record were 

analyzed in order to discuss the formation process of the following major caldrons: Yura Channel, 

Akashi Strait, Naruto Strait, Bisan Channel, Shisaka Island, Hakata Channel, Kurushima Strait, 

Nuwashima Strait, Hayasui Channel, Kanmon Strait and others. 

Formative process of the twin type caldron in N aruto Strait were discussed in detail in view of the 

condition both tide and tidal current, and topography and geology. 

Discussion 

1) Erosivity of tidal currents 

The results of the cross sectional current measurement in several sea areas in and around the 

caldrons show that the vertical shear of velocity is relatively weak and strong curr百 1texists even in the 

bottom layer in the strait. Tidal currents can thus erode not only sediments, but also bedrocks. Actually, 

caldrons are formed by erosion of bedrock in the sea area where current velocity exceeds 5～ 6 knots, 

while caldrons are formed by the prevention of sedimentation and erosion of surface sediment in the sea 

area where current velocity is less than 2 knots. 

2) Origin and period of formation of the caldrons 
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Although some caldrons were formed as by river valleys in the time of low sea level during the last 

glacial stage and left unburied due to rapid tidal currents, most of the caldrons were created by tidal 

erosion. Especially, large sized ones lying between N adas are considered to have been eroded deeply by 

strong tidal currents, because such caldrons are too deep as compared with the estimated base of the 

sediment. 

Although most of the caldrons are thus being eroded at present, the beginning of their formation goes 

back to the period of the formation of the strait concerned, and the period differs depending upon the 

submergence process of the Seto Inland Sea since the last glacial maximum. 

3) Geomorphological evolution and submergence history of the Seto Inland Sea 

Since the last glacial maximum, when the whole areas of the Seto Inland Sea were terrestrial, the sea 

area transgressed landward through each strait according to the rise of sea-level. And finally, the 

present Inland Sea was formed by the submergence of Bisan Channel and Kanmon Strait, which had 

been watersheds during the glacial stage. In the submergence process, formation of major caldrons 

began and have continued to the present. 

The analysis of the caldron formation in each sea area has enabled to reconstruct the history of 

submergence of each strait. Thus the evolution of the Seto Inland Sea has revealed as follows: 

sea level strait formed 

(age) and caldron started 

formation 

80m Hayasui Chan. 

60m Tomogashima Chan. 

(13, OOOy. B. P.) 

-50m 

-40m 

30m 

Moroshima and 

Tsurushima Chan. 

Naruto Str.本

Kurushima Str. 

Akashi Str.料

(10,000y.B.P.) 

-20m Bisan Chan. 

(8, OOOy. B. P.) 

-lOm Kanmon Chan. 

( 7 , OOOy . B . P . ) 

sea area started 

submergence and remarks 

Iyo Nada 

Osaka Bay 

Aki Nada, Hiroshima Bay 

Harima Nada 

Hiuchi Nada 

Connection with 

Osaka Bay and Harima Nada 

Connection with 

western and eastern Inland Sea 

Formation of the 

present Seto Inland Sea 

本 Activeerosion started at the time of sea-level of 30m. 

* *Active erosion started at the time of sea-level of 20m. 
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1. はじめに

潮流の卓越する海域に特徴的に発達する海釜は，

その特異な形状のために，古くから注目され，

Yamasaki (1902），矢部・田山（1934），古川（1953)'

桑代（1959,1972），星野・岩淵（1963），茂木（1963）を

初め報告は少なくない。しかし，報告の多くは，個々

の海釜の形態やその成因等を主として海函等の資料

を用いて断片的に取り扱ったものである。このため

か海釜の全体像が明らかでなく，成因についても河

谷の埋め残し説，潮流侵食説，構造運動説などがあ

り，形成時期についても現成とするもの，過去の遺

物（化石地形）とするものなど多様で、，未解決のま

まである。また従来は海釜の成因等に深い関係を有

する潮流について，十分な考慮が払われておらず，

潮流の諸性質やその侵食能力等も不明のままとなっ

ている。

海釜は平凡社地学事典（1970）によると，円形・楕

円形または三日月形をした海底の凹地，二宮書店地

形学辞典（1981）では，円形・楕円形・三日月形ある

いはこれらに類似した平面形を有する海底の小さな

凹地とあり，米国地質学会（American Geological 

Institute）発千TのGLOSSARY OF GEOLOGY 

(1987）で、は，海釜（caldron,scour hollow）は急な斜

面を持つポット状をした海底の小きな凹地とある。

海釜はこのような特殊な海嵐地形ではあるが，後

述するように，海水準変化との関連で瀬戸内海など

では海域の地形発達史に，津軽海峡では陸橋問題や

日本海の古環境問題に，それぞれ海釜の成因や形成

時期が深〈関わっている。すなわち，瀬戸内海の海

底地形は，最終氷期の陸上地形がその後の海水準上

昇に伴い，紀伊・豊後両水道より各海峡を経由して

順次，内陸側に沈水していったものであるが，瀬戸

内海の海釜の形成は，海釜周辺の海峡の成立に密接

に関わっているので，海釜の成因・形成時期等が解

明されれば，その成果を応用して瀬戸内海の地形発

達史を明らかにすることができる。また，津軽海峡

西日では最終氷期最盛期に陸橋が成立していたとさ

れていたが，西日の海釜の形状は，－120～－140m前

後の低海水準期に現在の海流とは逆向きの強い西向

きの海流が存在し，これらの海潮流の侵食によって

改変された地形であることを強〈示唆している。こ

のことは，当時，津軽海峡を通って親潮が日本海に

流入していた可能性があることを意味するので，最

終氷期最盛期の海水準が何mであったのかと絡ん

で，海釜の形成時期や形成時の海水準は陸橋成立の

有無や日本海の環境変遷史を解くうえできわめて重

要な鍵を握っている。

さらに，地形学の主要課題の一つである海底での

侵食プロセスの解明に海釜形成の研究を通じてアプ

ローチできる。すなわち，海底の侵食において，主

要な営力である波浪と潮流のうち，波浪による侵食

プロセスについては，かなりの知見が得られている

が，潮流による侵食フ。ロセスは研究も少なく不明な

点が多い。しかし，潮流の営力により形成される海

釜の研究を通じて，潮流による侵食プロセスの解明

にアプローチできるからである。このように陸域や

沿岸海域の地形形成過程，及び環境変遷史を解明す

る上で，海釜に関する調査研究の意義は決して小さ

くない。

日本沿岸では，津軽海峡，伊勢湾湾口，瀬戸内海，

九州北岸，有明海等で海釜地形がみられるが，その

数や規模，形態の多様性などの点で瀬戸内海が突出

している。とくに，近年，水路部，本州四由連絡橋

公団，建設省国土地理院等の調査により，海底地形・

地質，潮汐・潮流等のデータの集積が急速に進み，

海釜を内海全域に亘って総合的に考察することが可

能となってきた。 1976年度に作成に着手した水路部

の5万分の 1「沿岸の海の基本図j瀬戸内海シリー

ズは，計画の8割近くが完成し，同一基準に基づく

地形計測等が可能となった（Fig.1）。また音波探査

も主要な海釜が分布する海域ではほとんど実施さ

れ，堆積物の詳細な堆積過程や堆積層基底I）の深度，

基底より下位の地層や基盤をなす岩石の侵食状況等

の把握も可能となった（Fig.2）。さらに潮汐・潮流

についても内海全域に亘ってデータが集積され，一
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Fig. 1 Publication plan of 1:50, 000 Basic Map of the S回“Coastalseries” 

in the Seto Inland Sea 
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Fig. 2 Index map of the acoustic survey areas 

部海域では超音波流速計や 1）モートセンシング手法

による観測によって，流況の詳細な水平分布のほか，

鉛直構造等のデータの集積も進んで、いる。

このように瀬戸内海は，海釜を含む海底地形や海

象データの集積が最も進んでおり，海釜地形の研究

に最も適した海域である。

本論は，瀬戸内海の海釜について，形態や分布の

特色を明らかにして海釜の分類を試み，その成因・

形成時期及び，瀬戸内海の海峡・海釜を中心とする

地形発達史及び沈水過程の解明を目的とするもので

ある。

海釜の成国・形成時期等の解析には，音波探査デー

タを初めて全面的に用い，また，視点を従来の地形・

地質の特徴だけでなく，海釜形成の直接的営力であ

る潮流にも置いて，瀬戸内海全域に亘る海釜地形を

初めて総合的に議論するものである。とくに潮流の

議論においては，潮流の侵食能力や後述する異なる

2つのタイプの海釜形成に呆たす潮流の役割を明ら

かにし，これらの役割や海釜の形成機構等をモデル

的に表す工夫を行った。
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まず，「沿岸の海の基本図Jより瀬戸内海の海釜の

地形計測を行い，瀬戸内海全般や各海域ごとの海釜

の形態や分布の特色を明らかにし，海釜の分類を試

みる。続いて主要海釜について地形，底質，潮流，

音波探査記録の解析結果等を記載し，これらの検討

結果及ぴそれに加えて，潮流流速の鉛直構造や各海

釜域の海底の侵食状況などの潮流の諸性質や侵食能

力等の議論に基づいて，海釜の成因・形成時期につ

いて考察する。さらにそれらの結果等から，まだ明

らかとはなっていない瀬戸内海の海峡・海釜地形発

達史及び、沈水過程について考察する。

2.従来の海釜研究

わが国で、海釜地形に初めて注目したのは比較的古

< , Yamasaki (1902）に遡る。その後，矢部・田山

(1934）は海釜の形態に着目して，深みが海峡の最狭

部に細長く横たわる場合と最狭部を挟んでその両側

に2つある場合の 2つのタイプに区分し，この形態

を支配する因子として潮流の速度，海峡の幅，海峡

の最初の地形等を示唆した。

古川（1953）は，上記の 2つのタイプのうち前者は

河谷の沈水した場合，後者は分水界の沈水した場合

であるとした。つまり，潮流による海底侵食は基盤

の原地形を破壊するまでには至らず，堆積の妨害が

海釜の形成にあずかっていると考え，海峡地域の原

初地形を重視したのである。

桑代（1959）は，最終氷期の沈水谷とその水系を初

め瀬戸内海の海底地形について言及した数少ない論

文の一つで，海釜についても分類，成因，形成時期，

潮流の侵食能力等について総合的に考察しわが国

の海釜研究の進展に大きく貢献した。そこでは，矢

部・田山（1934）の分類した 2つのタイプの海釜につ

いて，前者を単成型，後者を双生型と呼んで、，両者

の区別は潮量に対する海峡の幅の大小によって決ま

るとし，後者はi朝量に対し，海峡の幅が狭い場合に

形成されるとした。そして海釜は現在の潮流侵食に

よって形成され，イ施讃瀬戸の例から，海底における

潮流の流速が3ノット以上の時，海底の侵食が始ま

ることを説明した。しかし，潮流の侵食能力につい

ては，吉川（1953）同様，堆積面（堆積物？；著者注） Iこ

限られると考えたため，後者の場合，沈水した基盤

の尾根を侵食することはできず，尾根の両側のルー

ズな堆積面に至って始めて侵食を始めるために最狭

部を離れた両側に双生型の海釜が形成されると考え

た。また，海釜には前述の 2つのタイプのほかに岬

や島の周辺で形成される岬型と呼ばれるものがある

ことを指摘し，海釜を 3種類に区分した。 1960年代

に入ると，大阪湾周辺，備讃瀬戸海域で沿岸域開発，

本チト岡国連絡橋建設計画等に伴う海域の調査が盛ん

に行われ，海釜の成因等についても活発な議論が行

われた。

備讃潮戸海域では，星野・岩淵（1963）は，潮流流

速が3ノット以上の時，海底の侵食が始まるとの桑

代（1959）の説明に対し，潮流の流速は海釜を含めた

海底地形に支配されているので，海釜のあるところ

の観測結果をもって，ただちに海底が侵食されてい

るとはいえないとして，これを批判し，備讃瀬戸西

部の海釜は，最終氷期最盛期の河谷が潮流により埋

め残されたものであるとした。同じ頃，茂木（1963)

は備讃瀬戸東部において，更新統の青粘土が海釜の

出口を塞いで、いることを指摘し本座ほか（1970）も，

備讃瀬戸のほほ全域における音波探査による調査の

結果，海釜に接続する埋積された古水系を発見でき

なかったとして，潮流による河谷の埋め残し説を否

定した。

明石海峡，友ケ島水道の海釜についても，同じ頃，

河谷の埋め残し説（古川1,1953, 伊崎・金子，1960)

と潮流侵食説（市原，1961, 藤田・前田，1969）の 2

つの対立する見解が出されたが，茂木（1973a）は，

九州北岸の倉良瀬戸では潮流侵食と河谷の埋め残し

による 2種の海釜が共存している例があることを報

告した。一方，大嶋ほか（1975）は，鳴門海峡も含め

大阪湾周辺の 3海峡の海釜の成因は潮流侵食である

が，現在の潮流流速は海底には及んでおらず，表層

流速が充分海底に達する低位海水準期（最終氷期最

盛期以降）に形成された化石地形であるとした。
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瀬戸内海のほか，津軽海峡（矢部・田山，1934, 小

向， 1956, 茂木， 1958, 伊崎， 1960，茂木・川！

上，1966, 星野，1971），有明海早崎瀬戸（海上保安

庁水路部，1959, 茂木，1977），伊勢湾中出水道（海

上保安庁水路部，1968），気仙沼湾（Kawamuraand 

Mogi, 1961）などの海底調査に際しても海釜の形態

や成因等についての報告がなされた。とくに気仙沼

湾の場合はチリ地震津波の洗掘により短期間のうち

に形成された小海釜が報告された。

このほか海釜周辺に発達するサンドウェーブの形

成機構，瀬戸内海の底質分布・砂質堆積物の起源と

海釜の関係等（井内，1982,Yanagi, 1990）に着目した

研究もなされ，また大嶋（1976,1977' 1980）は日本沿

岸の海峡形成史の議論のなかで 2～ 3の海釜の成

因，形成時期等に言及している。

外国においては，海釜（caldron, scour hollow, 

holeほか）は氷河性侵食地形を除いて，大陸棚の沿

岸部における最も起伏に富む地形（Kuenen,1950, 

Shepard, 1967）として注目され，北海沿岸，北米西

岸，南米東岸，インドネシア沿岸等で報告がなされ

ている。とくに研究が盛んなのは，イギリス海峡

(Veen,1936 ,Donovan and Stride, 1961, Hamilton 

and Smith, 1972, Belderson et al., 1982，ほか），ア

イリッシュ海，オランダ沿岸を含む北海沿岸で，こ

れらは潮流の侵食により形成されたとされている。

一方，インドネシア沿岸の島瞬間の海釜は，氷期

の沈水谷が後に潮流によりさらに侵食されて形成さ

れたものであるという（Kuenen,1950）。

外国の研究は， 日本の研究が成困や形成時期等の

研究を主とするのと異なり，堆積学的，地形営カ論

的観点から，流れと堆積物の堆積・運搬・侵食の関

係等の議論が主で，表層流速が3ノットで海釜の形

成が始まる（Beldersonet al. , 1982）などの報告もな

されているが，根拠等が不明であるなど，潮流の侵

食能力等はまだ十分明らかではない。

いずれにせよ，外国の海釜は深さがlOOm以浅の

ものが多く，海底地形学や海底地質学の教科書には，

速吸瀬戸や津軽海峡西日の海釜が世界最深の代表的

海釜として紹介されるように，規模やその形態の多

様性などの点で，日本沿岸の海釜が最もバラエ

ティーに富んでいるように，思われる。

上述のように，日本におけるこれまでの海釜に関

する研究は地形・地質学的観点から議論が行われ，

主要な開題点は海釜の成因・形成時期， 2つのタイ

プの海釜の形成要因等であった。

成因についての 2つの対立する見解では，海釜は

現在の潮流の流向や強さとおおむね対応した形や配

列をなし，多くの海釜の水深が堆積層（沖積層）基

底面以下にあることなどにより，現在（現海水準に

達して以降）の潮流による侵食という説が有力にな

りつつあるが，海釜のあるものは水深が堆積層（沖

積層）基底面をはるかに下回る300～ 400mに及ぶ、巨

大なものであったり，また背斜構造を横切ったり，

和泉層群砂岩層や結晶片岩等の硬い岩石を侵食する

ものがあるので，巣たして潮流にこのような地形を

形成するだけの能力があるのかという疑問が残され

てきた。 1980年代に入って以降，この10年間はデー

タの制約もあってか，報告は少なくなって，研究の

進展はみられず，海釜の成因や形成時期，潮流の侵

食能力， 2つのタイプの海釜の形成要因を初めとす

る諸問題の多くは，未解決のまま現在に至っている。

このような状況下で，筆者は，近年，海上保安庁

水路部において集積された音波探査，潮流データを

中心に津軽海峡，瀬戸内海の海釜の点検を行ってき

たが，その結果，海釜の形態や成田，形成時期は多

種多様で、あり，従来のように成因については潮流侵

食か河谷の埋め残しか，形成時期については現成か

過去の遺物（化石地形）かというように，各地の海

釜を同時期あるいは同一成田として，単純に二者択

一的に論ずるのは誤りであるとの考えに至った。そ

して，桑代（1959'1972）を初めとする従来の知見を修

正する必要性を感じ，順次，報告を行ってきた。

例えば津軽海峡西口の海釜では，八島（1989a,b), 

八島・宮内（1990）は，これらの海釜はたしかに構造

起源であるが，詳細にみると隣接する海釜開は鳴門

海峡の双子型海釜に類似した形態をなし，後から海
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潮流によってさらに侵食（変形）されたことを示し

ている。この双子型海釜の形成機構，形成時期，形

成時の海水準は，津軽陸橋問題，日本海の古環境問

題に絡み大変重要で、あるが，これらは化石地形であ

り，形成機構の解明には，現在も形成が進行中であ

る瀬戸内海等における海釜の調査研－究が重要で、ある

ことを指摘した。

また瀬戸内海の海釜については，筆者（八島，1989

c, 1990, 1991a, 1992）は，現在も形成が進行中である

が，その起源は過去に遡ると考えた。しかし，その

時期は海釜ごとに異なっており，海域毎に個別に議

論する必要があるとして，各海域の研究を進めてい

る。

3.瀬戸内海の海底地形・地質，潮汐・潮流概観

瀬戸内海は本州，四国，九州、｜に囲まれた東西約450

km，南北15～55kmの東西方向に長いわが国最大の内

海である（Fig.3）。この浅くて広大な海域には，大

小合わせて700余の島興が分布し，瀬戸内海独特の景

観を形成する。瀬戸内海の範囲については定まった

ものはなし目的や観点に応じて様々な使われ方が

なされている。最も狭い場合は友ケ島水道，鳴門海

峡，速吸瀬戸，関門海峡に囲まれた海域を対象とし，

最も広い場合はこれに紀伊水道，豊後水道，響灘を

含めた海域を対象とする。海況的な観点からは前者

の方が適切で、あるが，豊後水道には大規模な海釜が

みられることから，ここでは Fig.4に示すように，

紀伊水道，豊後水道を含み，響灘を除いた海域を瀬

戸内海とすることにする。この場合の瀬戸内海は面

積約22,500krn2，平均水深約36mとなる（長井， 1992）。

瀬戸内海は，その大部分が中央構造線の北側に位

置し，中国地方と囲園地方の隆起帯の聞に挟まれた

第三紀末以峰の沈降地帯で，数次に亘る沈水・陸化

を経た後，最終的に海となったものである。

20,000～18,000年前といわれる最終氷期最盛期には

海水準は－120～ー140mに低下した（貝塚・成

潮，1977）。その結果，第 7章（1）で述べるように，瀬

戸内海全域が陸上となって備讃瀬戸，関門海峡付近

を分水界とする 3つの水系が存在し，これらの河谷

は，紀伊水道，豊後水道を通ってその南側で太平洋

に注いでいた（桑代，1959）。その後，海水準の上昇

により，海は両水道から侵入し，順次，各海峡を経

由して各灘や湾を形成し，海域は拡大していった。

そして，およそ8,000年前に海水準が－15m付近に達

して，備讃瀬戸付近の分水界が沈水し，現在のよう

な瀬戸内海が成立した（井関，1977）といわれている。

瀬戸内海は，いくつかの湾や灘から構成され，水深

ごとの海域面積でみると，－10～－30mの海域が全

体の44%を占めて広〈分布し，－60m以浅が84%と，

海域の大部分は－60m以浅で，海峡周辺や海釜の部

分を除けば， 60m0,深の海域は紀伊水道，伊予灘，

豊後水道のみである（Fig.5）。紀伊水道，大阪湾，

播磨灘，燐灘，伊予i難，周防灘，豊後水道は広い海

域を有するが，備讃瀬戸には備讃諸島，安芸灘～広

島湾には芸予諸島，広島湾～伊予灘には防予諸島な

どの多くの島棋が分布し，これらの島棋は老年期の

山地，ことに残丘が沈水したものである（員

塚，1985）。

瀬戸内海の地形は，広くて平坦な灘（湾）と狭く

て起伏に富む海峡（水道，瀬戸）により特徴づけら

れ，海峡には明石海峡，鳴門海峡などの灘と灘を結

ぶ規模の大きな海峡と，備讃諸島，芸予諸島，防予

諸島などの島瞬間の規模の小さな海峡がある（Fig.

3）。

Fig. 6は臼本近海底質分布図第 4 （昭和24年刊

行）の一部を修正したものであるが，灘と灘の間に

位量する友ケ島水道，明石海峡，鳴門海峡，来島海

峡，速吸瀬戸，関門海峡などの海峡部には岩や離が

分布し，その周辺には砂が分布する。一方，大阪湾，

播磨灘，備後灘，；桧i難，広島湾，周防灘などの灘に

は泥が広〈分布し，備讃瀬戸，伊予灘，豊後水道な

どには砂が広〈分布している。

瀬戸内海の潮汐は，外海に生じた潮汐が潮浪とし

て，主として紀伊水道と豊後水道から瀬戸内海に入

り，各海峡を通って内陸側に波及し，潮汐を起こし

たものである。豊後水道から伊予灘に進入した潮浪
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Fig. 5 Histgram of depth distribution in the Seto Inland Sea, after Nagai (1992) 

は， 2派に分かれ，一つは周防灘を西進して関門海

峡東日に至り，一つは，東進して安芸灘，憶灘を経

て備讃瀬戸付近に達する。そこで、紀伊水道から入り

大阪湾から播磨灘を西進してきた潮浪と会合する。

潮流の流速は狭い海峡部で大きし広い灘の海域で

は小さい（Ogura,1933）。

Fig. 7はYanagiet al. (1982）による瀬戸内海の

M2分潮流2）の振幅分布を示す。この分布図と前述底

質分布図はきわめて良い対応を示し，瀬戸内海の底

質分布はM2分潮流の振幅分布におおむね支配され

ていることを示唆している。すなわち，海峡部の岩

や礁が分布するところでは振幅は 70cm/sec以上で

あり，砂の区域は 30～ 70cm/sec，泥の区域は30cm/

sec以下となっている。

4.用いた資料

用いた資料は，水路部の 5万分の l「沿岸の海の

基本図J及びその調査原資料（主に音波探査記録），

明治期以降の新旧の海図，底質，潮汐・潮流データ

を主とし，一部は建設省国土地理院，工業技術院中

国工業技術試験所，本州四国連絡橋公団等の資料を

参考とした。

海釜の地形計測は，水路部の「沿岸の海の基本図J

瀬戸内海シリーズの海底地形図に基づいて行い，未

刊行の海域では 5万分の 1瀬戸内海水理模型実験用

海底地形図3）及び海図を用いた。

底質は「沿岸の海の基本図j，明治期以峰の底質分

布図・新旧海図から読みとった。海釜の侵食状況，
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成因・形成時期等の記載・解析には，「沿岸の海の基

本図Jの調査原資料を中心とする音波探査記録を用

いたが，水路部により音波探査が実施されていない

海域では，国土地理院の 2万5子分の 1「沿岸海域

土地条件図jの調査資料を，本州、｜四国連絡橋ルート

沿いで、は本州四国連絡橋公団の地質調査資料（ボー
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リング資料）等を参考にした。

潮汐・潮流データは，水路部の各種瀬戸内海潮汐

表・潮流図，海上保安庁本庁及び第五，第六，第七

管区海上保安本部水路部の潮汐・潮流データを用い

たが，一部海域については，工業技術院中国工業技

術試験所，本州四国連絡橋公団等のデータを参考に

した。

水路部の 5万分の 1「沿岸の海の基本図」の瀬戸

内海シリーズは， Fig.1に示したように全31図から

成り， 20図はすでに完成した。ここでの基本国は，

海底地形図と海底地質構造図の 2図が刊行されてい

る場合と，海底地形図のみが刊行されている場合が

ある。前者の場合は，水深測量及び音波探査がきわ

めて組織的に測線間隔500mで実施され，海底地形図

はlm間隔の等深線で描画されている。音波探査は

全域で磁歪振動式（ソノプロープ）の探査が行われ，

これに加えて友ケ島水道では磁歪振動式（ソノスト

レーター），紀伊水道東部，周防灘宇部沖，関門海峡，

伊予灘の一部では放電式（スパーカー），豊後水道鶴

御埼周辺では放電式（ジオソーナー）の音波探査も

行われている（Fig.2）。

海底地形図のみが刊行されている場合は，明治期

以降の膨大な海図資料の編集により等深線が描か

れ，その間陪は 2mとなっている。なお，備讃瀬戸

海域では，音波探査は水路部により，一部海域で試

験的に実施されたのみであるが，非常に狭い間隔の

水深測量やサイドスキャンソナー等を用いた精密な

海底地形調査が実施されている。

国土地理院の音波探査は， 2万5千分の lの「沿

岸海域土地条件図」作成に際して，磁歪振動式（ソ

ノプロープ，一部海域ではソノストレーター）及び

放電式（スパーカー）の探査が測線間隔500m（沖合

部はl,OOOm間踊）で実施されたものである。

5.地形計測からみた瀬戸内海の海釜

(1) 海域区分と計測基準

瀬戸内海の海域区分は，定まったものはなく様々

であるが，本論では海域と島棋の分布様式などから，

Fig. 4に示すように紀伊水道，大阪湾，播磨灘，備

讃瀬戸，備後灘，燐灘，安芸灘，広島湾，伊予灘，

居間灘，豊後水道の11の海域に分けて議論すること

にした。なお，後述する地形計測や海釜の記載では

友ケ島水道，明石海峡等の灘と灘を結ぶ規模の大き

い海峡については別個に扱い，安芸灘，広島湾，伊

予灘の 3海域の境界に位置する諸島水道・怒和島水

道・クダコ水道等の海釜は安芸灘に含めることにし

た。

潮流が卓越する瀬戸内海の海峡部や各灘では，大

なり小なり海釜はみられ，海底地形図には大小様々

の種々の形状をなす間曲等深線がみられる。 i難域に

分布する小規模な海釜を含み， 5万分の 1海底地形

圏で容易に計測できる地形は，長さがl.Okm程度以上

であることから，本論では海釜を“等深線が密に閉

曲する顕著な凹地で，凹地の長径がl.Okm以上のも

の”と定義して議論することにし，この基準に基づ

いて選択した海釜の分布は Fig.8に示した。

また，本論の海釜の水深表示においては，現海水

準から海釜最深部までの深きを「海釜の水深j，海釜

の縁から海釜最深部までの深さを「海釜の深さjと

して区別して議論した。このように区別したのは，

海釜の規模や潮流による侵食量（おおよそである）

をより適切に表すのは，後者の方であるからである。

ただし，海釜の縁，すなわち海釜と周辺海底の境界

をどこに51くのかの判定は困難なことも多く，ここ

では海釜の大きさ（長径，短径）を計測する基にし

た閉曲等深線を海釜の縁とした。このため，「海釜の

深さ」の値はおおよその目安であり，周辺の卓越す

る海底部から海釜最深部までの深さより， 20～ 30m

程度浅い場合もあることを断っておく。

潮流の流速は，潮汐表第 l巻「日本及ぴ付近J（書

誌781号）の大潮期の最大流速を採用し，潮汐表に記

載がない場合は，海図，海の基本図，潮流図の値を

採用した。海釜の分類における海峡・灘の区分では，

海域の実際の名称にかかわらず，当該海域の流況特

性に基づいて区分することにし，例えば，安芸灘，

伊予灘などの島瞬間の狭い海域の海釜は，海域名称
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は灘であっても，海峡型と称することにしている。

また，本論で用いた海釜名称のうち決定地名勺ま

関門海峡の関門海釜，六連海釜，部埼海釜のみであ

り，その他の海釜名称は全て仮称であることを断っ

ておく。

(2) 海峡・灘等の地形の呼称、

瀬戸内海では， 2つの広い海域を結ぶ、比較的狭い

海域の地形は海峡，水道，瀬戸などと呼称され，比

較的広い海域の地形は灘，湾などと呼称されている。

これらの地形の呼称法や起源については，中西

(1963）ほかの考察がある。これらによると瀬戸内海．

の海域の呼称には，日本古来の呼び方である海，潟，

瀬戸などと，明治時代に導入された Strait,Channel, 

Passage, Bayなどの外国呼称の対訳名称である海

峡，水道，湾などがある。そして現実にはこれらが

混在し，同一海域も海から灘，さらには湾へ，また

水道から瀬戸，さらには海峡などと何回か改称5）が

なされ，現在に至っている。さらに複雑なのは同一

地形に対して，異なる呼称6）がなされているところ

があり，それぞれの呼称法を明確に定義つnt，妥当

性を議論することは国難である。

海釜の分類

そこで本論では海峡，水道，瀬戸については“海

峡”，灘，湾については“灘”と総称して，海釜の分

類などの議論を進めることにする。

(3）海釜の分類似イプ）

地形の分類は形態による場合，成因による場合，

分布位置による場合，形成時期による場合，あるい

はこれらの組み合わせによる場合など多様で、ある。

海釜に関しては，後述するように成因による場合は，

①潮流侵食型，②河谷の埋め残し型，③構造運動型

に，地層の侵食状況による場合は，①堆積妨害型，

②表層堆積層侵食型，③下位地層侵食型，④基盤岩

石侵食型に，形成時期による場合は，①化石型，②

現成型，③継続型などの分類が可能で、ある。

本論では，潮流の諸性質や侵食能力等に着目して

海釜の形成過程等の考察を行うことを意図している

ので，潮流の流速と密接な関連を持っと思われる海

釜の分布位置と潮流の性質と密接な関連を持っと思

われる海釜の形態（深みの数が1っか 2っか）を組

み合わせて海釜のタイプを 4分類（Fig.9a）するこ

ととし，その代表的な海釜例を Fig.9bに示した。

まず分布位置から，海峡最狭部付近に位置するも

｛吟ペ
由良瀬戸 明石海峡

来島海峡 関門海峡

海妓中央型

醐双子型関遷 鳴門海峡 諸島水道

クダコ水道 速級滋戸

海 釜

岬

型

型

抑

抑

峡海

灘f
i
lべ
l
l
L

型
I 備讃瀬戸地蔵矯・三埼

豊後水道鶴御埼

＠
僚
側
w
＠

揺磨灘家島 周妨灘姫島

縫灘四阪島・大島

Fig. 9a Classification of caldrons in the S巴toInland Sea 
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海峡単成型 明石海峡

海峡双子型 鳴門海峡 海峡岬型 備讃瀬戸地蔵埼

灘岬型蟻灘高井神島・魚島

Fig. 9b Examples of various caldron types 
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地形計測からみた瀬戸内海の海釜の特色

Fig. 8に示した瀬戸内海の海釜，計252個を前述

の基準に基づいて分類計測し，その結果（Appended

table）を， Fig.lOa, b, c, Fig. 11, Table 1 , Table 

2, Table 3にまとめた。これらの図表等を用いて，

海釜の特色を最初は各海域ごとに，続いて瀬戸内海

全般について述べる。

(4) のと，岬や島の周辺に位置するものに， 2大別しそ

れぞれ，海峡中央型と岬型と呼称する。海峡中央型

には，①深みが海峡に沿って細長く横たわる場合と

②海峡最狭部はむしろ浅く，最狭部の両側に深みが

ある場合の 2タイプがあり，岬型（③）は，海峡周

辺に限らず，広い灘の海域においてもみられる三日

月形の小規模な海釜である。これまで，①，②，③，

それぞれについて様々な呼称7）がなされてきたが，

本論では，①のタイプは単成型，②のタイプは双子

型，③のタイプは岬型と呼ぴ，岬型は海峡周辺と灘

の2つの海域でみられることから，海峡型と灘型に

回一50m～

自－20～－50m

口～一20m

海 海
峡 峡
単双
成子
型型

Fig. lOa Summarization (type and depth) of caldrons in the Seto Inland Sea 

分けて分類8）することにした。
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注） Fig. lOb,cの灘聞は灘と灘を結ぶ海峡域で友ケ島水道，明石海峡，

鳴門海峡，来島海峡，速吸瀬戸，関門海峡が含まれる。

Summarization (depth) of caldrons by sea areas 

灘

は友ケ島水道，明石海峡周辺で砂質であるほかは，

全般的に泥質である。潮流は友ケ島水道，明石海峡

周辺を除いて微弱で，西半部では最強時に 1ノット

をこえることがあるが，東半部では0.5ノット以下で

明石海峡

大阪湾と播磨灘を結ぶ、海峡で潮流流速は7.1ノッ

トに達し，水深148m，深さ約80mの単成型海釜が発

達する。詳細は第 6章に記載する。

播磨灘

東及び、南は明石海峡，鳴門海峡，西は岡山県前島

と小豆島蕪埼を結ぶ線，小立島地蔵埼と香川県馬ケ

鼻を結ぶ組及び、陸岸に囲まれた南北方向約60km，東

西方向約55kmの海域で、ある。水深は50m以浅で，

-20～－40 mの平坦面が広く発達し，明石海峡西口

周辺では鹿ノ瀬，室津ノ瀬などの砂堆地形とサンド

ウェーブの発達が著しい。底質は明石海峡周辺，小

豆島南側の水道の部分が砂質であるのを除き，全殻

的に泥質である。潮流は明石海峡周辺，小豆島北側

及び南側の水道を除くほかは微弱で、ある。

海釜の数は全体で11個で，水深60m・深さ20m以

浅，長径2.0同未満の浅くて規模の小さい海釜のみで

ある。タイプ別では灘岬型が多いが，家島諸島の島

ある。

ここでは海釜地形は見当たらない。

Fig. lOc 

1 ）各海域の海釜の特色

紀伊水道

紀伊半島西岸と四国東岸の聞の水道で，南は和歌

山県日ノ御埼と徳島県蒲生田岬を結ぶ線，北は友ケ

島水道，鳴門海帳及び陸岸に囲まれた東西方向約

30～50km，南北方向約40kmの水道で、ある。水深は80

m以浅で，水道の中央部には－40～－70mの海域が

広〈分布する。底質は水道南部や友ケ島水道，鳴門

海峡周辺等で砂喋質であるほかは全般的に泥質であ

る。潮流は一般に南北方向の流れて1外海と内海の

境界域に当たるため海流の影響を受け複雑である

が，最大流速はおおむね 1ノット以下である。

ここでは海釜地形は見当たらない。

友ケ島水道

紀伊水道と大阪湾を結ぶ、水道で，潮流流速は3.6

ノットに達し，水深197m，深さ約130mの単成型海

釜が発達する。詳細は第6章に記載する。

大阪湾

友ケ島水道と明石海峡及び陸岸に囲まれた北東

南西方向約60km，北西一南東方向約30kmの楕円形

の形状をなす海域である。水深は湾の東半部では30

m以浅て1 10～－20mの平坦面の発達が著しい

が，西半部は－30～－60mでやや深く，明石海峡東

口周辺には沖ノ瀬などの砂堆地形が発達する。底質
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Table 1 Summarization of Caldrons by sea areas 

水深別

〉〉て
海峡単成型 海峡双子型 海峡 海校長甲型 灘詰申型

型計島平中央 首合計

50 100 計 ～ 5～0 100 計 型 50 100 計 ～ 5～0 100 計
50 100 ～ 50 100 ～ 計 50 100 50 100 ～ 

紀 伊水道 。 。。 。 。。 。
友ケ島水道 2 1 3 1 1 4 1 1 0 1 5 

大阪湾 。 。。 。 。。 。
明石海峡 1 1 2 。2 1 1 0 1 3 

播磨灘 3 3 1 1 4 0 4 3 7 7 11 

鳴門海峡 1 1 1 1 2 。 。。 2 

備讃瀬戸 12 12 24 2 6 8 32 16 10 26 0 26 58 

備後灘 5 5 。5 0 2 2 2 7 

縫 曹量 。 1 1 1 0 17 3 20 20 21 

来鳥海峡 1 1 。1 。 。。 1 

安芸滋 7 24 4 35 3 3 3 9 44 1 17 4 22 2 2 24 68 

広島湾 1 8 9 2 2 4 13 2 5 7 4 2 6 13 26 

伊予灘 3 2 5 1 2 3 8 12 5 17 1 1 18 26 

速吸瀬戸 。 2 2 2 。 。。 2 

周 防灘 3 3 1 1 4 2 2 3 3 5 9 

関門海峡 3 3 。3 1 1 0 1 4 

豊後水道 2 2 。2 7 7 0 7 9 

計 35 50 11 96 9 13 9 31 127 22 45 16 84 27 14 0 41 1且 252 

深さ別

I~ 
海峡単成型 海峡双子型 海峡 海峡何型 滋品早型

計締型中央 桂合計

～ 5～0 100 計 ～ 5～0 100 計 型 50 100 計 ～ 5～0 100 計
50 100 50 100 ～ 計 50 100 ～ 50 100 

紀伊水道 。 。。 。 。。 。
友ケ島水道 2 1 3 1 1 4 1 1 0 1 5 

大阪 湾 。 。。 。 。。 。
明 石海峡 1 1 2 。2 1 1 0 1 3 

指磨 灘 3 3 1 1 4 。7 7 7 11 

鳴門海峡 1 1 1 1 2 。 。。 2 

儀讃瀬戸 24 24 8 8 32 26 26 0 26 58 

備後滋 5 5 。5 0 2 2 2 7 

縫 電量 0 1 1 1 0 20 20 20 21 

来島海峡 1 1 。1 。 。。 1 

安芸灘 35 35 5 4 9 44 21 1 22 2 2 24 68 

広島 湾 9 9 4 4 13 7 7 6 6 13 26 

伊予 灘 4 1 5 3 3 8 16 1 17 1 1 18 26 

速吸瀬戸 。 1 1 2 2 。 。。 2 

周防灘 3 3 1 1 4 2 2 3 3 5 9 

関門海峡 3 3 。3 1 1 0 1 4 

豊後水道 1 1 2 。2 4 3 7 0 7 9 

計 91 4 1 96 24 5 2 31 127 78 6 0 84 41 。0 41 問 252
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Table 2 Main caldrons (in order of depth) 

民員位 海銭名称 深さ 最大水深

(m) (m) 

述吸瀬戸 約300 （~臨） 460 
① 

約200 （南釜） 365 

鳴門海峡 約150 〈北釜〉 216 
② 

約100 〈南釜） 164 

③ 
由良瀬戸 約130 197 

④ 
高烏～関長苦 約 80 （北釜） 201 

約 90 （尚釜） 193 

⑤ 
明石海峡 約 80 148 

来島海峡 約 80 162 
II 

諸島水道 約 80 180 
II 

（イガイ置戸） 約 50 144 

鶴書事埼 約 80 177 
II 

保戸高 約 80 214 
II 

⑬ 
クダコ水道 約 70 170 

約 60 160 

怒和島水道 約 70 （北釜） 166 
II 

約 20 〈南釜） 114 

⑫ 
轟 木 神 約 60 114 

二神島 約 60 155 
II 

～巌代島

戸 島約 60 161 
II 

沖無垢島 約 60 189 
II 

⑫ 
中ノ瀬戸 約 50 118 

52 

釣高水道 約 50 146 

” 
大下島 約 50 122 

II 

アゴノ鼻

大畠瀬戸 約 50 74 
II 

片島東方 約 50 152 
II 

＊ 海峡単成型の数字は海峡最狭部からの距離

水＊ 流速の（）内数字は大瀬平均流速を示す

大きさ

(km) 

8. 0X5, 0 

10.0X5,5 

3. 6X1. 5, 2. 0X1. 1 

4, 8X2, 0 

10. 5X2, 6 

4. ox2. 5 

5. 5X2, 5 

19. 0X3. 0 

11. 0×1. 2 

1. 5X0,9 

3.0X1.8 

8. oxa. o 

2. 5×1. 3 

3.1×1. 5 

4.7X1.8 

2. 9×1. 5 

1. 2xo. 5 

6. 3X0. 8 

2. 6X1. 4 

4.5X0,8 

2. axo. 9 

1. 8X0. 7 

0. 8X0. 5 

4. ox2. o 

1. 0×1. 0 

1.8X0. 7 

1. 9X1.1 

最深部＊ 最大流速＊＊ 海釜のタイプ

(km) CJ，ト） （方向）

北釜 5. 7 NW 海峡双子型

4. 8 SE 

北鐙 10. 6 N II 

9. 3 s 

北へ1.2 3, 6 N 海峡単成型

3, 2 s 

~t 釜 3. 4 NW 海峡双子裂

4. 4 SE 

西へ5.0 7.1 w 海峡単成型

5. 6 E 

南へ1.6 8. 9 N 。，

9. 7 s 

F持 釜 (3. 5) NW 海峡双子m
(3. 5) SE 

2. 7 N 海峡御霊百

2. 7 s 
II 

荷 釜 4. 2 N 海狭双子製

5. 0 s 

~t 釜 (4. 5) N II 

(5. 2) s 
海峡仰型

最 狭 部 海峡単成裂

最 狭 部 3. 7 NNW ，， 

2. 7 SE 

海峡伺型

~t 釜 1. 4 NW 海峡双子裂

0. 9 s 
2. 7 NE 海峡単成型

2. 9 SW 

海峡岬型

6. 8 w 海峡単成型

6. 9 E 

海峡仰型
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Tab！巴 3Main caldrons (in ord巴rof velocity of tidal current) 

頗位 海釜名称 最大流速 海釜（ m) 海釜のタイプ

ノット 方向 水深 深さ

① 
鳴門海峡 10. 6 N 216 約150 海峡双子型

9. 3 s 164 約100

来 島 海 峡 8. 9 N 162 約 80 海峡単成裂
② 

9. 7 s 
船 折 瀬 戸 9. 0 NE 60 約 20 II 

③ 
（寓ノ浅瀬戸） 9. 0 SW 

関門海峡 8. 5 NE 47 約 30 ，， 
＠ 

6.5 SW 

明石海峡 7. 1 w 148 約 80 II 

⑤ 
5. 6 E 

大島瀬戸 6.9 E 74 約 50
⑥ 

6. 8 w 
鼻栗瀬戸 6. 3 NE 46 約 20 II 

⑦ 
6.3 SW 

⑧ 
ミルガ瀬戸 6.0 N 120 約 20 海峡双子型

6.0 s 
速吸瀬戸 5. 7 NW 460 約300 II 

⑨ 
4. 8 SE 365 約200

⑮ 
青木瀬戸 5. 6 NE 56 約 20 海峡単成型

5. 6 SW 

⑪ 
クダコ瀬戸 5. 4 N 160 約 60 海峡双子型

4. 7 s 170 約 70

怒和島水道 5.2 N 166 約 70
⑫ 

4. 5 s 114 約 20

⑬ 
伯 方 瀬 戸 5. 0 N 96 約 50 海峡単成型

5. 0 s 
高浜瀬戸 5. 0 N 79 約 30 ，， 

⑬ 
5.0 s 

⑮ 
上言者刈烏～農烏 4. 8 N 80 約 30 海峡双子型

4. 3 s 48 約 10

⑬ 
猫 瀬 戸 4. 6 w 128 約 60 海峡単成型

3. 1 E 

布刈瀬戸 4. 4 NW 54 約 10
⑫ 

4. 4 SE 

⑬ 
高島～関埼 4. 4 SE 201 約 80 海峡双子型

3.4 NW 193 約 90

加茂ケ瀬戸 3.8 w 52 約 20
⑬ 

3.5 E 50 約 20

＠ 
玉聖子～井島 3.8 SSW 66 約 30 海峡単成型

3. 0 NNE 
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瞬間，牛窓瀬戸では小規模な海峡単成型の海釜もみ

られる。

鳴門海峡

播磨灘と紀伊水道を結ぶ海峡で，潮流流速は10.6

ノットに達し，水深216m・深さ約150m，水深164m・

深さ約80mの双子型海釜が発達する。詳細は第 6章

に記載する。

備讃瀬戸

東は播磨灘，西は岡山県笠岡御埼から塩飽諸島大

飛島を経て香川県三埼を結ぶ線，及び陸岸に閉まれ

た東西方向約65km，南北方向約10～20kmの海域で、あ

る。本州、比四国より陸地が張り出し，海域の幅が狭

くなる東西に細長い瀬戸で，小豆島，豊島，直島，

塩飽諸島などの備讃諸島の島々が散在する。備讃瀬

戸の水深は，海釜の部分を除くと30m以浅であるが，

島棋が複雑に分布し，海底も変化に富む。潮流はほ

ぼ東西方向で，最大流速は 3ノットをこえ，島や浅

瀬が散在するため，複雑な変化を示す。

海釜の数は全体で58個で安芸灘に次いで多いが，

水深，深さはそれぞれlOOm・40m以浅である。タイ

フ。別では海峡単成型と海峡岬型がほぽ同数で，瀬戸

中央の単成型海釜は東西方向の方向性を有して連続

的に分布することが多く，瀬戸に突出する岬の先端

の岬型海釜は比較的規模が大きい。

備後灘

東は備讃瀬戸，西は広島県向島から弓削島の東縁

を結ぶ、線，南側は香川県三埼から34。15.5'N線に

沿って商へ弓削島まで延ばした線及び、陸岸に囲まれ

た南北方向約15km，東西方向約40kmの海域で、ある。

水深は30m以浅の海域がほとんどで，－10～－30m

の平坦面が広〈発達する。底質は北部島瞬域を除く

とおおむね泥質である。潮流は北部の島唄間の水道

を除くと微弱で、，最大流速も 1ノット以下である。

海釜の数は全体で7個で，水深，深さはそれぞ、れ

30m・lOm以浅，長径2km未満の小規模なもののみ

である。タイプ別では海峡単成型と灘岬型がみられ

る。

憶灘

北は傍後灘，西は芸予諸島の東縁及び陸岸に囲ま

れた南北方向約25km，東西方向約50kmの大きな湾の

形状をなす海域である。水深はほぼ30m以浅で，

-10～－30mの平盤面が広〈発達し，底質は全般的

に泥質である。潮流は来島海峡周辺及び島瞬間辺を

除けば，微弱で最大流速は lノットをこえない。

海釜の数は全体で21個で，ほとんどが水深50m・ 

深さ10m以浅，長径2km未満の規模が小さいもので

ある。タイプ別では四阪島の島瞬間の海釜を除き，

全てi難岬型で，島の南北両側に 2つの岬型海釜を持

つものもある。

来島海峡

燐灘と安芸灘を結ぶ海峡で，潮流流速は9.7ノット

に達し，水深162m，深さ約80mの帯状の単成型海釜

が発達する。詳細は第 6章に記載する。

安芸灘

東lま備後灘，燐灘，西及び、南は倉橋島東縁（音戸

瀬戸）と倉橋島域岸鼻から諸島水道清島，輿居島を

通り，松山市仁堀を結ぶ線及び陸岸で囲まれた東西

約50km，南北約25kmの海域で、ある。灘の北部には因

島，大島，大三島，大崎上島・下島，蒲刈島などか

ら成る芸予諸島の島々が散在するが，南部には比較

的広い海域がみられる。伊予灘との境界には津和地

島，怒和島，中島などの島瞬が配置し，この間を諸

島・怒和島・クダコ・釣島などの水道が櫛状に配列

する。水深はおおむね50m以浅で比較的浅いが，前

述のI難と｝灘を結ぶ

はおおむね50mをこえる。底質は北部島瞬間の海峡

域では岩や砂離が，南部の広い海域では砂が広く分

布する。潮流は灘南部の広い海域で、は，一般に北東

一南西方向の流れで，最大流速は 2ノット前後であ

るが，北部の芸予諸島内では，複雑な地形を反映し

て潮流も複雑であり，宮ノ窪瀬戸の舟折瀬戸（別名，
あろうず

有津瀬戸）や荒神瀬戸では 8～9ノットに達し，灘

と灘を結ぶ諸島・怒和島・クダコの各水道では 5～6

ノットに達する。

海釜の数は全体で68個で瀬戸内海で最も多く，水

深50～100.m，深さ10～30mの海釜が多いが，水深100
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m・ 深さ30m以深の海釜も10個をこえ，前述，各灘

聞の海釜は比較的規模が大きい。タイプ別では海峡

単成型が最も多く海峡岬型がこれに続く。また，後

述するように芸予諸島東部の島唄開水道の潮流流速

は，瀬戸内海有数であるが，ここでの海釜の規模は

大きくない（Fig.11）。

広島湾

東は安芸灘，南lま防予諸島の情島，屋代島，大畠

瀬戸及び陸岸に固まれた東西約25km，南北約50kmの

南北に長い海域である。水深はおおむね40m以浅

で，－20～ 30mの平坦面が発達する。底質は湾南部

の水道周辺で砂喋質であるのを除き，おおむね泥質

である。潮流は湾口～湾奥開の南北方向の流れで，

湾口の水道域，北部島瞬間の海峡を除くと微弱で、，

最大流速は 1ノット以下である。

海釜の数は全体で26個で，水深100m・深さ20m以

浅の規模の小さいものが多い。タイプ別では海峡単

成型が多いが，その他のタイプもはぽ同数づ「つみら

れる。北部島瞬間の音戸，早瀬瀬戸などは潮流が速

く，双子型の海釜がみられるが，水深，深さはそれ

ぞれほぽ40m・ 20 m以浅で規模も小さい。大畠瀬戸

も最大流速は6.9ノットと大きいが，海釜の深さは約

50mと大きくない（Fig.11）。

伊予灘

北は安芸灘，広島湾，西は上関海峡，祝島，姫島

を経て大分県国東半島住吉埼を結ぶ線，南は速吸、淑

戸及び陸岸に固まれる北東一南西方向約90km，北西

南東方向約40kmの北東一南西方向に長い海域であ

る。灘の北部には平郡島，長島などの島醜も見られ

るが，伊予灘は広い海域で特色づ、けられる。水深は

豊後水道，紀伊水道に次いで大きいが，大半は70m

以浅である。底質はおおむね砂質で、あるが，速吸瀬

戸周辺では砂喋質となる。潮流は北部の島瞬付近を

除くと，一般に北東一南西方向の流れで最大流速は

1～1.5ノットで、ある。

海釜の数は全体で26個でう水深50～lOOm，深さ

10～30 mの海釜が多いが，深さが30mをこえるもの

も5個ある。タイプ別では岬型が多い。

速吸瀬戸

伊予灘と豊後水道を結ぶ瀬戸で，潮流流速は5.7

ノットに達し，水深460m・深さ約300m，水深365m・ 

深さ約200mの双子型海釜が発達する。詳細は第 6章

に記載する。

周防灘

東は伊予灘，西は関門海峡及び陸岸に固まれた東

西方向約lOOkm，南北方向約40kmの東西に長い海域で、

ある。北部には笠戸島，黒髪島などの島嶋もみられ

るが，周防灘は広い海域で特色づけられる。水深は

おおむね50m以浅で 10～ 20m平坦面が広〈発達

する。底質は北部島興周辺，関門海峡周辺が砂探質

であるのを除くと，おおむね泥質である。潮流は一

般に東西方向の流れで，関門海峡周辺を除くと流速

は小さく，最強でも1.5ノットをこえない。

海釜の数は全体で9個で，水深50m・深さlOm以

浅，長径3.0km未満の小規模なものが多い。タイプ別

では灘北部の島瞬間のものは海峡単成型，灘中央の

ものは灘岬型である。

関門海峡

周防i難と響灘（日本海）を結ぶ海峡で，潮流流速

は8.5ノットに達し，水深47m，深さ約30mの単成型

海釜が発達する。詳細は第 6主主に記載する。

豊後水道

四国西岸と九州、｜東岸の開の水道で，南は愛媛県高

茂埼と大分県鶴御埼を結ぶ線，北は速吸瀬戸に囲ま

れる東西方向約35km，南北方向約50kmの海域てbある。

水道両岸はリアス式海岸をなし，水深は海釜の部分

を除くとlOOm以浅である。潮流は一般に南北方向に

流れ，速吸瀬戸周辺では両側から突出する佐田岬，

関埼により急速に収束され流速を増す。当水道は紀

伊水道同様外海と内海の境界域にき当たり，流れは海

流の影響を受け複雑で、ある。

海釜の数は全体で9個で，水深は全てlOOm以深

で，深さは約半数が50mをこえ，とくに水道西岸の

海釜は深い。タイプ別ではほとんどが海峡岬型であ

る。

2）瀬戸内海全般の海釜の特色
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潮流が卓越する瀬戸内海では多数の海釜がみら

れ，規模や形状は多様であるが，海峡域，灘域等に

より 固有の特色がみられる。最初に海釜の移民さと潮

流流速の関係を議論し，続いて瀬戸内海全般の海釜

の特色及び海峡域 ・灘域ごとの特色を述べる。

海葦の深さと潮流流速

Fig. 11には海釜の深さと潮流流速の関係を示 し

た。この図によると，全般的には必ずしも対応が良

いとはu、えないが，潮流流速が大きい場合は，概し

て海3訟の深さは大きい傾向にあり，流速が 5～ 6

ノット以下，深さが50～60m以下に着目すると，破

線で示すような楕円形内に集中し，比較的対応が良

い。鳴門 ・明石 ・来島海峡の海釜は，ほぽこの楕円

の延長上にイ＇｝／：置しているが，舟折瀬戸・関門海峡や

速吸 ・由良瀬戸，鶴御埼の海葦はこの楕円の延長か

ら大きくはずれ，前者は流速の割に海釜の深さは小

さく ，後者は流速の割に海釜の深さが大きいことを

示す。また，海釜を海峡中央型と岬型に分類してみ

ると，自，，，型は図上で左側に偏っていて，潮流流速が

小さいところに形成されていることが分かる。

型

型

失中峡海

岬
O
A品

川
d

0速吸
，圏、a，、d

。鳴門

。由良

100 

。高島～闘鳩

.6.鶴御埼
0来店。明石

Fig. 11 Depth of caldrons and tidal current veloc-

ittes 

全般的特色

O海釜の総数は約250個で，品棋が多〈分布する海

域ほど多〈 ，①安芸灘，②備讃瀬戸，③広島湾，

③伊予灘，⑤健灘の順である（Fig.lOb, c, 

Table 1）。

0海釜の分布位置は海峡周辺が圧倒的に多いが，

広い灘の泌f：域にもみられる （Fig.8 , Fig. lOa）。

O深さが大で規模が大きい海釜は， i難と灘（広い

湾，水道を合む）を結ぶ海峡（友ケ烏水道，明

石海峡，鳴門海峡，来島海峡，諸島・怒和島水

道，速l凪瀬戸ほか）に位置することが多い（Fig.

lOc, Table 2）。

O深きが50m以深の海釜は， 灘と灘を結ぶ海峡に

位置するもの以外は， 安芸灘，伊予灘及び盟後

水道に限られる（Fig.lOc）。

0海釜をタイフ胃IJにみると，海峡単成型が最も多

〈，海峡山，，型がこれに次ぎ，深さが大で規模が

大きい海釜は海峡双子型が多い （Fig.lOa, 

Table 2）。

0潮流流速の大きい海峡の海釜は概して深さが大

であるが，潮流流速が大きいにも関わらず深さ

が小さい海読もある（舟折瀬戸，鼻莱瀬戸，大

畠瀬戸，関門海峡； Fig.11, Table 3）。

0速吸瀬戸海釜（北釜；水深460m，深さ約300m,

約8×5km，南釜；水深365m，深さ約200m,

約10×5.5km）は，津軽海峡西日の松前海草（水

深450m，深さ約300m，約15×14km）と並ぶ日本

沿岸のみならず世界最大規模の海釜である。一

方，長さの点では，明石海峡海釜（約20km）が日

本沿岸最長である。

海峡域の海釜

O海峡最狭部に位置するものと海峡周辺に位置す

るものがあり，前者には深みが海峡に沿って細

長く横たわる場合（単成型）と，海峡最狭部を

挟んで深みが2つある場合（双子型）があり，

後者は海峡出口付近の岬や品の先端部にみられ

る（岬型）。

0単成型海釜の形状は指円形，長楕円形，帯状で
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あり，長楕円形，帯状をなす場合は，複数の深

みがじゅず状に連なる場合が多い（明石海峡，

来島海峡，大畠瀬戸ほか）。

0単成型海釜の最深部は，おおむね海峡最狭部に

みられるが，詳細にみると最狭部より 多少ズレ

ていて，この場合， 反復する潮流のうち，流速

が大きい流れの下流側（流向側）にズレている

ことが多い（由良瀬戸，明石海峡，関門海峡ほ

か）。

0単成型海釜でも海峡最狭部付近に着目すると，

最狭部を挟んで2つの深みがあり，双子型的な

様相を呈するものがある（来島海峡，関門海峡

ほか）。

0島瞬間の海釜では，水道の形状に支配されて，

帯状の深みが蛇行する場合（伯方瀬戸～大三

品・大崎上島，宮ノ窪瀬戸～餌栗瀬戸ほか），水

道の会合に合わせてY字形をなす場合（児島半

島～直島ほか），水道の会合部に形成される場合

（芸予諸島生名島～赤穂、根島周辺ほか）などが

ある。

0双子型海釜では， 2つの深みの深さや形状は非

対称、であることが多く，反復する潮流のうち流

速が大きい流れの下流側（流向側）に深い深み

が形成されていることが多い（鳴門海峡，怒和

島水道，速l民瀬戸ほか）。

0双子型海釜では， 一方の海釜が2つの深みを持

つ双頭の場合（鳴門海峡，諸島水道とイガイ瀬

戸・ミルガ瀬戸，クダコ水道，速吸瀬戸高島～関

埼ほか），双子型海釜が並んで配列している場合

（速吸瀬戸，備讃瀬戸与島～坂出問ほか）や，

双子型海釜の一方の海釜が別の双子型海釜の一

方の海釜をなしている場合がある（来鳥海峡中

水道 ・東水道， ミルガ瀬戸と諸島水道・串ケ瀬

瀬戸ほか）。

o~q1型海釜は一般に深さが小で，規模が小さいが，

海峡域の岬型海釜には深さが50mをこえる規模

の大きいものもある（豊後水道）。

滋域の海釜

O灘域にみられる海釜は全て岬型で，深さ20m以

浅の小規模なものが多い（Fig.lOa, Table 1）。

O山111型海釜の深みは全て 1つで，形状は三日月形

をなすものが多い。

0灘111q1型の海釜は，全て島の周囲にみられ，島の

両側に 2つの海釜がみられる場合もある（縫灘

高井村l島・ 魚島ほか）。

6.主要海釜の地形・地質，潮流等の概要とその

形成過程

主要な海義について，地形，底質，潮流，音波探

査記録の解析結果等について記載するとともに，そ

れらに基づいて各海釜の成因 ・形成時期等について

考察する。

なお，本論で用いた音波探査機捺は， 磁歪振動式

音波探査機のソノプロープ（一部海域ではソノスト

レーター）と放電式音波探査機のスパーカー （一部

海域ではジオソーナー）である。ソノプロープは卓

越周波数， 3kHz，送信出力， 36ジュールて’分解能に

優れ，浅海域の海底下数lOmの表層堆積層の微細な

堆積構造などの解析に適しているが，音波の減衰が

激しく ，深部の情報を得ることができない。一方，

スパーカーは卓越周波数，200～1,000Hz，送信出力，

200ジュールで出力が大きし水深数100m程度まで

の海域の海底下100～200mの基盤岩石などの深部構

造の解析に優れているが，分解能が劣るため，表層

土佐積層などの詳細な解析は困難である。

以下に述べる堆積層基底は，ソノプロープ記録上

で音響的特性に基づいて地層を区分して求めたもの

である。

すなわち，瀬戸内海の灘（湾）のソノプロープの

記録では， 一般に最上位に層厚10～30mの白〈 ぬけ

た透明ないし不透明な地層がみられ，やや明瞭な内

部反射面によ って，さらに 2～3層に区分できるこ

ともある。この層の下位には，上位層と比較的明瞭

に区別でき，上面のみが反射層としてとらえられる，

黒っぽい不透明な地層がみられる（Fig.12）。この白

〈ぬけた上位層が堆積層，下位の黒色の不透明層が
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Fig. 12 Typical examples of acoustic records (Sonoprobe) in 

the Nada (sea basin) and Bay area 

堆積層基底である。この黒色の顕著な反射函は，砂

が厚〈堆積する砂堆地形下や堆積層の厚い沿岸域な

どでは識別が困難な場合もあるが，海峡周辺や侵食

地形域では直接海底に現れるなど，比較的広範囲に

亘って追跡することができる。以下で述べる堆積層

基底の深度分布は，このようにして追跡した聞の深

さを等イ直線で結んだものであるが，海葦周辺等では，

この面は侵食されているので，厳密には堆積層の基

底を示していない。

(1) 友ケ島水道

友ケ島水道は，紀伊水道と大阪湾を結ぶ幅約lOkm

の海峡で，沖ノ島，地ノ島により由良瀬戸， 中ノ瀬

戸，加太瀬戸の3つの瀬戸に分けられ，それぞれに

海釜が発達する。最も規模が大きいのは，幅約3.7km

の由良瀬戸にある海釜で，長径10.5km，短径2.6kmの

長方形の形状をなす単成型海釜である。最深部は海

峡最狭部の北約1.2kmにあり，水深197m，深さ約130

mである。中ノ瀬戸には双子型海釜がみられ，北釜

は水深118m，深さ約50m，南釜は水深52m，深き約

10 mで，この海釜の北側の地ノ島北方には水深83m,

深さ約15mの海釜がみられる。カII太瀬戸には大阪湾

側に水深72m，深さ約20mの最深部を持つ海釜が発

達し，また，淡路島の洲本沖には水深52m，深さ約

lOmの浅い山111型の海釜が発達する （Fig.13a）。

底質は， 島の周辺及び#ii:釜底の一部には岩が露出

するが，海釜底の大部分や海釜周辺には際が広〈分

布し，その外側には砂，泥が分布する（Fig.13b）。

海釜周辺から採取される喋は，最大径約lOcmの円礁

で，大部分は砂岩であり，砂喋堆積物は多くの貝殻

片を含んでトいる（海上保安庁， 1976）。

潮流は 3瀬戸とも南北流で，出良瀬戸が最も速〈，

最大流速は北流が3.6ノッ ト，南流が3.2ノッ トと

なっている（Fig.13c）。

Fig. 13dは，各海釜の音波探査（ソノプロープ）

の記録である。ここでは，地屑は音響的にA～Cの

3層に区分することができるが，洲本沖海釜を除く

由良瀬戸，中ノ瀬戸，地ノ島北方，加太瀬戸の海釜

は，水平あるいは傾斜するこれらの地層を切って発
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Fig .13b Bottom quality in the vicinity of the Tomogashima Strait 

達していることを示している。 一方，洲本沖海釜は，

堆積層基底岡上への堆積物の地積過程において，潮

流の土佐積妨害による埋め残しにより海葦が形成され

たことを示している。なお， C層は，早川ほか（1964)t 

鎌田（1965）からすると，白E紀の和泉層群である。

Fig. 13eは，音波探査記録からまとめた友ケ島水

道周辺の堆積層基底の深度分布である。水道両側に

はー60～ー70m面が広がり，海釜はこの商を切って

発達している。堆積層基底面については，第 8j容で

述ぺるが，この聞はこの海域に海が侵入する以前の

陸上地形面で，沖積層基底面に相当すると考えられ

る。
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海釜の成因については，最終氷期の瀬戸内海の陸

上時代の河谷の埋め残しとする考えがある（たとえ

ば星野・ 岩淵，1963）。当時の水系については第 7章

で述べるが，このうちの東水系9）が，由良瀬戸を経由

して紀伊水道に向かつて流れていて，海釜はこの河

谷が埋め残されたというものである。しかし，海釜

水深は，洲本沖の海釜を除けば堆積層基底（沖積層

基底）の深度をはるかに下回っているので，これら

の海釜がかつての河谷と考えることはできず，潮流

侵食によって形成されたものと考えざるを得ない

（八島， 1989c）。しかし，新旧海図の水深を比較川す

ると，由良瀬戸海釜の東側の音I）分は深化傾向にある

ものの，北部や南部では浅化傾向もみられ（海上保

淡路

現

／ 

10km 0 
l 

タ

l
 ．
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．．．
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。 lOkm 

安庁， 1976），海釜の形成は現海水準に達するより以

前に遡る可能性のあることを示唆する。この場合，

当然のことながら，海釜形成は海峡の成立以降であ

り，最終氷期最盛期以降の海水準上昇過程において，

海水準が－60m以浅に達して以降と考えられる。海

峡成立の絶対年代は，小野寺・大嶋（1983）によれば，

大阪湾内の泥炭層や泥炭層を不接合に覆う地層から

採取されたマガキの年代測定結果から，今から

13,000年前ということになる。
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Fig .13c Tidal currents in the vicinity of the Tomogashima Strait 
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Fig. 13e Base of sediment layers in the vicinity of the Tomogashima Strait 

(2) 明石海峡

明石海峡は大阪湾と播磨灘を結ぶ海峡で，ここを

日本沿岸最長の全長約19km，幅約 1km，水深約lOOm,

深さ約40mの帯状の細長い単成型海釜が走 り抜け

る。詳細にみる と，この海釜は，海峡中央を走り抜

けるもの，江崎沖の海岸線に平行に走るもの，轟木

沖の東西方向のものの3つの部分に分けられる。海

釜の最深部は，海峡最狭昔日11）の西約5.0kmの林崎沖に

あり，水深148m，深さ80mである（Fig.14a）。

底質は，海峡最狭部では岩が露出し，この部分か

ら外側に向かつて牒，砂，泥の順に分布する（Fig.

14b）。海釜周辺から採取される礁は，周辺陸上の段

丘喋層，大阪層群の牒層と同じ喋が主体をなし，最

大径10数cmの亜円礁である。また，海釜斜面等から

はしばしば獣化石が採取されるが，その表面にはサ

ンドペーパーで、磨いたような摩擦痕が観察され，流

れによ り砂喋が化石の表面を洗い続けていることを

示唆しているようである。

潮流は東西流で，両者の最強流域は海峡最狭部付

近の，中央部よりやや淡路島寄りにみられ，東流，

西流それぞれの最大流速は，5.6ノット， 7.1ノット

に達し，西流の方が速い （Fig.14c）。

Fig. 14dは各海釜の音波探査（ソノプロープ）の

記録である。海峡最狭部付近では，海底面下の情報

は余り 得られないが，－10～－20m,-30～－50 

m, -lOOm前後の3つの平坦而が識別される。本州

四国連絡橋建設の調査結果 （伊崎・金子，1960，建設

省道路局・近畿地方建設局，1970ほか）によって，－

30～－50m面には大阪層群の地層が，－lOOm前後の

海釜底には基擦をなす白亜紀の花両岩類が露出し，

花筒岩類を中心に，東西両翼に向かつて中新世の神

戸層群，鮮新～更新世の大阪層群明石累層と，次第

に若い地層が分布し，背斜構造を持っていることが

碓認されている。海釜最深部のある林崎iijJの断面

(I)では，海岸線近くは－lOm以浅の平坦面であ

るが，水平な層理を切って形成される急患の基部に，

海釜最深部が形成されている。海峡東口の断而(IV)

では，海底面下の情報が比較的得られ，海釜は水平

ないし，やや傾斜した地層を切り，海釜に隣接して

発達する砂堆地形の？111ノi頼は，水平な堆積層基底而

のうえに順次堆積物が堆積していった地形であるこ

とを示している（八島，1991b'1992）。江崎沖海釜
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(V），轟木沖海釜（VI)では海底面下の情報は余り

得られないが，江崎沖海釜の淡路島寄り（SE側）の

斜面は急崖をなすことを示している。

明石海峡の海釜の成因については， 1毎釜が六甲

一淡路の背斜構造を横断していることから，先行性：

河谷が沈水したもの（吉川，1953，伊崎・金子，1960,

茂木，1977ほか）と考えられている。しかし，筆者（八

島，199la,1992）は以下のように考えている。すなわ

ち，音波探査による堆積層基底の深度（Fig.14e）は，

海峡の大阪湾側では－50～－60m，海峡の矯磨灘側

では－30～－40m前後で，海釜底はこの深度よ りは

るかに深〈，現在の海釜底が河谷底そのものと考え

ることはできない。先行性河谷が存在しこの谷に

沿って海が侵入したことは事実と思われるが，海華

はその後，潮流により深〈侵食されて形成されたも

のと考えざるを得ない。

成因は潮流侵食であるとして，潮流流速と海釜の

分布の関係（Fig.14f) ＇.をみる。海釜は，大潮平均流

速が2ノッ ト以上のところに分布する。海峡最狭部

付近で流速は最大で， この部分に水深llOmの深みが

形成されているなど，両者の関係はおおむね一致し

ている。しかし，詳細にみると，林崎沖の海釜最深

部は 4ノッ ト以上の強流域からハズれ， 3ノット以

下の区域に位置している。汀ー崎，純木沖の海釜も同

じく強流域からややズレて位置している。海峡西口

海底に分布する地層は，直接確認されていないが，

周辺陸上の地質等からすると大阪府群の地層が広〈

分布していると恕定され，海釜の形成は rock con-

trolを反映したものとは考えにくい。また，淡路島周

辺の地質構造は，北東一南西方向とこれに直交する

方向であり（寒川，1990ほか），江崎沖の海釜を除く

と構造的要因も考えにくい。
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以上のことから，海峡最狭部付近は別にして，海

釜最深部や轟木付近の海釜の形成時期は現海水準に

達するより以前に遡って考えざるを得ない。明石海

峡の成立は，前述堆積層基底の深度から，最終氷期

最盛期以降の海水準上昇過穂において，海水準が－

30m以浅に達して以降である。 Fig.14gには，海水

滋がー20m時代の海岸線を示した。この時代の海岸

線の形状は，明石以西では海岸線が7～ 8km前進し

て広い平坦面12）が現れるとともに轟木西方には出甲状

の地形が突出するなど，海岸線は現在とかなり異っ

て，海峡は幅がもっと狭い折れ曲がった水路状の地

形に変わる。このため，林崎沖の最深部付近は，大

阪湾方向から直進する西流にとって，曲流河Jllの攻

撃斜面と類似の地形配置となり，急、崖と深い海釜を

形成したのではなかろうか。一方，轟木沖は海峡入

口に岬状地形が突出することになり，友ケ島水道洲
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本沖，関門海峡部埼同様，岬型の海釜として形成さ

れたのではなかろうか。

以上のことから，明石海峡の海釜の形成は，最終

氷期最盛期以降の海水準上昇過程において，海水準

が－30m以浅となって明石海峡が成立した頃から始

言。， 55’ 

~o’ 

まり，海水準が－20m前後に達して本格化し，現在

も進行中と考えられる。

135・ 05’ 

璽伊海水準ー20m時代の陰地

モ語海室長

林崎 ．，．海釜最深部〈ー140m～）

15’ 

a4・
30’ 

明石 須趨l

Fig. 14g Topography in the vicinity of the Akashi Strait in the period of 20m below the present sea level 

(3) 鳴門海峡

鳴門海峡は，紀伊水道と播磨灘を結ぶ幅5～6km 

の海峡で，淡路島と鳴門市大毛島から突出する 2つ

の岬により，幅が約1.3krnに急減する。岬の延長の海

底は鞍部地形をなし，最大水深は約60mである。こ

の鞍部地形を挟んで、，北釜（水深216m，深き約150m)

と南釜（水深164m，深き約lOOm）が対をなし，双

子型海釜をなす。南北両海釜は溝状凹地により結ば

れ，北釜は双頭をなし，さらに東釜と西釜に別れる

(Fig. 15a）。

底質は，海釜底や海釜斜面には岩や喋，その外側

には砂，泥が分布する（Fig.15b）。北釜の海釜底周

辺からは長径約lOcrnの和泉層群砂岩の円聴が採取さ

れているほか，径10～数lOcmの付着物の少ない丸い

大喋・巨I擦が海底を埋めているのが確認叫されてい

る。また， j毎釜周辺から採取される砂喋堆積物は多

数のフジツボの死骸や貝殻片を多く含み，喋の表面

に生物が付着しているのはまれで，潮流により砂や

貝殻片が激しく揺り動かされていることを示唆して

いる。

潮流は南北流で，南流，北流はそれぞれ， 9.3ノッ

ト， 10.6ノットに達し，北流の方が速くその流速は

日本沿岸最大である。なお海峡最狭部の南北両側に

は，交互に激しい渦や激潮叫を生じる（Fig.15c）。

Fig. 15dは海釜の音波探査（ソノプロープ）の記

録で，ここでは地層はA～Cの3層に区分すること

ができる。南釜の東側に隣接する砂堆地形は，明石
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はなされていない。筆者（八島，1990,1992）は，鳴門

海峡の大規模な双子型海釜は，以下のように絶好の

潮汐・潮流条件，地形・地質条件が相侯って形成さ

れ，本格的な海釜の形成は明石海峡成立時に遡ると

考えている。潮汐・潮流条件についてみると，鳴門

海峡の潮流は，海峡を挟む最大l.3mに達する 2つの

Fig. 15c 

海峡東口の沖ノ瀬同様，ほぼ水平な堆積層基底面上

に順次，堆積物が堆積していった地形であることを

示す。鳴門海峡周辺では，中央構造線と南北方向の

断層川の存在が推定され，南釜の南側では，堆積層基

底面が約2.5kmに亘って不連続で、あり，陸上部分での

調査により求められる位置との関係からこの部分を

灘の聞の大きな水位差により生じる。本多（1907)'

小倉（1922）によると，その要因は極めて特異で、，瀬

戸内海の潮浪進行特性によって，海峡を挟む 2つの

灘の潮位変化がほほ、逆位相になることによって生じ

ている（Fig.15f）。すなわち Ogura(1933）の瀬戸内

海東部の潮浪進行図（Fig.15g）から明らかなよフ

に，外海から紀伊水道を経て友ケ島水道へ入った潮

中央構造続が通っていると推定される（Fig.15d 

III）。 Fig.15e は音波探査記録からまとめた堆積層

基底の深度分布で，海峡周辺には－40～ 50m面が

広く分布し，海釜はこの面を切って発達している。

鳴門海峡の海釜の成因や形成時期については，吉

川I(1953），桑代（1959'1972）ほか報告は多いが，双子

型海釜の形成機構や形成時期についての詳しい説明
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Fig .15e Base of sediment layers in the vicinity of the N aruto Strait 

君臨潮位。トハハ

:mr /.¥. ~ 
水道側：；mレ／ ・ -

…l~Nki"f A 12H A 2,4H 

lOknV ＇ノ＼

Fig .15f Tidal curves in the vicinity of th巴 Naruto

Strait 

浪が明石海峡を経由して播磨灘に入札豊後水道か

ら入って備讃瀬戸を経由してきた潮浪と会合し，鳴

門海峡の北側付近に達するまで、に約5.2時間を要す

る。一方，この時間には海峡南側の紀伊水道は，ほ

ぽ反対の潮時に変わってしまっている。このように，

この現象は全く瀬戸内海の地理的条件（海陸分布）

に起因している。

次に地形・地質条件についてみる。須鎗・阿子島

(1972）によると，海峡周辺の淡路・鳴門地域には，

白亜紀の固結した砂岩・磯岩・泥岩及びその互層よ

り成る和泉層群の地層が広〈分布し，海岸線の突出

部や山陵部は和泉層群の砂岩優越部，海岸線の湾入

部や海岸低地は和泉層群の泥岩優越部に対応し，地

形と和泉層群の岩相分布は良〈一致している。海峡

両岸から突出する両111中と，これに続く海底の鞍部地

形l土砂岩優越部より成り，海釜分布域を挟む海峡両

岸の海岸線は湾入部となっていることから，海釜分

布域は陸上の泥岩優越部の延長である可能性が強〈

(Fig. 15h），泥岩優越層の広がりは，潮流による海

釜形成を容易にする役割を果たしているものと考え

られる。

以上のように，潮流は大きな水位差により流れる

が，海峡両側から突出する 2つの岬と海底鞍部によ

り強制的に収束されて流速を増大し，海峡最狭部の

下流側に，激しい渦や激流を伴う強流域を生じるこ

とになる。このため，反復する潮流の強流域（激流

域）は北流と南流で異なり，最狭部を挟んで別の場

所に発生することになる（Fig.15c）。

このような鳴門海峡の双子型海釜の形成機構をモ

デル化すると， Fig.15iのよフになる。
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次にその形成時期について述べる。新IB海図の水

深比較1叫こよると，海釜底は過去数10年において侵

食傾向（海上保安庁，1976）にあり，また，流況と地

形の対応関係（Fig.15c），底質分布の特色（Fig.15 

b）などから現在も侵食が進行中と思われるが，問題

はいつ形成が始まったかである。海峡最狭部の最小

水深が60mであることや，－40～－50mに堆積層基

底面が存在していることから，海釜の形成は海水準

が－40m以浅に達して以降のことである。鳴門海峡

周辺の瀬戸内海東部の古地理は，最終氷期最盛期（約

20,000～18,000年前）以降，海水準の変化により変

化し，①陸地の時代，②大阪潟湖の時代（海水準－

60m～－40m），③大阪潟湖・播磨潟j坊の時代（海水

準－40m～－30m），④現在（海水準－30m～Om)

と分けられる（Fig.15j) o 

③の時代の鳴門海峡付近は，袋状をなす謡磨潟湖

（湾）の湾口をなす。現在，このような形状をした

湾の湾口部における潮流流速は比較的大きし大な

り小なり海釜状の地形が形成されており，この時代

に海釜の形成が始まった可能性が大きい。しかし，

このような地形の湾口部の潮流流速は，数ノット以

下であり，現在のように大きな潮流流速があって海

釜形成が本格化するのは，現在と同じような地理的

条件となって，海峡を挟む 2つの灘の潮位変化の逆

位相が生じるようになってからと考えられる。すな

わち，その時期は，海水準が 30m以浅に達して明

石海峡が成立する以降の時期である。

(4）備讃瀬戸

イ蒲讃瀬戸は，おおよそ児島～坂出聞の島興を境に

して東部と西部に分けられ，東部はさらに地質構造

を反映したと思われる北東一南西の方向性を示す島

興と水道より成る北部と，地質構造と無関係に東西

方向に延ぴる砂川や海釜地形で特徴づけられる中央

部に分けられる。瀬戸中央部のオーソノ瀬，中瀬，

カマ淑などの砂州、｜は，長さ28km，幅 1kmに及ぶ長大

なものである（Fig.16a）。瀬戸西部は東部に比べる

とやや変化に乏しいが，児島～坂出聞の島興や塩飽

諸島が散在し，北部にはやや広い海域がある（Fig.

（北流時） （南波時）

..JJ」
／刀！マミ：

－，，~＼ l!I/ 
亜亜亜壇＼M岳国軍主

~t 湾北 南

ゲ晶子ヲ仁晶、み
北釜 高釜 北釜 南釜

Fig. 15i Formation model of the Twin type caldron 

in the N aruto Strait 

3.0’ 

34• 

30 

3日

(a）陸上の時代

(b）大阪渇湖の時代

( c）大阪渇淑・調書店潟湖の時代

( d）現在の湾・灘の時代

135• 30て

Fig. 15j Paleogeography in the eastern part of the 

Seto Inland Sea 
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16a）。

潮流は，瀬戸東部の児島半島～小豆島聞で北東

一南西方向であるのを除き，おおむね東西方向の流

れで，最大流速は 3ノットをこえ，島や浅瀬が散在

するため複雑な変化を示す（Fig.16b）。

この瀬戸にある海釜は， 地形や潮流が変化に富む

ため，形状は帯状やY字形など多様で，タイ プも海

峡単成型，海峡双子型，海峡岬型がみられるが，水

深30-:-90m，深さ 5～40mと比較的浅く ，小規模な

ものが多い。

単成型海釜は高島水道（水深52m，深さ約lOm），大

槌鳥～小槌鳥（水深70m，深さ約20m）， 下津井瀬戸

(JJ<.深80m，深さ約30m），本鳥～牛鳥（水深80m,

深さ約30m）などに見られ，葛島水道を初め，玉野

～直島問では，帯状の蛇行した海．釜が合流している。

双子型海釜は， 対向する島と鳥の両側に島の方向と

直交してみられる傾向がある。加茂ケ瀬戸では， 南

北方向に配置する男木島と女木鳥を挟んで、東西方向

に長楕円形の海釜（東釜 ；水深60m，深さ約20m,

西釜 ；水深60m，深さ約20m）がみられ，小槌島～大

崎ノ鼻IHIには，規模は小さいが，すり鉢状の顕著な

• a町

~ 2・・・ー・．．．
‘ 

， 

海議（東釜； 7J・く深56m，深さ約20m，西釜；水深58

m，深さ約20m）がみられる。このほか本州四国連

絡橋瀬戸大橋ルート （児島～坂出問）沿いの南北方

向の島瞬間にも， 3組の双子型海釜がみられる

(Fig. 16a）。 岬型海釜は地蔵崎（水深78m，深さ約

30m）， 佐柳島（水深36m，深さ約lOm），粟島（水深

40m，深き約lOm），三崎 （水深70m，深さ約30m)

などにみられる。備讃瀬戸マは，水路部によ り， 精

密な海底地形調査が数多〈実施（第六管区掬・上保安

本部，1960,1961，海上保安庁水路昔IS,1962, 1974ほ

か）されている。水路部による音波探査は一部海域で

試作音響探層機により実施された（悔上保安庁水路

部，1967）にすぎないが，ここでは国鉄・日本鉄道建

設公団 （本座ほか， 1970），建設省国土地理院(1983

a,b,c）により笑施されている。

Fig. 16cには建設省国土地理院（1983a,b, c）によ

る小豆島地蔵崎，大槌島～小槌島，下津;Ji：瀬戸，三

埼淘：釜の音波探査記録（スパーカー） 及びその解釈

図を示す。

地蔵士奇海釜は，小豆島南部から備讃瀬戸に約8km 

の長さで突出する半島先端の地蔵埼前面にみられ

備蛾瀬戸西流最強時 西流

Fig. 16b Tidal currents in the Bisan Sea 
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る，長径4.5krn，知：径l.lkm，水深78m，深さ約30m

の三日月形をなす，比較的規模の大きい岬型海釜で．

岬先端付近の潮流流速は 2ノットをこえる。本座ほ

か（1970）によると，侵食されている地層は更新世の

大槌層・沙弥島層で，新第三紀の三豊層群や基盤を

なす白亜紀の花閥岩類には及んでいない。

大槌島～小槌島l聞の海釜は，長径3.4km，短径1.9 

kmの楕円形をなす，水深70m，深さ約20mの単成型

海釜である。海釜が侵食している地層は，更新世の

地用までで，基盤をなす新第三紀の三豊層群にはほ

とんど及んでいないことが確認（建設省道路局・近

畿地方建設局， 1970）されている。下津井瀬戸の海釜

は，長径1.7km，短径0.6km，水深80m，深さ約30m

の精円形をした単成型海釜で，音波探査の記録では，

海釜斜面iには基盤の花岡岩類が露出するが， 1毎釜底

に露出しているのは更新統と新第三紀三盟層群の一

部である（建設省国土地理院，1983b）。 三崎海釜は，

香川県北西部から備讃瀬戸と健灘の境界付近に，約

6 kmの長さで突出する半島先端の三埼前面にみられ

るもので，長径l.6km，短径0.8km，水深70m，深き

約30mの三H月形をなす岬型海釜である（Fig.16 

a）。建設省国土地理院（1983a）の音波探査記録の解

釈凶（Fig.16c）では，表層の堆積層が浅く侵食され

た後，潮流の堆積妨害による埋め践しにより海議が

形成されていることを示す。

備讃瀬戸西部の71ff.釜の成因について，星野 ・岩淵

(1963）は最終氷期の陸上時代の河谷が埋め残された

ものであるとし，堀（1986）も一部の海釜はこの可能

性が強いことを指摘した。

一方，茂木(1963），本J.iliほか（1970）は潮流侵食で

あるとしてこれを否定し，茂木（1963）は，新旧海図

の水深比較17）や#if.釜と砂堆の分布の特徴などから，

海釜の形成は現在も続いていると考えた。備讃瀬戸

のサンドウェーブ分布・の特徴等は，茂木 ・加藤

(1962），茂木 ・岩崎（1975a,b）により報告されてい

るが，茂木ほか（1975）は，本島～牛島問，高見島，

与島～三ツ子島問などの海釜周辺に分布するサンド

ウェーブは，海釜斜聞の這い上がり部に海釜長軸の

延長方向に分布し，海釜から遠ざかるに従い，小規

模なサンドウェーブ（メガリ ップル）に変っている

ことを報告した。そして，このような分布ノマターン

は，海釜から外に流出する潮流によってサンド

ウェープが形成されていることを示唆するもので，

海釜の形成が現在も進行中であることを示すと考え

た。

玉野～直島聞や児島～坂出聞の海釜は河谷状を呈

し，海殺の水深やその分布状況から河谷の埋め残し

の可能性があるが，音波探査記録でみると，再堆積

やi侵食により新旧の海釜が錯綜し， j毎釜とこれに

続く埋積された古水系を明確に識別するのは困難で

ある。

なお，瀬戸内海の分水界について，桑代

(1959' 1972），槻（1986）は 1つは関門海峡， 1つは備

讃瀬戸の塩飽諸島付近にあるとした。建設省国土地

理院（1983a,b,c）によると塩飽諸島付近の堆積層基

底の深度は－20～ー30mで，この付近から東西両側

に向かつて次第に深くなっており，桑代（1959'1972) 

の考えを裏づけている。このことから，備讃瀬戸の

分水界が沈水し東西の瀬戸内海が連結するのは，海

水準が－20m以浅に達して以降ということができ

る。備讃瀬戸の海釜は，海水準がー20m以浅に達し

て以降， 一部は旧河谷が潮流によって堆積が妨害さ

れて海釜となっているが，多くの海釜は潮流によっ

て旧河谷が再侵食されたり，河谷とは別に新たに海

底が侵食されて形成されたものである。
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(5) （健灘四阪島・比岐島等）

縫i難は水深が30m以浅の平姐な海底の海域が多

く，底質は泥質である。潮流は微弱で‘，最大流速は

lノットをこえない。このような海域でも島の周辺

では，潮流流速が加速され，はぽ水深50m・深さ10

m以浅の三H月形あるいは楕円形をなす，岬型海釜

がみられる。 Fig.17aには灘北部の高井神島・魚島，

南西部の四l仮島・比岐島，南部の大島の例を示した。

灘北部の高井神島・魚島などでは島の南北に海釜が

みられ，高井神島の北側の海葦は水深50m，深さ約

。 5km 

15m，南側の海釜は水深38m，深さ約 5mとなって

いる。

Fig. 17bは音波探蚕（ソノプロープ）の記録であ

る。四阪島の美濃鳥海釜及び比岐島北海議では，海

釜は表層の堆積層を浅く切っているが，比岐島南海

華や大鳥海釜では，堆積層基底同上の1財貨物の堆積

過程で，島の周辺で、局地的に潮流の流速が加速され，

土佐：積が妨害されて海釜が形成されていることを示し

ている。

Fig. 17a Caldrons in the Hiuchi Sea 
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(6) 来島海峡

来島海峡は縫i難と安芸灘を結ぶ海峡で， 芸予諸島

市端の大島と，愛媛県高縄半島の聞の幅約4kmの屈曲

した海峡である。最狭部付近は小島，馬島，中渡島，

武志島などの島々により，東水道， 中水道，西水道

に3分される。釆島海峡の海釜は単成型海釜である

が，詳しくみると，じゅず状の深みの速なりであり，

水深lOOm・深さ30～50m以深の深みが帯状に蛇行す

る。海峡最狭部付近に着目すると，馬島，巾i皮島を

挟んで南北に水深136m・深さ約50m，水深162m・深

さ約80mの2つの深みがあり，双子型の様相を呈し

ている。なお， 2つの深みは水深80mの滞状凹地で

結ぼれている（Fig.18a）。

潮流は南北流で，両流とも逆S字状に流れ，最狭

部付近では 3分される。 3つの水道のうち，中水道

の流速が最大で，北流が8.9ノット，南流が9.7ノッ

トで，南流の方が迷〈，両流とも流速は海峡最狭部

より少し下流側で最大となる。西水道，東水道の流

速はそれぞれ，中7）＜道の0.9倍， 0.6倍ほどである。

#ff:釜の分布は潮流の主流向ときわめて良い対応を示

し，逆S字状に帯状に分布し，最狭部付近では3列

に別れる。 1毎釜最深部iま，最狭部の南側の中水道と

東水道を南下する湖流が会合する付近にみられる

(Fig. 18a, b）。

Fig. 18 cは建設省国土地理院（1978）による西水

道を通って海峡を縦断する音波探査記録（スパー

カー）の解釈図で，海底は起伏に高み，海釜斜面や

海釜底には基盤をなす岩石が露出している。そ して，

これらの地屑は本1+1四国連絡橋工事の調査（建設省

道路局 ・近自民地方建設局， 1970）で， 中世代白亜紀

の花岡岩類であることが確認されている。建設省国

土地理院（1978,1979a）によると，堆積層基底の深度

は海峡西側では－50～－60m，束側では－40～－45

m前後で，海釜はこれらの函を切っている。このた

め，来島海峡の成立及び海釜の形成開始時期は，最

終氷期最脱期以降の海水準上昇過程において，海水

ii主が－40m以浅に達して以降と考えられる。

10・,. • _ ..・ . • 'i' . . 0,3’ 

34・
05’ 

3km 

A 
寸

大 島

Fig. 18a Caldrons in the vicinity of the Kurushima Strait 
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。
1 0 km Q海釜

Fig. 18b Tidal currents and distribution of caldrons in the vicinity of the Kurushima Strait 

更新統

自彊紀:/E尚岩類

Fig. 18c Acoustic records (Sonoprobe) in the vicinity of the Kurushima Strait, after Geographical Survey Inst. 

(1978) 
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(7) 芸予諸島東部

主として花関岩類より構成される安芸灘の芸予諸

島は，その南京限を北京一南西方向の構造線で限ら

れ，内部の島唄配置と地質分布もこの方向と， これ

より微弱な北西一南東方向の構造に支配されてい

る。芸予諸島は，瀬戸内海の最終的な沈水過程にお

いて沈水量が少なく ，山地の谷に海水が入り込む形

15’ 

34・
10’ 

133'05’ 

になって，このような地形が形成されたものと思わ

t1..る。

品瞬間の水道は宇思ft.に分岐・会合し，伯方瀬戸か

ら大三烏・大崎上島聞に統〈水道や宮ノ窪瀬戸から

舟折瀬戸を経由して鼻粟瀬戸に続く水道の海釜は，

帯状の蛇行する単成型海釜であるが，深みがじゅず

状に連なり，生名島，赤穂根島付近では，水道の交

10' 15’ 

Fig. 19a Caldrons in the eastern part of the Geiyo Islands 

Fig. 19b Tidal currents in the eastern part of the Geiyo Islands 
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差音ISに海釜が形成されている（Fig.19a）。

潮流は各水道に沿って複雑に分岐・会合して流れ，

宮ノ窪瀬戸の舟折瀬戸，鼻莱瀬戸の潮流流速は瀬戸

内海有数で，それぞれ9.0ノット，6.3ノッ トに達す

るが，地形や地質構造の制約からか，舟折瀬戸は水

深60m，深さ約20m，鼻薬瀬戸は水深46m，深さ約20

mと浅く，規模も小さい18J(Fig. 19b）。 Fig.19cは

建設省国土地理院(1979b）による岩城島～伯方島と

伯方瀬戸海釜（入口付近）の音波探査記録（スパー

カー）の解釈図である。伯方瀬戸入口付近では更新

統中部を切るに止まるが，岩城島～伯方島海釜では，

海釜斜面や海釜底の一部には白亜紀の花向岩類と思

われる基盤の岩石が露出する。建設省国土地理院

(1979b）によると，矧；積層基底の深度は弓削島東方

では－35m，弓削島南方ではー40m～－50mである

が， 主主予諸・出＊~~の島唄！日lでは一30m～－40m と浅い。

岩城島～｛白方島

伯方瀬戸海釜

(8）諸島水道・怒和島水道・クダコ水道・釣島水

道

安芸i鎚・広島湾と伊予i難は，屋代品 ・津和地島 ・

怒:f11島 ・中島などより成る防予諸島により境され，

両海域は榊．状に配列する諸島・怒和島・クダコ ・釣

島 ・高浜水道の各水道により結ぼれる。諸島 （水深

144m，深さ約50m）・イ ガイ （水深180m，深さ約80

m）・ミルガ（水深120m，深さ約20m）の3水道は，

Y字形に配置し，全休として双頭双子型海釜をなす。

ミルガ瀬戸の海釜は，諸島水道の淘設に対して双子

型海釜の南釜の関係にあるが，串ケ瀬瀬戸の海釜に

対しても，双子型1釘：釜の東釜の関係にある。怒和島

水道の海釜は，双子型海釜で，北釜は水深166m，深

さ約70m，南釜は水深114m，深さ約20mである。ク

ダコ水道の71正釜も双子型海釜で，北釜は水深160m,

深さ約60mであるが，南釜は水深170m・深さ約70m

1・，.：：.人<IA
… 
ヒ＝＝ニゴ B

11111 IC 

｜斗＋＋.. ID 類
山
一担尚花

統

統

紀

新

記

制

亙

白

河

更

自

庖

層

層

層

完新統

Fig. 19c Acoustic records (Sonoprobe) in th巴easternpart of the Geiyo Islands, after Geographical Survey Inst. 

(1979b) 
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と水深140m・深さ約40mの2つの深みに別れ，双頭

双子型となる（Fig.20a）。

潮流は，安芸灘 ・広島湾と伊予灘聞を，各水道を

経由してほぽ南西一北東方向に往復し，それぞれの

水道の最大流速は， 3.5～6.0ノットに達する。最強

流速（激潮）域は南西流と北東流時で異なり，いず

れも各水道の最狭部の下流側に交互に生じる（Fig.

20b）。

Fig. 20cは建設省国土地理院(1980,1981）による

怒和島水道・釣品水道の音波探査記録（スパーカー）

の解釈図である。釣島水道て映は海釜底に基盤の岩石

132・30’

34・

55’ 

が露出していないが，怒和島水道て”は海釜lまに基盤

の岩石が露出する。建設省国土地理院（1980'1981) 

によると，堆積層基底の深度は，水道の南側では－

60～←70mないし一70～－80m前後である。一方，

水道北側てt，一部海域で調査が行われているだけ

で断定的にはいえないが，堆積層基底の深度は－50

m前後のようである。このため，当水道の成立は，

最終氷期最盛期以降の海水準上昇過程において，海

水準が一50m以浅に達して以降で，梅釜の形成は，

水道の成立とともに始まったと考えられる。

35’ 

Fig. 20a Caldrons in the vicinity of the Moroshima Channel, N uwashima Channel and Kudako Channel 
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Tidal currents in the vicinity of th巴 Moro-

shima Channel,Nuwashima Channel and 

Kudako Channel 

Fig. 20b 

ノ J

r
 

r
 

r
r
 

r
 t

 

d

’
 

J
M
F
 a” 

怒和島水道海釜

：｜立L 川〉
I J ”111111同時職Fガ~七＼ 万九 J.・：．

O 5km 
し」一一」」一戸」J

完新統

更新統

白亜紀花尚宕類

層

層

層

仁・‘ ．ぺ1 A … n 

川口i1111 B 
It , +I《I I ... ＋’l r. 
I＋争＋1-

釣島水道海釜
二工二王二王三EエヨこE

完事持続

自亙紀花街岩類

層A 

Fig. 20c Acoustic records (Sonoprob巴） in the vicinity of the Nuwashima Channel and Tsurushima Channel, 

after Geographical Survey Inst. (1980, 1981) 
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(9) 速吸瀬戸

速吸瀬戸は，豊後水道と伊予灘を結ぶ瀬戸で，四

国と九州、｜側から突出する佐悶岬と関埼に挟まれた，

幅約13kmの海峡で、ある。瀬戸は，九州寄りに位置す

る高島によって， 2つの水道に分けられる。両岬の

延長の海底は鞍部地形をなし，四国から九州までは

ぽー続きであるが，高島の東側で連続を断たれ，そ

の最大水深は約150mである。この鞍部地形を挟ん

で，佐回岬～高島問と高島～関埼間に 2組の双子型

海釜がみられる。佐田Ill申～高島聞の海釜が主要な海

釜で，北釜は水深460m，深さ約300m，南釜は水深

365m，深さ約200mで，北釜の方が深く，周辺の水

深80～lOOmの大陸棚面からみると，それぞれ360

m ,260mも落ち込んでいることになる。この速吸瀬

戸の海釜は，津軽海峡西口の松前海釜と並んで、日本

沿岸のみならず世界でも最大規模の海釜である。

高島～関埼聞の海釜も双子型をなすが，北釜は水

深201m・深さ約80mと水深159m・深さ約70mの2

つの深みを持つ双頭型であり，南釜は水深193m，深

さは約90mである。北側の海釜は，いずれも北西南

東方向に長軸を持った楕円形の滑らかな，すり鉢状

をなすが，海釜の南縁をなす斜面は，北東一南西方

向の直線状斜面で，斜面には斜面に必従な多数の溝

が刻み込まれ，櫛の歯状をなす（Fig.Zla, d）。

底質は，海釜底や南北海釜を分ける尾根の部分に

は岩が露出し，北釜の斜面などには牒が分布する。

一方，海釜斜面の這い上がり部や大陸棚上の平坦面

には砂が広〈分布する（Fig.21b）。海釜底周辺で採

取される離は緑色片岩，絹雲母片岩，泥岩などで，

砂喋堆積物は多くの貝殻片を含み，北釜周辺では，

員殻片の大きさは北に向かつて減じ，さらに砂喋堆

積物の外側には淘汰度の良い砂質堆積物が分布する

（海上保安庁，1973,1975）。

潮流は南北流で，海峡両側から突出する 2つの岬

により収束され，流速は海峡最狭部付近で最大とな

る。南流，北流の最大流速は，それぞれ， 4.8ノット，

5.7ノットで北流の方が速い（Fig.2lc）。

Fig. Zldは音波探査（ソノプロープ）の記録であ

る。ここでは海底面下の情報は，ほとんど得られな

いが，北釜で、は斜面に平行な層理が，南釜では尾根

に平行する 2列の高まりと，海釜斜面這い上がり部

から大陸棚面上に発達するサンドウェーブが読み取

れる。

長井ほか（1975）は，南北海釜を分ける尾根の斜面

（北釜の南斜面）からはチャート，緑色片岩，絹雲

母片岩の牒が多数採取されることから，尾根（北釜

の南斜面）は，古生代末から中生代初めとされる三

波川結晶片岩類から成り，一方，北釜の北側斜面か

らは泥岩，砂岩の喋が多数採取され，音波探査の記

録には層理もみられることから，北釜の北側斜面は

和泉層群の地層から成ると想定した。このように，

北釜の北側と南側の斜面では構成する地層が異なっ

ており，茂木（1977）は，北釜の南側斜面（尾根の北

側斜面）下部を中央構造線が通っていると推定した。

南釜の特色は，佐田岬～関埼の尾根に平行した 1

～2列の尾根と深みがみられることで，三波Jll変成

帯の一般走向である北東一南西方向の構造が，海釜

の侵食により露出したものと思われる。高島～関埼

海釜の北側（北釜の北西方）と南釜の南東斜面を護

い上がった大陸棚面上には，大規模なサンドウェー

ブが分布し，その峰の方向は，海釜から大陸棚面上

に向かう潮流の方向とほぽ直角である（Fig. Zlc, 

d）。茂木（1971）によると，サンドウェーブの峰の方

向は，流れの主方向に直角に配列するといわれるが，

両者の関係は調和的であることを示す。

鳴門海峡毘辺では，和泉層群の岩相分布の特色が，

双子型海釜の形成過程において，効果的に作用して

いることを述べた（本章（3）参照）。速吸瀬戸周辺で

は，データは少ないが，瀬戸両側から突出する佐田

岬，関埼は三波Jll変成岩類の緑色片岩から成り，岬

の延長の海底鞍部（尾根）もこの続きと思われ，ま

た，両岬の北側には採取した岩石等からみて和泉層

群の泥岩等が分布しているようである。一方，両岬

の南側の愛媛県宇和海の湾入部の陸上には，三波川

変成岩類の黒色片岩，古生代の千枚岩・片岩，砂岩・

粘板岩などが帯状に南北に分布し，大分県臼杵湾の
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55’ 

15’ 

Fig. 21a Caldrons in the vicinity of the Hayasui Channel 

も守
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tム＋占」＿5km  

Fig. 2lb Bottom quality in the vicinity of the Hayasui Channel 
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陸上部には古生代の彦ノ内層，津久見層などが分布

する。鳴門海峡同様，海釜は陸上の海岸線の湾入部

の延長部に分布している。北釜の形成には和泉層群

の泥岩等の分布が，南釜の形成には三波川i変成岩類

の岩相分布の特色が，海釜の形成に効果的に作用し

ているのであろうか。

海釜の成因については，最終氷期の陸上時代の西

水系の河谷19）がこの付近を流れていたのは確実で、あ

るが，海釜水深がきわめて大きいことなどから，潮

流による侵食を受けていることは確かである。しか

し，これが現在の潮流侵食によるものなのか，過去

の低海水準期の遺物なのか，議論が別れるところで

あった。速吸瀬戸では，海釜底に達する潮流流速の

鉛直断面観測は実施されておらず，流況の詳細は不

明であるが，新旧海図の水深比較的によると，おおむ

凶 4

ね海釜の部分は深化傾向にある一方，海釜周辺部は

浅化傾向にある（海上保安庁， 1973,1975）。また，

海釜斜面を這い上がった所にサンドウェーブが形成

され，その峰の方向が現在の潮流の流向と調和的で

あるのは，海釜の形成が現在も進行中であることを

示唆しているものと考える。

速吸瀬戸では，用いたソノプロープの探査能力が

弱〈，堆積層基底の深度など海底面下の情報は得ら

れていない。また，瀬戸周辺の伊予灘ではまだ音波

探査が実施されておらず，堆積層基底の深度などは

不明であるが，瀬戸周辺には 80～－lOOmの大陸棚

面が広がり，海釜はこの面を切っていることから，

最終氷期最盛期以降の海水準上昇過程で，海水準

が－80m以浅に達して海峡が成立して伊予灘に海が

侵入し，海釜の形成が始まったと考えられる。

Fig. Zlc Tidal currents and distribution of caldrons and sand waves in the vicinity of the Hayasui Channel 
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(IO) 関門海峡

関門海峡は，周防灘と響灘（日本海）を結ぶ全長

約25kmのきわめて狭長な屈曲した海峡である。門司

埼付近は早朝瀬戸と呼ばれ，この付近で海峡は最狭

となり， 1幅は約0.6kmとなる。門司埼以東では幅を広

げ，部埼と干珠島の間で約 4kmとなる。門司埼以西

へ山底ノ鼻までは幅 1～ 2kmで，さらに西へ向かつ

て緩やかに広くなり，竹ノ子島沖で幅約 3kmとなる。

関門海峡の海釜は，海峡中央，部埼付近，六連島

付近，小瀬戸西口の，大小4つの海釜に分けられる。

海峡中央の関門海釜が最も主要な海釜で，海峡最狭

部の西約 3km付近から東へ，海峡の北寄りに長さ約

8 kmに亘って東北東方向に延ぴる。その延長部は長

軸方向に 2条に細分され，その聞には，最浅水深2.3

mの砂堆地形である中ノリHがみられる。海釜最深部

は，最狭部の東約0.8km付近にあり，水深47m，深さ

約30mである。海釜の分類では海峡単成型に属する

が，海釜最狭部の門司埼付近に着目すると，最狭部

を挟んで2つの深みがみられ双子型の様相を呈す

る。部埼海釜は，部埼の前面にみられる水深20m,

深さ約5mの北西一南東方向に延びる海峡岬型の海

釜である。六連海釜は，海峡の西日から六連島と竹

ノ子島の間に発達する長さ約5.8km，幅約1.2km，水深

33m，深さ約15mの海釜である。小瀬戸海釜は，小

瀬戸21）西日に位置する小海釜である。小海釜は現在

は埋め立てが進み開閉式の水門でわずかに通じるの

みであるが，大正14年以前の海図では，早朝瀬戸か

ら小瀬戸を通じて，潮流が直接響灘に流れており，

その西側出口（響灘側）には長径が約1.7km，水深21

m，深さ 5～ lOmの楕円形の小海釜がみられた。現

在は水深17mであり，小瀬戸の締切り工事により，

過去約60年間に 4mの埋積が生じたことになる

(Fig. 22 a）。

底質は，関門海釜を含め，海峡域では岩， I擦が分

布し，海峡東口では外側に向かつて砂，泥が，西日

では六連海釜周辺を含め，砂が広〈分布する。かつ

て岩が露出していた小瀬戸海釜付近は，現在では泥

が分布する海域に変わっている（Fig.22 b）。

関門海峡の潮流は東西流で，東流，西流の最大流

速は，それぞれ8.5ノット， 6.5ノットに達し，東流

の方が速い。強流域は東流・西流とも海峡最狭部付

近にあるが， 6ノット以上の最強流域でみると，東

流は最狭部の東約0.2km，西流は最狭部の西約0.6km

付近と東西に別れる（Fig.22c）。小田巻（1990）に

よると，関門海峡の潮流は周防灘と響灘（日本海）

の潮位差により生じる。両海域の潮時はほぽ同じで

あるが，響灘の潮位差が毘防灘に比べ大変大きし

その差は最大80cmに達する。

Fig. 22dは音波探査（スパーカー，ソノプローブ）

の記録である。関門海釜の最深部では，海峡周辺陸

上部の基盤をなす，中世代白亜紀の関門層群と思わ

れる地層を模状に深〈切り，一部は同じ白亜紀の花

両岩類を切っているが，部埼海釜では，表層の地層

をのみ浅く侵食している。また六連海釜は，堆積層

基底面上への土佐積物の堆積過程において，潮流の堆

積妨害による埋め残しにより，海釜が形成されたこ

とを示している。

関門海峡の海釜の成因について，古川（1953）は，

最終氷期の陸上時代の瀬戸内海には東西に 2水系が

みられ，このうちの西水系が関門海峡を流れていた

と想定し，関門海峡の海釜はこの河谷が埋め残され

たものと考えた。関門海峡間辺では，スパーカーに

よる音波探査により，音響的にA～Gの7層に区分

することができる。 Fig.22eは，堆積層基底の深度

分布で，この図はこの海域lこ海が侵入する以前の陸

上地形を示すと思われる。海底下には埋積された谷

が存在し，ニの谷は，桑代（1959）が想定したように

小月，厚狭方面の睦上河川と連続することを示し，

関門海峡方面への河谷のつながりは想定しにくい。

関門海峡の海釜は，最終氷期最盛期以降の海水準

上昇により海峡が成立して以降，潮流の侵食により

形成されたもので，海峡の成立は，海峡周辺の堆積

層基底の深度が 20m前後で、あり，鞍部をなす大瀬

戸付近の海峡の最小水深は13～ 14mであることか

ら，海水準が－lOm前後に達して以降で，この関門

海峡の成立によって現在の瀬戸内海が最終的に成立
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Fig. 22a Caldrons in the vicinity of the Kanmon Strait 
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Fig. 22b Bottom quality in the vicinity of the Kanmon Strait 

Fig. 22c Tidal currents in the vicinity of the Kanmon Strait 
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流速は最大でも 1～2ノットであるが，鶴御埼前面

では流速が加速され，最大2.7ノットに達する。

Fig. 23 bは音波探査（ジオソーナー）の記録で，

海釜最深部付近や海釜南部の記録は，水平ないし

やや傾斜する地層を切って海釜が形成（古海釜）さ

れた後，海釜底の一部は埋積されたが，その後の潮

流侵食や堆積妨害により，現在の海釜が形成されて

いることを示している。一方，海釜北部では古海釜

が完全に埋積されており，海釜の位置は時代ととも

に変化していることを示している。なお，海釜が侵

食している地層は，周辺陸域の地層等から，更新世

初期の通山浜層で，一部は中新～鮮新世の宮崎層群

と想定される。

海釜の成因は潮流侵食であるが，その形成時期は，

現在の流況や音波探査記録からみて過去に遡る。海

釜の原型（古海釜）は，最終氷期最盛期以前に形成

された可能性が強く，現在の海釜は最終氷期最盛期

Fig. 22e Base of sediment layers in the vicinity of 以降に海水準が 80～ lOOm前後に上昇し，豊後水

the Kanmon Strait 道が海域となって以降，潮流の侵食や堆積妨害によ

したことになる。

関門海峡周辺では，海釜は潮流の強流域に分布し，

砂堆地形は潮流の主流域と反流域の境界付近に発達

する（陽，1965）など，流況と地形は良く対応してお

り，海釜の形成は海峡が成立する海水準が－lOmの

時代に始まり，現在も進行中と考えられる。

(11) 豊後水道鶴御埼

豊後水道西岸佐伯湾の南側に突出する鶴御埼前面

に発達する，長方形の形状をなす長径約 8km，短径

約 3kmの，きわめて規模の大きい岬型の海釜で，最

深部は鶴御埼前面にあり水深177m，深さ約80mであ

る。この付近には－80～－lOOmの大陸棚の平坦面が

広〈発達し，この面より急激に海釜の斜面に落ち込

んでいる（Fig.23a）。底質は，海釜北部では岩が露

出するが，海釜南部にはl擦が分布する。海釜北側の

大陸棚面上では，佐伯湾の湾口を塞ぐように喋が広

58’ 

く分布し，海釜の南側では砂が広く分布してサンド 55’

ウェープが発達する。豊後水道の潮流は南北流で，

り形成されたものと考えられる。

05’ 08’ 

Fig. 23a Caldrons off Cape Tsurumi 
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7.瀬戸内海の海釜の成因及び形成時期

ここでは，前述での検討結果及びそれに加えて潮

流流速の鉛直構造や各海釜域の海底の侵食状況，単

成型と双子型の 2つのタイプの海釜の形成要因など

の潮流の諸性質や侵食能力等の議論を通じて，海釜

の成因と形成時期について考察する。

(1）従来の知見と問題点

瀬戸内海の海釜の成凶や形成l時期については多く

の報告がある。その成因については，河谷の埋め残

し説（吉川，1953，星野・ 岩淵，1963ほか）と潮流侵

食説（矢部・田山，1934，桑代，1959,1972，茂木，1963

ほか）の2つの対立する見解があ り，形成時期につ

いては，前者の場合は全て過去であるが，後者の場

合は現成とするもの（茂木，1963,1977，桑代，1959ほ

か）と過去の遺物とするもの（大嶋ほか，1975，藤回・

前凶，1969ほか）があって，多様である。

河谷の埋め残し説は，最終氷期最盛期には瀬戸内

海は｜箆化し， この時代の河谷が潮流による堆積の妨

害ーにより，埋め残されたとするものである。桑代

(1959）によれば，最終氷期の瀬戸内海の陸上時代に

は備讃瀬戸，関門海峡を分水界とする 3つの水系が

あり，＊水系は紀伊水道を，中水系 ・西水系は主主後

水道を通って，その南で太平洋に注いでいた（Fig.

24）。吉川（1953）は由良瀬戸，明石海峡，関門海峡の

海釜を，星野 ・岩淵（1963）は備讃瀬戸西部の海釜を

この例であるとした。河谷の埋め残し説は，瀬戸内

海の多くの海釜は前述の水系上に位置し，形状が谷

状であること，海釜のあるものは背斜構造を横切っ

たり，和泉屑群砂岩層や結品片岩等の硬い岩石を侵

食していることなどをその根拠にしている。

これに対し，茂木（1963）は備讃瀬戸東部において，

更新統の背粘土が海設の出uを塞いでいることを指

摘し，本店ほか（1970）も，備讃瀬戸のほぼ全域にお

ける音波探査による調査の結果，海釜に接続する埋

積された古水系は発見てaきなかったとして，河谷の

桜め残し説を否定した。

たしかに九州倉良瀬戸の例（茂木，1973b）があり，

瀬戸内海．でも第6主主で述べたように友ケ品水道洲本

沖， 縫灘の比岐島南 ・大島などの似11型海釜や関門海

峡六連海釜など，潮流の推積妨害による埋め残しに

より海釜が形成されている例があ り， 堀（1986）も，

備讃瀬戸の海議のなかには沈水谷の旧流路の一部と

考えられるものがあると指摘している。事笑，イ脂讃

瀬戸や芸予・防予諸島の島瞬間の水道に位置する海

釜の分布様式やその形状は，その可能性を示唆する。

成因に関する 2つの対立する見解では，潮流の流

向や強さと海釜の分布がおおむね対応した形や配列

をなし，多くの海釜の水深は堆積層（沖積層）基底

部よりはるかに深いこと などから潮流による侵食と

いう説が有力になりつつあるが，この場合も依然と

して潮流に堆積層基底聞をはるかに下回る水深

300～400mの深さまで侵食したり，背斜構造を横

切った り，また硬い基盤の岩石を侵食するだけの能

Fig. 24 Paleodrainage system in the last glacial stage in the Seto Inland Sea area, after Kuwashiro (1959) 
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力があるのだろうかという疑問が残されている。

海釜の成因や形成時期に関しては，従来音波探査

等による海釜周辺域の堆積層基底の深度が十分に把

握されずに，また潮流流速の鉛直構造やその侵食能

力等が良く分らずに議論がなされ，さらに，第 2章

で述べたように各地の海釜を同時期，同一成田とし

て単純に二者択一的に論じていたなどの問題があっ

た。

(2）潮流による海底の侵食

海釜の成因がi可谷の埋め残し，潮流侵食のいずれ

であるにせよ，海底への堆積物の堆積を妨害し，ま

たは海底を侵食する営力は潮流であり，海釜の議論

においては，潮流の諸性質や侵食能力等を把援する

ことは重要で、ある。また，この研究を通じて，地形

学の主要課題の一つである，海底の侵食フ。ロセスの

解明にアプローチできる。

沿岸域の浅海底は，侵食・堆積作用が最も活発な

場所であり， j皮浪や潮流，沿岸流などの作用により，

どのような機構で，どの位の深さの海底まで侵食・

堆積作用が及ぶ、のかという問題は，地形学の基本的

な問題の一つであり，これまで波の作用を中心に多

くの議論がなされてきた。この過程でwavebaseと

いう概念が生まれたが，その使われ方は様々である。

すなわち，ある場合は，一度堆積した細粒物質が波

の作用で再び移動しない最小限の深さという意味

で，ある場合は波が海底を侵食する最大の深さとい

う意味である。本論では wavebaseは前者を意味す

る波浪作用限界深度の意味に使用し，後者の意味に

は波浪侵食限界深度（baseof vigorous abrasion）を

使用して議論することにする。波浪侵食限界深度に

ついては，数m～ 200mまで多くの数値が提出(John-

son, 1919，吉JIJ,1952，佐藤，1960,1961，茂木，1973b,

c，茂木ほか，1980,Dietz and Menard, 1951, Brad-

ley, 1958ほか）されたが，傾聴すべき意見は Dietz

and Menard (1951) , Bradley (1958）であり，彼らは

波のエネルギーの大部分は砕波帯で消費されること

から，波による著しい侵食は砕波帯に限られ，その

最大水深は約lOm(30フィート）であるとした。波i良

侵食限界に関する報告の多くは現成海食台の水深や

底質分布の特徴など間接的根拠に基づくものである

が，吉川（1952），茂木（1973b），茂木ほか（1980）は短

期間における現実の海底侵食面形成という直接的根

拠に基づく報告である。すなわち，古川（1952）は黒

部川扇状地北部の海岸侵食により 20 m以浅の海食

台が形成されたこと，茂木（1973b）は台湾滋湖水道

の砂州の侵食で末端水深が－15mの侵食平盤函が形

成されたこと，茂木ほか（1980）は西ノ島新島におい

て末端水深が 12～ 15mの平坦面が形成されたと

いうものである。このほか，伊勢湾台風及びチリ津

波の暴浪による海底侵食について，茂木（1960)'

Kawamur・aet al. (1961）は，その侵食はそれぞ＇h,-

15m以浅の海底に限られていることを報告した。こ

れらのことから波の侵食限界深度は 10～一20m程

度で， 20m 以深の海底には顕著な影響は及ぼさな

い（茂木・佐藤， 1975'1977）と考えられている。

理論的には， j皮や海流の運動は表層部が中心で，

I皮の運動は海面下数lOmの深さで著しく衰えるが，

潮流の運動はかなり深部まで及び，その流速の減衰

を引き起こす主たる要盟は海底の摩擦であると考え

られている（小倉， 1934，中野，1968，須田ほか，1930,

須田， 1962）。しかし，強流域では従来手法による鉛

直断面観測は困難なこともあって，深部に宜る鉛直

断面データはきわめて少なく，十分な検証は行われ

ていない。また海峡域では，最近まで海釜によって

侵食されている海底下の地層の確認はほとんど行わ

れていなかったが，音波探査の導入やボーリングの

実施により，いつの時代の侵食によるのかは別にし

て，具体的な地層の侵食状況等が分かるようになっ

てきた。

潮流の侵食能力については，桑代（1959）が具体的

データを用いて議論している。これは第六管区海上

保安本部水路部が実施した，備讃瀬戸東部め潮流の

各層観測成果と海釜の分布の関係より，潮流は，海

底面上における流速が3ノット以上の場合，堆積面

（堆積物？；著者注）を侵食する能力を持つとした

ものである。これに対して星野・岩淵（1963）は， l判
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流の流速自身が海釜を含めた海底地形に支配されて

いるので，海釜域の流速が3ノット以上という観測

結果をもって，ただちに海底が侵食されているとは

いえないと批判した。また，根拠は不明ながら， Bel-

derson et al. (1982）も潮流流速（表面）が3ノット

以上のところで海釜の形成が始まると報告してい

る。

現在までのところ，このほかに潮流の侵食能力を

具体的データを用いて直接的に議論する報告はなさ

れていないが，本論では，潮流流速の鉛直構造，各

海釜域における海底の侵食状況，単成型と双子型の

2つのタイプの海釜の形成要因についての考察か

ら潮流による海底の侵食について議論する。

1 ）潮流流速の鉛直構造

Fig. 25には明石海峡，鳴門海峡，僑讃瀬戸（日比

～大槌島～小槌島），猫瀬戸の潮流流速の鉛直断面

データを示す。明石海峡では最大流速域は，海峡最

狭部付近の中央部より淡路島寄りの表層付近にある

が，流速は海底近くでも 4～6ノットに達する。鳴

門海峡では北流，南流で流速の最強域が異なり，北

流の最大流速域は北釜の水深50～60m付近叫lこある

が，流速は表層から底層まで余り減衰せず，南流の

場合も最大流速域は南釜の水深30～40m付近にあ

り，流速は北流同様，下層に向かつて余り減衰しな

い。備讃瀬戸の日比～大槌島～小槌島，猫瀬戸の断

面も，変化は水平方向が主で，鉛直方向には余り変

化がないことを示している。このほか，瀬戸内海の

潮流の鉛直断面観測は，友ケ島水道（海上保安庁水

路部， 1987ほか），明石海峡（本州四国連絡橋公

団，1977，海上保安庁水路部，1987ほか），備讃瀬戸（小

野弘平，1947，第六管区海上保安本部，1962ほか），大

畠瀬戸（高杉ほか，1989），速吸瀬戸（須困ほ

か，1930)23＞，関門海峡（佐伯，1932ほか）などで行われ

ている。これらの観測結果によると，それぞれの海

域により多少の差異はあるものの，おおむね潮流の

流速は表層あるいは表層近くで最強であるが，鉛直

的に下層に向かつて余り減衰することはなく，海底

近くにおいても最強層の60～70%の流速があること

を示している。

以上のことから，表層流速が大きい海峡周辺では，

底層においても潮流はかなりの流速を持っているこ

とが想定される。

2）各海養域の海底の侵食状況

Table 4は，各海釜域の海底の侵食状況をまとめた

ものである。友ケ島水道洲本沖，備讃瀬戸三崎，：縫

灘大島，関門海峡六連海釜などは，潮流の土佐積妨害

による埋め残しによって海釜が形成され，燐灘四阪

島の美濃島，関門海峡部埼海釜などは表層堆積層が

浅く侵食きれ，備讃瀬戸小豆島の地蔵埼，同じく備

讃瀬戸の大槌島～小槌島，下津井瀬戸，安芸灘猫瀬

戸の海釜などは，更新世や鮮新世の地層が侵食され

て海釜が形成されているが，基盤の花商岩類には及

んでいないことを示している。

一方，明石海峡，鳴門海峡，来島海峡，怒和島水

道，速吸瀬戸，関門海峡の海釜では，基盤の岩石に

まで侵食が及び，明石海峡の海峡最狭部では，第三

紀中新世の神戸層群，中生代白亜紀の花偶岩類が侵

食されて海底に露出している。また，鳴門海峡では，

中生代白亜紀の和泉層群の泥岩優越層が分布すると

想定される海域に海釜が形成される一方，同層群の

砂岩優越層が分布する岬の延長部は鞍部地形として

高まりをなしている。催しこの鞍部地形も南北両海

釜を繋ぐ溝状凹地の部分では－60mまで侵食されて

いる（八島， 1990）。

速吸瀬戸の双子型海釜では，古生代末～中生代初

めとされる三波川変成岩類の緑色片岩が分布する部

分は南北海釜を 2分する尾根となり，和泉層群の泥

岩等が分布すると思われる海域にすり鉢形の北釜が

形成されている。一方，南釜には北東一南西方向に

並行する l～2列の尾根と深みがみられるが，これ

らは三波川変成帯の構造や変成岩の中の岩相の差異

が潮流の侵食により露わにされたものと想定され

る。関門海峡の海釜では中世代白亜紀の関門層群・

花岡岩類が，豊後水道鶴御埼の海釜では中新世～鮮

新世の宮崎層群と盟、われる地層が，侵食されて海釜

が形成されている。
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明石海峡（最狭部）

第五管区海上保安本部水路部の観測資料（1960）による

鳴門海峡
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Fig. 25 Vertical profile of the current velocity 
高杉ほか（1986）による

以上の流速データは表層部のものであり，また由

良瀬戸や豊後水道鶴御埼の海釜のように，流速が3

ノット程度でも基盤の岩石が侵食されている例もあ

るが，潮流流速と海底の侵食状況の関には比較的明

瞭な対応関係が認められる。すなわち，流速がおお

よそ 2ノット以下の海域では，潮流の堆積妨害によ

る埋め残しか，表層堆積層が浅く侵食されて海釜が

形成されており，灘域の海釜は全てこの例である。

流速が2～ 3ノットをこえる海域では更新統より下

位の地層が侵食されて海釜が形成されているが，侵

食は基盤の岩石には及んでいない。一方，流速が5

～ 6ノット以上の海域では，和泉層群の砂岩層，花

崩岩類，変成岩類等の基盤の岩石が侵食されて海釜

が形成されているが，基盤の岩石の侵食の状況はそ

の岩相分布などrockcontrolに支配されている。

以上のことを模式的に表すと Fig.26のようにな

る。

3）単成型と双子型海釜の形成要因

単成型と双子型の 2つのタイプの海釜を区分する

因子として，矢部・田山（1934）は潮流の速度，海峡

の幅，海映の最初の地形を示唆した。吉Jll(1953）は

海峡地域の原初地形を重視し，潮流は基盤の地形を

破壊するまでには至らず，堆積の妨害が海釜形成に

あずかっているとした。つまり，前者は河谷が沈水
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2ノット以下 2ノッ卜以下
2～3ノット以上
5～6ノット以下

5～6ノット以上

自lj自
匡 ヨ 表層堆積層 田皿完新統より

下位の地層 盟盟基 盤
山

互主

Fig. 26 Velocity of tidal currents and erosions of sea bottom 

した場合で，後者は分水界が沈水した場合となる。

桑代（1959'1972）は両者の違いを潮量に対する海峡

帽の広狭によるとした。すなわち，前者は潮量に対

し海峡の幅の広いところ，後者はi朝量に対し海峡の

幅の狭い所で形成されるとし，潮流の侵食は堆積面

に限られるため，沈水した尾根を侵食する能力は持

たず， その両側のルーズな堆積面を侵食するため，

最狭部を離れて双子型海釜が形成されるとした。 し

かし，この場合， 2つの型を分けるi報量と海峡の幅

の定量的な関係については説明していない。古川

(1953），桑代（1959'1972）とも rockcontrolを重視

し，潮流の侵食能力は堆積面に限られ，基盤の岩石

には及ばないと考えたようである。

一方，茂木（1980）は， 2つのタイプを形成する要

因は，海岸線の制約を受けた潮流自身の性質にある

と推論した。つまり，広い海域から狭い海域へ潮流

が流れ込むと，両側の海岸線の制約を受けて流れの

収束を生じ，潮流は海峡最狭部を通過した後もその

延長方向に流れて合流し，合流点では下降流や渦流

を生じて海底の下方侵食を生じやすい。潮流の収束

線が鈍角で交わると，反復する潮流の合流点は近接

し，収束線が鋭角で交わると，それぞれの合流点は

離れて，前者では単成型，後者では双子型が形成き

れるというものである。この推論では，海峡最狭部

付近における潮流の収束線の角度によって 2つの型

の違いが生じることになる。

明石海峡，鳴門海峡では本州西国連絡橋公団

(1973' 1976' 1977ほか）により，航空機を用いた潮流

のフロート追跡観測等が行われている。この結果に

よると，明石海峡での強流出現域は東流，西流によっ

て異なり， Fig.14cの潮流図に比べて複雑な変化を

示すものの，大勢は一致していて海峡最狭部付近で

東流，西流の強流域は重捜している。一方，鳴門海

峡では Fig.15cの潮流図同様，南流，北流のいずれ

も突出する両岬により強制的に収束され，海峡最狭

部の下流側に強流域を生じ最狭部を挟んで南と北

に交互に激流域が現われる。このほか，諸島・怒和

島・クダコ水道で、も鳴門海峡同様，南西流，北東流

のいずれも，強流域は水道最狭部の下流側に生じ，

最狭部を挟んで、その両側に交互に激潮を生じている

(Fig. 20b）。関門海峡では東流，西流の強流域を 6

ノット以上の最大強流域でみると海峡最狭部を挟ん

で東側と西側に別々に現われるが， 5ノット以上の

強流域でみると，両者は海峡最狭部付近で重複して

いる (Fig. 22c）。

これらの海域の海岸線と強流（激潮）出現域とを

模式的に表すと Fig.27のようになる。反復する潮

流の強流域が海峡最狭部付近に重複して 1ヵ所形成

される海域では，単成型海釜が，反復する潮流の強

流域が海峡最狭部を挟んで別個に 2ヵ所形成される

海域では，双子型海釜が形成されている。また，海

岸線の形状をみると，平行あるいは海峡両岸の岬の

突出が緩やかな場合は強流域は重複し，細長い岬が

急激に突出している場合は，強流域は別の場所に形
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Table 4 Erosions of sea bottom in the Seto Inland Sea 

海域名 友ケ島水道 明石海峡 鳴門海峡 備讃瀬戸

海室長名 由良瀬戸 洲本沖 明石海峡 鳴門海峡 小豆島 大槌島～

地蔵埼 小槌鳥

海釜のタイプ 海峡単成型 海峡抑型 海峡単成型 海峡双子型 海峡抑型 海峡単成型

潮流最大流速 3. 6 (1.0) 7 .1 10.6 2 .1 3. 4 

（ノット）

海釜の水深 197 52 148 110 216 60 78 70 

(m) （最深部） （最狭部） （最深部） （鞍部）

侵食する 自亜紀 鮮新世後J!ll 中新世神戸 B亜紀 白亜紀 更新世 更新世槌ノ

地層 和泉層群 ～更新盤初 層苦手・自!lli 和泉層群 和泉層群 大鎚島層・ 戸瀬戸層・

砂泥互層 期大阪層群 紀花潟岩類 泥岩優越層 砂岩倭越層 沙弥島層 大槌島層

記 事 堆積妨害 基盤の 基盤の

1t肉岩類に 1t肉岩mに

及ばず 及ばず

海減名 備讃瀕戸 t運 書室 来鳥海峡 安芸書t

海室長名 下津井瀬戸 三t奇 四阪島美濃 大島 来島海峡 舟祈瀬戸 猫瀬戸

島

海室長のタイプ 海峡単成型 海峡岬型 灘岬lli 語t岬型 海峡単成型 海峡単成型 海峡単成型

淑流最大流速 (2. 9) (1.3} (0. 7) 9. 7 9. 0 4. 6 

（ノット）

海釜の水深 80 70 55 39 152 60 128 

(m) 

侵食する 鮮新世 表層堆積層 表層堆積層 白亜紀 自!lli紀 下部更新統

まI!!層 三豊層群 1t閥岩類 花閥岩類

lie 事 基盤の花尚 堆積妨害 堆積層基底 堆積妨害 基盤の花関

岩類に及ば に及ばず 岩類に及ば

ず ず

海域名 怒和島～釣島水道 速級滋戸 関門海峡 豊後水道

海釜名 怒和島水道 約島水道 述吸瀬戸 関門海峡 部埼 六巡 鶴御埼

海2をのタイプ 海峡双子型 海峡単成型 海峡双子型 海峡単成君主 海峡岬型 海峡単成型 海峡岬型

潮流最大流速 (5. 2) 2.9 5. 7 8. 5 (1.1) (0. 9) 2. 7 

（ノット）

海2をの水深 166 146 460 150 47 20 33 177 

(m) （最深部） （鞍部）

侵食する 白亜紀 下部更新統 白亜紀 古生代～中 白亜紀 表層堆積層 中新世～鮮

地層 花騎岩類 和泉層群 生代三波川 関門層群・ 新世宮崎層

泥岩 変成岩類 1t燭岩類 群

昔日 事 基盤の花潟 堆積妨害

器類に及ば

ず

注）潮流最大流速欄の（ ）内数字は大淑j仰の平均流速を示す
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成されている。単成型と双子型の 2つのタイプの海

釜を形成する要因は強流の出現域が1っか 2っかと

いうその出現様式にあり，この出現様式は海岸線の

形状と密接な関係を持つことを示している。

以上のように，潮流は底層までかなり強流で，潮

流の侵食は未問結な堆積層に限られるものではな

く，基盤の岩石にも及び，潮流流速と海底の侵食状

況の間には比較的明瞭な対応関係がみられる。そし

て未困結の堆積層の侵食においては，河川の掃流力

に相当する潮流の流れがその主役をなすと思われる

が，基盤の岩石の侵食においては，第 6章の鳴門海

峡，明石海峡などの底質の項で述べた特色等から，

潮流により移動する砂I擦が侵食作用の主役をなして

いるものと想定される。

また，単成型と双子型の 2つのタイプの海釜の第

一の形成要因は，海岸線の形状等に応じて強流域の

出現域を変化させる潮流自身の性質にあるというこ

とができるが，海釜の形成が全てこのような潮流の

性質のみによって決まるものではなしこれまで述

べてきたように海域の地形・地質の諸条件が海釜形

由良瀬戸

鳴門海峡

; 
や －→ 涜向

成に大いに影響していることはいうまでもない。

(3）成田と形成時期

海釜の成因については，これまで述べたように潮

流の流向や強さと海釜の分布がおおむね対応した形

や配列をなし，灘と灘を結ぶ海峡に位置する規模の

大きい海釜などでは，その水深は堆積層基底の深度

をはるかに下回っており，海釜は潮流によって深く

侵食されたと考えざるを得ない。潮流に硬い基盤の

岩石等を侵食する能力があるのかという点について

は，前述のように，潮流の流速は鉛直的に下層に向

かつて余り減衰することはなく，海底近くにおいて

もかなりの流速を維持し，流速の大きいところでは

未悶結の堆積層のみならず，基盤の硬い岩石をも侵

食している事実がある。

以上のことから，備讃瀬戸なと。の島瞬間に位置す

る規模の小さい海釜や灘域の規模の小さい岬型海釜

の一部は，潮流の堆積妨害による埋め残しによって

形成されたものであるが，多くの海釜は堆積層や基

盤の岩石が潮流の侵食によって形成されたものであ

る。

明石海峡 関門海峡

護繋： j：：；：案 書

←窪田卦イラモモ輩。う

域

域
流

流

強

強

流

流
西

東

流

流
北

筒
②

⑪

 

諸島・怒和島・クダコ水道

さ
れ
判
⑪
↓

↑
《
守
マ
一
の
Yψ

↑

G
V
9
 

Fig. 27 Strong current areas in the major straits 
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海釜の形成時期については，①現在の流況と海釜

の分布位置がおおむね対応していること，②海釜底

には岩盤が露出し（明石海峡，鳴門海峡，速吸瀬戸

ほか），侵食形態が基盤の地質構造に支配きれている

こと（速吸瀬戸），③底質分布は海峡部を中心として

組粒物質から細粒物質へと規則的に変化叫している

こと（友ケ島水道，鳴門海峡，速吸瀬戸，関門海峡

ほか），④海釜底から採取される離は円離で，海釜付

近から採取される獣化石には，砂喋による摩擦痕が

みられること（明石海峡，鳴門海峡），⑤新旧海図の

水深比較によると，海釜の部分は深化傾向にあるこ

と（鳴門海峡，備讃瀬戸東部，速吸瀬戸），⑥海釜と

砂堆地形が隣接し（明石海峡，鳴門海峡，俄讃瀬戸

東部，速吸瀬戸，関門海峡），海釜斜面の這い上がり

部などにサンドウェーブが分布すること（備讃瀬戸，

速吸瀬戸），⑦潮流流速の鉛直断面データによると，

底層でもかなりの強流が存在すること（明石海峡，

鳴門海峡，備讃瀬戸東部，猪瀬戸，大畠瀬戸，関門

海峡）等から，瀬戸内海の海釜の多くは，現在も侵

食が進行中であり，少なくともそれに近い状態にあ

ると考えられる。とくに海釜に隣接して砂堆地形が

分布し，海釜斜面の這い上がり部にサンドウェーブ

が分布するという特徴は，海釜と砂堆地形が密接な

関係を持ち，砂1伎が海釜起源の堆積物同の堆積地形

として海釜周辺に発達していることを意味するの

で，海釜が現在も活発な侵食作用にさらされている

ことが分かる。

とはいえ，明石海峡や豊後水道鶴御埼の海釜のよ

うに，現在の流況のみでは説明できないものが存在

するのも事実で，過去に遡って考えてみる必要があ

る。しかし，従来の議論のように，各地の海釜を全

て同時期の形成として，現成か，過去の遺物（化石

地形）かというように，単純に二者択一的に論ずる

のは誤りである。海峡が成立すれば，規模の大小は

別にして海釜状の地形の形成が始まるのは，現在の

サロマ湖，能取湖，浜名湖などの湾口部の地形の例

から明らかである。第 6章や第 8章で述べるように，

各海釜の形成は，海釜が位置する海峡の成立時に始

まり，その後，現在も進行中である。各海峡の成立

時期は瀬戸内海の沈水過程に深く関わり，各海峡ご

とに異なっている。

以上のように，備讃瀬戸などの島瞬間に位置する

規模の小さい海釜のなかには，氷河時代に形成され

た河谷が潮流によって埋め残されたものもあるが，

瀬戸内海の海峡域にみられるほとんどの海釜は，最

終氷期最盛期以降の海水準上昇過程において，各海

峡の成立以降，潮流の侵食によって形成が始まり，

現在も進行中ということができる。一方，灘域の海

釜は，当該海域が沈水して海域となって細粒堆積物

の堆積が進行する中で，島の属辺で流速が加速され

る潮流の堆積妨害による埋め残しゃ表層の堆積層が

浅く侵食されて形成されたものである。

8.瀬戸内海の海峡・海釜地形発達史及ひ。沈水過程

ここでは第6章，第7章での検討結果等から瀬戸

内海の海峡・海釜地形発達史及び沈水過程について

考察する。

最終氷期最盛期には瀬戸内海は全域が陸域であっ

た。その後，海水準の上昇に伴い，海は紀伊・豊後

両水道から侵入し，順次各海峡を経由して各灘や湾

を形成して海域を拡大し，最終的には最終氷期最盛

期に分水界をなしていた備讃瀬戸や関門海峡が沈水

して，現在のような瀬戸内海が完成した。瀬戸内海

の主要な海釜は，この瀬戸内海の沈水過程において，

海釜が位置する海峡の成立とともに潮流の侵食に

よって形成が始まり，現在も進行中である。この間，

潮流は海域によっては基盤の岩石をも侵食し，また

強流域の出現様式に応じて単成型や双子型などの海

釜を出現させた。

主要な海峡成立時の海水準や海釜形成開始時期の

海水準は，第 6章で海峡周辺の地形の特色や音波探

査記録の解析結果等（堆積層基底の深度等）から考

察した。

Fig. 28では，議論に用いた堆積層基底を，主要海

釜周辺の代表的なソノプロープ記録上に国示した。

これらの記録から判読される層序・構造をボーリン
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Fig. 28 Acoustic records in the vicinity of the major caldrons in th巴SetoInland Sea 

50m 

グ等によって実際の地層と直接対比することは行っ

ていないが，堆積層基底は，その深度，記録の色調，

侵食形態を示すその表面形状，周辺陸上の地形・地

質を含む従来の知見（大嶋ほか，1975,1977，小野寺・

大嶋，1983，中瀬古，1982ほか）から，当該海域に海

が侵入する以前の陸上地形面，すなわち，最終氷期

最盛期の陸上地形面に，基底より上位の堆積層は最

終氷期最盛期（最大海退期）以降の陸成・海成堆積

物に当たる。このため，本論で述べた堆積層は，い

わゆる沖積層に相当し，堆積層基底は沖積層基底に

相当すると考えられる。ここでは，最終氷期最盛期

以降の海水準変動に関する従来の知見と，第 6章で

述べた海峡成立や海釜形成開始時期の海水準を組み

合わせて，瀬戸内海の玉要海峡の成立時期や海釜形

成開始時期及び沈水過程の解明を目指すことにし

た。最終氷期最盛期以降の海水準変動について，外

国では Fairbridge(1961), Shepard and Curray 

(1967）ほか，日本沿岸では湊（1966），貝塚・成瀬

(1977），小元・大内（1978），大鳴（1978,1980），松本

(1984），太聞はか（1982,1990) , Umitsu (1991）ほか多

数の報告があるが，瀬戸内海沿岸では少なく， 10,000

年前以降の大阪湾・播磨灘について，前回（1977,1980 

a, b），完新世後期について成瀬ほか（1984），藤原・

白神（1986）ほかが知られるのみである。

これらの海水準変動曲線は地域や報告者により

様々であるが，貝塚・成瀬（1977）によれば，最終氷

期最盛期に 120～ 140mまで低下した海水準は，

約15,000年前から途中に少なくとも 1図の降下期を

挟みながら急上昇し，約11,000年前には－20～ 30 

mに達した。ついで約10,000年前には 40 mまで海

面低下を生じ，この後再び海面が上昇して，約5,000

年前に現海水準に達し，以後は大きな変動なしに現
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在に至っている。一方，前回（1977,1980a,b）の曲線

は，約10,000年前の海水準は 31m, 9,000年前は

-25m ,8,000年前は－18m, 7 ,000年前は－ 5mで，

6,000年前に＋ 3mの最高位海水準に達したことを

示している（Fig.29a）。

20,000～18,000年前の最低位海水準，

15,000～10,000年前頃の海水準の昇降過程や，最高

位海水準の時期及びその海水準，最高位海水準以降

の小海退等については見解の相違があるものの，

10,000～ 5,000年前に限れば，曲線の変化はおおむね

一致し，この聞の海水準のバラツキはlOm，年代の

バラツキは1,000年の範囲内にある（Fig.29b）。

これまで瀬戸内海の地形発達史に関して得られた

m 
4ト
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-JO 
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-40 
10 

絶対年代データは，数が少なく，大阪湾，播磨灘，

小豆島周辺等で知られるのみである。大阪湾，播磨

灘において前回（1977,1980a, b）は多数のi朝間帯を

指示する貝類化石の14C年代測定を行い，群集を産

出する層準との関係から前述の海面変動曲線をとり

まとめ，大阪湾奥の水深31mで得られた穿孔只の一

種のニオ方、イの14c年代が10,200土770B.P.を示し

たことから，大阪湾奥への海の侵入は約10,000年前

とした。また，大鳴ほか（1975）が，大阪湾西部の水

深57mの地層から採取されたマ方、ヨ干の年代について

10, 820±1908. p.，この地層の下位のシダの胞子を

多数含む泥炭層の年代について10,400土

190,13,950土280B.P.を得たことから，小野寺・大嶋
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Fig. 29a Sea level curve since 10, 000 B. P. in the Osaka Bay and Harima Sea, after Maeda (1980註）
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(1983）は，大阪湾の原地形面を埋積する直前の年代

は13,000年前で，この頃友ケ島水道が成立したとし

た。また，備讃瀬戸児島半島東側の井島・黄島など

の縄文早期貝塚（江坂， 1972）の貝殻の14C年代につ

いて， 8,400土350B.P.という総定値（渡辺，1966）が

報告されているが，井関（1957'1977）は，周辺の海底

地形の特色や貝塚構成貝の変北等から，貝塚成立時

の海水準は－15mで，約8,000年前に，児島半島周辺

にあった備讃瀬戸の分水界が沈水し，現在の瀬戸内

海が完成したと考えた。これに対して，藤原・白神

(1986）は建設省国土地理院（1983b）の音波探査によ

る河島周辺の堆積層基底の深度は－30mで，貝塚構

成貝の変化などから貝塚成立時の海水準は－25mで

あったとして井関（1957'1977）を修正した。本論で

は， Fig.29aに示した前回（1980a）の海水準変動曲

線から，海水準と絶対年代を，年代は500年間隅，海

水準はlOm単位で、読み取った。なお， 20,000～ 10,000

年の間では，海水準上昇過程における海水準降下の

回数やその海水準は，報告によりバラツキがあるた

め， 20,000～ 10,000年の間は，海水準の低い方を年

代の古い方へ，高い方を新しい方に順番に並べるこ

とにした。数は少ないものの，このようにして読み

取った値と前述の絶対年代データとは比較的良い対

応を示す。

前田（1980a）の海水準変動曲線から読み取った年

代と海水準に，海峡周辺の地形の特色や音波探査記

録の解析結果等から得た海峡成立時や海釜形成開始

時期の海水準を組み合わせて，瀬戸内海の海峡・海

釜地形発達史及び沈水過程を Table5に，瀬戸内海

の沈水過程の模式図を Fig.30に示した。

これらによると， 20,000～ 18,000年前の最終氷期

最盛期に陸上であった瀬戸内海は，海水準の上昇に

伴い，紀伊・豊後両水道から海が侵入して次第に沈

水し，海域を拡大していった。両水道での海の侵入

は水深の大きい豊後水道の方が早〈，海水準が－80

mの時代には速吸瀬戸が成立し，伊予灘に海が侵入

した。一方，友ケ島水道の成立は海水準が－60mの

時代になってからで，大嶋ほか（1975）によればその

時期は約13,000年前となり，友ケ島水道の成立に

よって大阪湾への海の侵入が始まった。－50mの時

代になると諸島・怒和島・釣島水道が成立して安芸

灘，広島湾に海が侵入し，さらに－40mの時代になっ

て鳴門海峡，来島海峡が成立して，それぞれ播磨灘，

燈灘に海が侵入した。続いて約10,000年前の海水準

が－30mの時代になって明石海峡が成立し，大阪湾

と播磨灘が連結し， 20 mの時代になって備讃瀬戸

の塩飽諸島潤辺にある分水界が沈水し，豊後・紀伊

両水道から侵入してきた東西の瀬戸内海が連結し

た。そして－lOmの時代になって関門海峡が成立し

て，日本海と通じ，最終的に現在の瀬戸内海が完成

した。従来は児島半島周辺の備讃瀬戸の分水界の沈

水によって瀬戸内海が完成した（井関，1957'1977）と

いわれてきたが，備讃瀬戸の堆積層基底の深度は児

島半島周辺の－30mに対し，塩飽諸島周辺は－20m

と浅い。さらに分水界をなす関門海峡の鞍部地形

は 13～一14mとさらに浅く，現在の瀬戸内海は関

門海峡の成立によって，完成したと修正すべき必要

が生じた。

以上のように海は紀伊・豊後の両水道から侵入し，

各海峡の成立に従って，その海峡に位置する海釜の

形成は始まり，現在も進行中である。但し， l鳴門海

峡や明石海峡で海釜形成が本格イちするのは，第6章

で述べたように，海峡の成立から遅れ，海水準がそ

れぞれ－30m,-20mに達してからのことである。一

方，灘域の海釜は，当該海域が沈水して海域となり，

細粒堆積物の土佐積が進行する中で，島の周辺で流速

が加速される潮流の堆積妨害による埋め残しゃ，表

層の堆積層が浅く侵食されて形成されてきたもので

ある。
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Table 5 G巴omorphologicalevolution and submergence history of the Seto Inland Sea 

地質 絶対年代 形成された海

時代 （年前） 海水準 峡と形成が始 沈水過程 主なできごと

まる海釜

6, 500 

7. 000 内 10皿 関門海峡 瀬戸内海と日本海 現荘の瀬戸内海の

の連結 完成

完新世 8, 000 -20阻 備讃瀬戸 姥灘と播磨灘の連 東西の瀬戸内海の連

結 結，明石海峡海釜形

成の本格化

10, 000 -30m 明石海峡 大阪湾と播磨灘の 鳴門海峡海釜形成の

連結 本格化

間 40皿 鳴門海峡 播磨灘への侵入

来島海峡 熔灘への侵入

更新世 -50皿 諸島・怒和島 安芸灘・広島湾へ

後期 ・的島水道 の侵入

13. 000 -60m 友ケ畠水道 大阪湾への侵入

-70皿 紀伊水道への侵入

-80皿 速吸瀬戸 伊予灘への侵入

戸 80～ 豊後水道への侵入

-100回

18, 000～ -120～ 瀬戸内海の陸化と古

20, 000 叩 140m 水系の形成
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9.結論と今後の課題

本論は瀬戸内海の海釜について，形態や分布の特

色を明らかにして海釜の分類を試み，その成因・形

成時期及び瀬戸内海の海峡・海釜を中心、とする地形

発達史及び、沈水過程の解明を目指すものである。用

いた資料は水路部の 5万分の l「沿岸の海の基本

図」，音波探査記録，底質，潮汐・潮流データを主と

し，その解析に音波探査データを初めて全面的に用

い， また視点を従来の地形・地質の特徴だけでなく，

海釜形成の直接的営力である潮流にも置いて，瀬戸

内海全域に亘る海釜を初めて総合的に議論するもの

である。

まず，瀬戸内海の海釜の地形計測を行い，その形

態や分布の特色を明らかにし，海釜の分類を試みる。

続いて主要海釜については地形，底質，潮流，音波

探査記録の解析結果等を記載し，これらの検討結果

やこれに加えて潮流の諸’性質や侵食能力等の議論に

基づいて，海釜の成因や形成時期等を考察した。さ

らにこれらの結果等から瀬戸内海の海峡・海釜を中

心とする地形発達史及び沈水過程について考察し

fこ。

この結果，以下のことを明らかにした。

地形計測においては，

①瀬戸内海には長径 Ikm以上の海釜が約250個存在

し，海域ごとの数の点てやは島興が多く分布する安

芸灘，備讃瀬戸などが多い。また海釜を分布位置

でみると，海峡周辺が圧倒的に多いが，広い灘の

海域にもみられる。

②深さが大で，規模が大きい海釜は灘と灘（広い湾，

水道を含む）を結ぶ海峡に位置することが多く，

深きが100m以深の海釜はこのタイプのほかは安

芸灘，伊予灘，豊後水道の海釜に限られる。一方，

i難域にみられる海釜は深き・規模とも小さく，全

て岬型である。

③海釜を分布位置と形態を組み合わせて分類する

と，まず，海峡最狭部付近に位量する海峡中央型

と岬や島の周辺に位置する岬型に 2大別され，さ

らに分布位置とその形態から，海峡単成型，湖決

双子型，海峡岬型，灘岬型の 4つのタイプに分類

される。

海峡単成型……深みが海峡に沿って細長く横たわ

る（由良瀬戸，明石海峡ほか）。

海峡双子型・・・…海峡最狭部を挟んで2つの深みが

みられる（鳴門海峡，速吸瀬戸ほ

か）。
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海峡岬型...・ H ・－－海峡周辺の岬や島の先端部にみら

れる。一般的には深さ・規模とも

小さいが，豊後水道等には深さ・

規模が大きい海釜がみられる（備

讃瀬戸地蔵埼，豊後水道鶴御埼ほ

か）。

i難岬型...・H ・－－…灘の島の周辺にみられ，水深・規

模とも小きく三日月形をなすこと

が多い（燐灘四阪島，周防i難姫島

ほか）。

④海峡単成型海釜の最深部は，おおむね海峡最狭部

にみられるが，詳細にみると最狭部より多少ズレ

ていて，この場合，反復する潮流のうち，流速が

大きい流れの下流側に，ズレていることが多く，

海峡双子型海釜では 2つの深みのうち，流速が大

きい流れの下流側に深い深みが形成されているこ

とが多い。

⑤速吸瀬戸の海釜は水深460m，深さ約300mにも達

し，日本沿岸のみならず世界最大規模で、ある（北

釜：水深460m，深さ約300m，約8×5km，南釜：

水深365m，深さ約200m，約10×5.5km）。

潮流の諸性質や侵食能力，海釜の成因・形成時期，

瀬戸内海の海峡・海釜地形発達史及び沈水過程の考

察においては，

①潮流の流速は，鉛直的に下層に向かつて余り減衰

することはなし海峡域においては底層において

もかなりの強流が存在する。このため潮流の侵食

は未回結の堆積層に限られることはなし基盤の

岩石に及ぶ。潮流流速と海底の侵食状況の関には

比較的明瞭な対応関係がみられ，潮流流速がおお

よそ 2ノット以下の海域では，潮流の堆積物の堆

積妨害による埋め残しか，表層の堆積層が浅く侵

食されて海釜が形成され， 2～ 3ノットをこえる

と更新統より下位の地層が侵食きれて海釜が形成

され， 5～ 6ノット以上の海域では基盤の岩石が

侵食されて海釜が形成されている。しかし，基盤

の岩石の侵食状況はその岩相分布などrockcon凶

trolに支配されている。

②単成型と双子型の 2つのタイプの海釜の第一の形

成要因は，潮流の強流域の出現様式にある。

③海釜の成因については，氷河時代の河谷が潮流の

堆積妨害により埋め残されたものもあるが，ほと

んどの海釜，とくに灘と灘を結ぶ海峡に位置する

規模の大きい海釜では水深が堆積層基底の深度を

はるかに下回っており，潮流の侵食により深〈侵

食されて形成されたものである。なお，灘域にみ

られる規模の小さい海釜は，当該海域が沈水して

海域となり，細粒堆積物の堆積が進行する中で，

島の周辺で流速が加速される潮流の堆積妨害によ

る埋め残しゃ表層の堆積層が浅く侵食されて形成

されたものである。

④海釜の形成時期については現在の流況と海釜の位

置，海釜周辺の底質，海釜周辺の砂堆・サンドウ

エーブ地形の特徴等から現在も進行中であるが，

その開始時期は海釜が位置する海峡の成立時に遡

る。しかし，その時期は瀬戸内海の沈水過程に深

く関わり，各海峡ごとに異っている。

⑤明石海峡の海釜の形成は，海峡が成立する海水準

が 30mの時代に始まるが，海釜形成が本格化す

るのは海水準が－20mになってからである。

⑥鳴門海峡の大規模な双子型海釜は，潮汐・潮流条

件，地形・地質条件が相侠って形成されたが，日

本沿岸最大の強流の要因は， きわめて特異てや瀬戸

内海東部の地理的条件に起因する。海釜の形成は

海峡が成立する海水準が 40mの時代に始まる

が，海釜形成は海水準が－30mになって明石海峡

が成立し，現在と同ヒ地理的条件となってから本

格化し，双子型海釜の形成には和泉層群の岩相分

布の特色が効果的に作用している。

⑦20,000～ 18,000年前の最終氷期最盛期に陸上で

あった瀕戸内海は，海水準の上昇に伴い，紀伊・

豊後両水道から海が侵入して次第に沈水して海域

を拡大し，最終的に関門海峡の成立により，現在

の瀬戸内海が完成した。瀬戸内海の海峡・海釜地

形発達史及び沈水過程は以下のとおり。
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海水準

（年代）

成立した海峡と

形成が始まる海釜

-80m 速吸瀬戸

60m 友ケ島水道

(13,000年前）

50m 諸島・怒和島・

釣島水道

沈水が始まる海域

と主なできごと

伊予灘

大阪湾

安芸灘，広島湾

-40m 鳴門海峡＊ 播磨灘

来島海峡 燐灘

-30m 明石海峡村 大阪湾と播磨灘

(10,000年前） の連結

20m 備讃瀬戸 東西の瀬戸内海

(8,000年前） の連結

-lOm 関門海峡 現在の瀬戸内海

(7,000年前） の完成

＊海釜の形成は海水準が－30mになってから

本格化

＊＊海釜の形成は海水準が－20mになってから

本格化

本研究により，潮流による海底の侵食，瀬戸内海

の海釜の成因・形成時期，瀬戸内海の海峡・海釜を

中心とする地形発達史及び沈水過程について多くの

知見を得ることができた。

絶対年代決定データ，音波探査未実施区域での音

波探査データの集積等による瀬戸内海沿岸の最終氷

期最盛期以降の海水準変動曲線の確立，絶対年代を

伴う詳細な瀬戸内海の沈水過程及ぴ堆積地形域を含

む瀬戸内海全殻の地形発達史の解明等は今後の課題

である。

また， ドップラ一方式の超音波流速計やリモート

センシング手法等による潮流の海釜底に達する鉛直

断面， 3次元データの集積等による底層流速と海底

侵食の関係，水理学的観点からの海釜形成機構や海

底侵食プロセスの解明は今後の課題である。
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注）

1）堆積層は最終氷期最盛期（最大海退期）以降の陸

域・海域堆積物で，沖積層に相当すると考えられ，

基底は沖積層に対する基底を意味する。

2）主として月と太陽の運行に起国する潮汐・潮流現

象は，理論的にいくつかの成分（分潮）に分ける

ことができ，その中の主要な分潮の一つが月の半

日周潮流であるMz分潮流で、ある。瀬戸内海ではこ

の分潮流がきわめて卓越し，その振幅の大小は，

おおむね潮流流速の大きさに対応する。

3）工業技術院中国工業技術試験所が瀬戸内海大型水



A Geomorpholoyicαl Study of the Cαldrons in the Seto Inlαnd Seα315  

理模型を作製する際，海図資料より作成した海底

地形図。

4）海洋地名打ち合せ会（日本における海底地形名の

付与及び統ーを囲るため，関係機関，関係学会等

と協議を行うため設けられた打ち合せ会で，水路

部が事務局を担当）で決定された地名。海釜では，

このほか津軽海峡西日の松前海釜，田山海釜，須

田海釜がある。

5）たとえば，大阪湾は和泉海や和泉灘，明石海峡は

岩屋瀬戸や明石瀬戸，関門海峡は下関海峡とも呼

ばれていた。

6）たとえば，友ケ島水道は紀淡海峡，速吸瀬戸は豊

予海峡とも呼ばれている。

7）①，②，③のタイプについて，桑代（1959）はそれ

ぞれ，単成型，双生型，岬型と称し，茂木

(1963' 1977' 1978）は，それぞれ樋型（谷型），双頭

型，三日月型（岬型），星野（1971）は①を中央海釜

型，②を鞍部型海釜と称した。

8）①のタイプでは，深みは必ずしも 1つではないこ

とから，樋型あるいは谷型という表現が最も特徴

を表しているが，②のタイプの双子型という表現

は特徴を鰐潔・的確に表しており，これとの対比

から単成型と呼称することにした。③のタイプは

①，②の区分と同様の観点からすると，全て単成

型となるが，①のタイプと区別するため岬型と称

することにした。

9）中野・小林（1959）は紀淡川と称した。

10）大正15年ど昭和49年測量の約50年間の比較によ

る。調lj量精度の問題があり，厳密にはいえないが，

数m程度の変化がみられる。

11）神戸市舞子～淡路島松帆埼聞で，ここでは本州四

国連絡橋明石大橋の建設が進められており，計画

段階から国鉄，建設省，本州、問国連絡橋公団等に

より音波探査，ボーリング謂査などの海底地質構

造調査が実施されている。

12）明石以西の海岸線は，明治以降，数十年の聞に100

m近く後退しており（貝塚，1969），海岸には鮮新

～更新世の大阪層群，更新世後期の西八木層が露

出する海食崖が発達している。広い平坦面のは

ほ、－lOm以浅は，これらの海食崖の後退により形

成された現成の波食台と考えられるが，ほぽ－10

m以深の平坦面は，過去の低海水準期に形成され

た地形面と考えられる。

13)NHKの水中テレビカメラで確認されている。

14）潮流流速は，世界的にもノルウェーロフォーテン

諸島，カナダ西岸セイモア水道についで第 3位で

ある。 j品は鳴門の渦潮として知られ，渦の直径は

16m，漏斗状の凹みは 2mにも及び，潮流により

形成される渦としては規模が世界最大である。

15）兵庫県（1961），建設省土木研究所（1972）は，海峡

両岸の和泉層群の基底面のズレなどから，南北方

向の断層の存在を推定したが，ソノプロープの記

録では確認できなかった。

16）明治33年と昭和50年測量の約80年間の比較によ

る。測量精度の問題があり，厳密にはいえないが，

最大lOm程度の変化がみられる。

17）大正14年と昭和36年測量の約37年間の比較で，海

釜の部分は深くなり，砂チトlは移動し変形している。

18）宮ノ窪瀬戸の一部をなす荒神瀬戸の潮流流速は，

8.9ノットに達するが，本論で定義する海釜は存在

しない。

19）中野・小林（1959）は豊予川と称した。

20）昭和15年と昭和47年測量の約30年間の比較であ

る。測量精度の問題があり，厳密な比較は困難で、

あるが，最大lOm前後，北釜では潮流の主方向に

沿って深化，海釜斜面這い上がり部は浅化傾向に

ある。

21）関門海峡の屈曲部に当たる彦島～門司間を大瀬

戸と呼ぴ，下関～彦島問の小水路を小瀬戸と呼ん

てやいる。

22）工業技術院中国工業技術試験所は，海水と同じ比

重のフロート追跡を行ったところ，フロートは海

峡最狭部を通過後，上下動を数因縁り返しながら

移動していることが確認されている。

23）水深lOOmまでの観測である。

24）井内（1982),Inouchi (1990）は，このような瀬戸内
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海の底質分布の特徴について指摘し，瀬戸内海の

砂質堆積物は海峡付近の堆積物や岩盤が侵食さ

れ，現在の環境下で堆積したものとした。

25) Yanagi (1990）は，瀬戸内海の砂質堆積物は基本

的には海釜の浸食起源であり，伊予灘では，その

砂量と速吸瀬戸の北釜の容積はほぼ一致している

とした。海底の砂の起源を全て海釜の侵食に求め

るのは早計かもしれないが，両者が密接な関係に

あるのは確かと思われる。
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前島～青島 49 西へ0.3 1 3 0.3 30 0.4 
海（£眠E楕単円成）型 双子技

前島～賞品 39 最揖部 1.3 0.2 30 0 4 1 5 rJw 揖（長映楕単円成）型1.5 

貫島中崎ノ鼻 38 1 7 0.8 30 
郡（椅岬同型） 

牛うL窓＂瀬戸 38 西へ1.0 0 7 0.3 30 0.2 海（対暁骨双）子裂
（西釜）

36 東へ06 0.8 0 2 30 
（東釜）

~＇、，豆＜島金ケ崎 46 2 0 0 7 40 - 0.6 ？砲w 漉（三押巴型月）0.6 

小豆島早埼 22 1 8 0 4 20 - 濁（楕岬円~

小豆風み島の 59 1.1 0 3 50 -
議（三岬日型月）

ノ子島

小豆島大H角鼻
54 1 6 04 50 ー

割（楕岬円型） 

Appended table. Morphometry of caldrons in the Seto Inland Sea 

最大（m水）深 最深部（la内，）位置・
大きさ

海（暁回闇） 
潮流毘適・・・

海釜（形のタ状イ）プ海釜名称 備考
長径仙沼） 短径（同） 等深線（m）・・ (Kn) 方向

由．良句 掴戸 197 北へ12 10.5 2.6 70 3 7 3.6 ~ 海（長帳方~形1成）型3.2 

$中かノの 瀬 戸 118 北西へ0.7 1.8 0.7 70 0 5 1.4 NW 海（非峡対双＃子）型
（北韮）

52 南東へ0.6 0.8 0.5 40 0 9 s 
（南釜）

加．，太Eさ 揃 戸 72 北京《-3.5 6 7 1 3 50 0.8 0.9 N 樺（長暁楕主総円成）型2.3 s 

地ノ島北方 83 北東へ.2.6 3 2 1 3 70 0.5 
揮（椅岐F司単）成型

洲本沖 52 2 7 1 0 。42 co. 9) N 
揮（三暁日岬月型） 

(¥ 0) s 

（友ケ島水道）

最大（m水）深 最深部（同の）位置・
大暑さ

海（暁回幅） 
潮流証理・・・

海釜（形町タ状イ）プ海釜名稔 犠 考
長径（km) 短径（km) 帯保融（m）“ (Kn）方向

朝日～犬島 30 最狭部 4 5 1.2 20 1.4 2.0 NEE 揮（橋暁同単）成型1.3 sww 

犬 島 23 2.1 0.8 20 -
海（楕眠円師）型

間山水道 16 最狭部 5 2 0 2 10 0.8 海（帯暁状単）成型 複深数みの

玉野～井島 66 最狭部 2.3 0.7 40 1.0 3.0 NNE 海（繍眠円単）成型3.8 SSW 

H高h畠～因子瀬 33 1 0 0 6 30 - 揮（楕棋同単）成型

小豆島高島 36 1.5 0.3 30 
海（楕幌円押）型

小豆島地直均 78 4.5 11 50 ー (2.1) NW  
海［三映日岬月型） (2. O) SE 

小豆島黒埼 62 1.0 0.4 40 -
揖（橋映同抑）型

小豆ィ島M、豊～？ 島
20 北へ0.9 2.3 0.5 10 1 5 1.4 NE 海（椅醜向単）成型1.6 SW  

盟島～
（北32韮）

北へ10 1.5 0.4 20 0.6 2.8 NNE 
海（対暁噛現＝）子型d’‘、豊『F ' 島. 

（南お韮）
南へ05 1.3 0.2 20 2.5 SSW 

豊島礼田埼 54 1.4 0.4 40 - 樺（楠映円岬）型

｛備讃楠戸）

最大（m水）深 最深部（回町）位置・
大与さ

証（峡kml~
潮読流通・・・

樺釜（形のタ壮イ）プ海韮名祢 備考
長径（km) 短径（km) 等深線（m).. ぽn）方向

明石海暁 148 西へ50 19 3 70 3.8 7 1 w 海幌単成型 複数の
5.6 E （帯状） 深み

江崎沖 90 3 2 0 5 70 ー 海棋会事成型
（長棺円）

轟木沖 114 6.3 0.8 50 ー 樺（長概楠岬円型） 

（明石海帳）

（鴫門樺暁）

最大（m水）深 最深部（k門m)位置・
大きさ

揮（回暁幅） 
潮流誼迎・・・

権釜（形のタイプ海韮名称 倒考
長径（km) 短径（km) 等深線（m）“ (Kn) 方向

状）

鳴門海映 （北2・16 北へ13 3.6 1.5 70 1 3 10.6 N 海（非暁対双林子）型
北韮は

東圭） 双顕

（北1・5西1韮）
北へ1.7 2.0 1 3 70 

< 

164 南へ32 4.8 2.0 70 9.3 s 
（南釜）

控b苦o監ノ瀬戸 15 最艇部 1.2 0.1 10 0 3 
海（長暁楕単円成）型

(tl'i磨灘）

最大（m水）深 最深部（回門）位置・
大きさ

海（眼同悩） 
調理流連・・・ 海韮のタイプ

海韮名称 備考
長径（km) 短径（km) 等深棉（m）・・ 低n) 方向

（形状）

男電a鹿L昭島大崎 42 1.1 0 4 40 ー 漉岬'l2
（三三角形）

京高日坊勢e品
42 北へ0.7 2 0 0 3 30 0.5 梅暁単成型

（長楕円）

京島商品 58 1.8 0.7 40 ー 1.0 w 置岬型
1.2 E （三日月）



井高水道 46 最挟部 l 2 0 3 40 l 3 3 l NE 権（楕映円単）成型l 6 SW  

京N～4直ノe町E上M島" 商品 80 最狭部 2 8 0 5 50 l 0 2 5 NE 海（帯暁状単）成型2 8 SW  

か耳晶ず句島～＠直』M 62 最挟部 1.8 0.4 40 0.6 海（帯暁状単）成型 合2水流路

草島水道 52 最狭部 2 3 0.3 40 1 2 1 6 NNW 樺（帯帳状~）i成型 Y字形
2 5 SSE 

玉野～荒誠神高鼻
72 最挟部 3.3 0.5 50 1 1 2 6 NNE 海（帯醜状単）成型2 6 SSW 

小田馬ケ鼻 胡 1.6 0 3 40 
海（惰映円岬）型

庵治平笹鼻 58 1 4 0 4 40 
海（楕峡円抑）型

a大..’児a』E島
62 1 3 0.5 40 ー

揮（楕暁円岬）型
ワシヤノ鼻

男a 木， 晶 50 1.9 1.2 40 - 2.4 NE 海（楕暁円岬）型2.6 SW  

加，茂＇ケ圃’掴.戸と 6~ 西へ09 1.7 0.3 40 0.8 3.8 w 樺（対暁萌双：）子型（西釜）

（東6釜o・l 東へ12 1.9 0.4 40 3.5 E 

拍晶～男a木，島 60 1 9 0 5 50 3 0 SW 海（楕峡同岬）型2.8 NE 

女木島帆祖鼻 50 1 8 0.4 20 3.5 1r認rw 海（三醜日岬月型） 3.3 

大島～鹿島 担 最狭部 3 2 0.5 20 1 9 樺（長暁楕単円成）型

玉野～大・・槌ー，、畠 52 5 2 0.7 40 3.3 
揮（長峡楠単向成）型

大：-Ill小亭槌：；；.晶
70 最狭部 3.4 1.9 50 2 2 3.4 w 樺（楕映円~）i成型

2.8 E 

4大、槌槌島島東・方
60 2.6 0.9 50 

揮（楕暁円単）成型

小組大崎島～ノ鼻 （酋56釜）
西へ0.5 0.6 0.3 40 0.4 樺（対鞭称双）子型

58 東へ0.5 0 6 0.3 40 
（東釜）

坂出乃生岬 70 2.7 0.8 40 
海（三映日岬月型） 

久須~~量軍晶～ 86 東へ10 2.0 0.7 50 0.8 3.2 w 樺（楠帳円単）成型
3.1 E 

下津井掴戸 80 最狭部 1. 7 0 6 50 0.8 (2. 9) w 
海（楕映河単）成型

(2 4〕 E 

岩”国“島～与＇畠 86 西へ0.4 1 0 04 50 0.6 1.5 w 海（対映称双）子型
（西釜）

72 東へ0.7 1 2 0 6 50 1.5 E 
（東釜）

与島ー三ッ子島 84 西へ0.6 2.5 04 70 0.8 2.2 NE 海（対暁桔双：）子型
（西釜）

94 東へ2.0 1.2 0 3 70 2.7 SW 
（東釜） 並列

三d・フF，子z島ー坂出 70 西へ09 0.9 0 4 60 2.1 3.3 w 樺（対暁祢双）子型 双子型
(i!§釜）

（来94釜）
東へ12 1 6 0.6 60 3.5 E 

六日島～長島 80 西へ0.9 11 04 40 0.7 揮（権幌問単）成型

畏畠～向島
（西80釜）

西へ09 0 7 0.3 50 0.7 
樺（非幌対双称子）型

48 東へ0.3 0.7 0.2 40 
（東釜）

本島～牛島 80 最狭部 2 3 0.5 50 10 2 3 NE 海（楕棋円単）成型2.7 SW  

広島田ノ湘 20 2.7 0.3 14 
海（長瞳楕岬円1

広島カレイ埼 26 1 1 0 4 20 海（楕暁円岬）型

手τ島甚t:.l平ぺ鼻 34 1.3 0 4 20 海（楕帳円師）型

乎島高＂，ノ・，こ瞳L鼻 52 1 6 0 6 30 
海（楕峡同岬）型

乎畠加佐越鼻 28 1 2 0.5 26 1.2 NE 
樺（三峡日岬月型） 1 3 SW 

小毛島 28 1 6 0 6 22 
海（楕幌円岬）型

高見畠桓持鼻 46 1 3 0.3 30 1.8 NEE f悔（楕映円岬）型1 8 sww 

高見島高項削 26 1.0 0.3 20 揖（楕映円岬）型

佐’榔舎，島長崎鼻 36 1 7 0 4 26 1 2 ~0 海（楕帳円岬）型1.2 

車畠～志与畠 28 西へ1.0 3 5 0 5 22 1.3 
樺（畏峡楕単円成）型

ム二Eと 絢面ιて 高
28 14 0 5 20 樺（楠映向岬）型

栗 畠 40 1 3 0.3 30 樺（楕映円岬）型

栗島～路間 44 商へ1.6 11 0.4 30 0 9 1 6 NW  海（楕棋円単）成型1 6 SE 
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組砂，令 箪.. 晶
48 1.3 0.3 40 

積（楕岬円型） 

江ノ島北 40 1.3 0.4 30 
糠（楕岬円型） 

江ノ島南 40 1.2 0.3 36 
漉（三岬日型月）

向“上.，，，.島北 30 1 0 0.4 20 
灘（三岬日型月）

円上島南 23 1.1 0.3 20 
糠（楕岬円型） 

股'"" 島 36 1.3 0.4 26 
習（量三岬日型月）

小三 混宮色 血 34 1.1 0.2 26 
漉（：三岬日型月）

F‘ a耽． 晶 33 1.2 0 5 24 
部（三押日裂月）

大 島 39 2.1 0 6 30 
蔽（三岬日型月）

四L匝・・島明神島 47 1 3 0.3 45 
漉（三岬日型月）

四荻島梶畠 45 1.3 0.4 40 
慣（三岬三日型月）

明神！HゐR鍋II島
（~2 釜） 西へ07 2 0 0 3 45 o.s 

海（非暁対双林子）型

46 東へ04 1 0 0.4 40 
（軍基）

四置島英檀畠 55 1 0 0.5 48 (0. 7〕 w 
視（楕師円型） 

(O. 6) E 

揮.摘＂ 磯 47 2.0 0.5 40 
被（楠岬円型） 

比ゆ蛇＇ 島北 65 LO 1 0 45 
現（P師l)型

比岐島南 49 1.2 0 5 40 
瀦［楕岬円型） 

小平市島 40 LO 0.3 お
糠（楕岬円型） 

時 70 1 6 0.8 40 (!. 3) NE 
樺（三暁8岬月型） 

(!. 2) SW  

風‘’、ー土，‘ 瀬 戸 28 最挟部 2 7 0.5 20 0 6 1.5 NE 揖（楕離円単）成型1 6 SW  

高（白島石～瀬小戸高）島 （西30韮）
西へ06 0.4 0 2 30 0.3 梅（対暁幹双）子型

（耳犯E釜）
東へ0.5 0.6 0.1 30 

小（ニ白陀商．品石ー瀬白石戸島） 40 最狭部 1.5 0.3 30 0.7 1. 7 ~ 海（楕艇円単）成型1.6 

北1・t木’s根 戸 28 西へ0.9 1 3 0.6 20 2.0 ~i 樺（椿棋円単）成型2.0 

北木島矢・4古..鼻 22 1 0 0.3 20 
樺（三映日岬月：） 

4帥畠4踊品 44 北へ0.6 2 4 0.3 32 1.5 1.4 NE 海（長暁楠単岡成）型1.5 SW  

大 高 32 1.2 0 4 22 海（楕暁円押）型

（備後灘）

最大（m水）深 最深部（回内）位置・
大きさ

樺（映同幅） 
潮祝流通・・・

海韮（形のタ状イ）プ海韮名称 倒考
長径（km) 短径（km) 等深線（m）・・ ぽn）方向

阿－怯a昆兎包瀬戸 20 南へ0.3 1.3 0.6 20 0 4 樺（椅暁fil単）成型

沼隈ー田島 24 西へ0.5 1.7 0.6 14 0 5 揮（楕県向単）成型

田 島 26 1 1 0.4 20 ー
韓（様岬円型） 

υ百司脚〈 4買.. 島
24 1 1 0.3 14 

韓［楕岬円型） 

百らι島～横島 20 最挟部 1.4 0.3 18 0.8 0 8 NE 樺（椿暁円単）成型0 8 SW  

沼隈～百島 20 置狭部 1.2 0.6 12 0.7 
海（楕眼円単）成型

沼隈～向島 20 理E挟部 2.0 0.2 12 0.4 
海（長暁楕単円成）型

ω日
ω

（来島海幌）

最大（m水）深 最深部(I伺同）位置・
大きさ

海（幌km幅） 
潮流現連・・・

海霊w的タ状イ）プ海韮名称 備 考
長径（km) 短径（同） 等深線（m）・・ ぽn) 方向

来高海暁 162 南へ1.6 11.0 1 2 80 (n 8.9 N 樺（帯眼状単）成型 技最は捜双部子9.7 s 

115 1.5 0.5 80 

120 1 8 0.6 90 つじなゅずぎ

136 1 2 0 8 90 

置）

最大（m水）深 最深部（同同）位置・
大きさ

構（岐km幅） 
潮理泌車”・

樺韮（形のタ状イ）プ海韮名称 備考
長径（km) 短径（同） 等深線（m）・・ ぼn) 方向

盟 島 36 1.7 0 4 30 
濁（三岬回型月）

高‘井伸畠宮ノ組 50 LO 0.3 38 
租（三岬日型月）

商、持神島金・・ノ・弦ι弛 38 1 0 0.2 34 
減（三岬包型月）

h：島笠松鼻 38 1.6 0.5 30 
置（楕岬円型） 

（憶
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（安芸灘）

最大（m水）深 最深部（回内）位置・
大きさ

海（暁km闇） 
潮抵抗連・・・

樺韮（形のタ状イ）プ海韮名稔 備考
長径（回） 短径（km) 等深線（m）“ (Kn）方向

埼向む齢、島u観音 出 2.0 0.5 30 
海（楕暁円岬）型

因鼻 島梶ノ 54 2.5 0 5 50 I.1 ~~ 海（長暁袴岬’向型） 2.6 
原描戸）

布の a’y点刈炉u叫l櫛戸 54 西へ0.1 2.6 0.6 42 0.7 4.4 NW 揮（楕帳円単）成型4.4 SE 

A青a木．，瀬 戸 56 東へ0.5 2.8 0 5 40 I 0 5.6 NE 樺（長映栂単円成）型5.6 SW 

弓・削婦畠鳥も.立邑可屯ノ廊 30 1.4 0.4 22 
海（三幌日岬月型） 

弓削 噛戸 28 最挟部 2.2 0.4 22 0.1 
樺（ff帳楠嚇F司成）型

弓削島～生h・・諸1也島 36 最挟部 1.2 0 3 26 0 9 海（栂映円単）成型 4登路

佐. 島 66 2 8 1.0 50 揮（楕隅円岬）'l! 

生名店吋赤標観. 48 最狭部 2 8 1.3 30 1.3 海CY眼字単）成型 4王監路

岩織畠～国畠 36 最狭部 1.2 I.I 16 I I 樺（V帳字単）成型 3翠路

伯u ’方a欄 戸 96 北へ0.3 5 3 1.2 50 0.9 5.0 N 海（長概楕単円成）型5 0 s 

岩（他銭高方～頑伯方戸島） 72 最挟部 I 9 0.6 50 2.1 
樺（三映三日単月成）型

伯生島方（ロ晶・岩n～城） 
10 最挟部 1.5 0.5 50 2.5 海（楕映円単）成型

じゅず

白生l戸z口・、島司n伯方島） 66 最捜部 1.5 0 5 so 2 I 3.7 w 
揮（長暁方単形成）型

つなぎ
4.1 E 

生l口島ーn大三島） 78 最狭部 2.6 0.6 50 1.2 3.9 NW 海（楕峡同単）成型4.4 SE 

鼠υa，宜" 52 最狭部 1.9 0 4 46 2.1 1.7 ~~ 樺（楕醜円単）成型n 島） 2.2 

大三函鹿沖 50 東へ1.0 2.8 0 3 44 3 3 樺（三眠日l幹月成）型

宮ノ器摘戸 岨 最侠部 2 3 0.8 42 1.3 2.3 w 揮（楕眠円単）成型2.5 E 

舟ゐ（宮＇折hノ.置瀬瀬戸戸） 60 最挟部 2 0 0 3 40 11 9.0 NE 
海（へ映の単字成）型9.0 SW じゅず

｛自：古島～大島 70 酉へ1.2 2.2 0 9 40 0 6 
海（長峡橋単円成）型 つなぎ

I " l 

u鼻e栗＂噸戸 46 最狭部 3 0 0.4 30 0.4 6.3 NE 
樺（逆暁／単の成字型） 6.3 SW 

忠島大民久三野島
68 最狭部 3 3 1.1 50 1 8 2.1 w 揮（楕暁円主総）成型

2.6 E 

4、久《野a・島ー訟畠 14 最狭部 1 6 0.5 50 1 2 
海（楠暁円単）成型

桂島ー大三畠 80 百へ01 3 9 0.5 60 1 2 
海（長暁楕主幹円成〕型

じゅず

唐畠～神世晶 70 最狭部 1.6 0.4 60 2.8 樺（楕暁円1~成型 つな草

大三島～大桜島 臼 最挟部 4.。 0 5 50 1 5 
揮（i草暁〈単の成字型） 

大.三島ー大..ょ 109 最狭部 4.8 0 6 80 1 3 2 9 ~~ 樺（長暁楕単円成）型2.4 

明石掴戸 58 西へ03 3.8 0.7 40 1.0 1.6 w 海（措帳円単）成型2 3 E 

御必手亀ら洗い瀬戸 27 最狭部 14 0.3 20 0.6 1 5 NW 海（楕帳円単）成型1.2 SE 

大三島i中ノ石 62 1 8 0.3 50 ー
海（槽暁円坤）型

・大2・下＂島アゴノ鼻 122 1.0 1.0 10 
樺（円暁）岬型

大%1久比事～島 94 南へ0.5 1 6 0.8 5日 2.3 
海（長映方単形成）製 3道路

上浦湾島～豊島 80 北へ23 3 3 2 3 so 4.8 N 揮（非暁対双称子）型（北釜）

48 南へ04 1 7 0 3 40 4.3 s 
（南釜）

上謂メ』畠晶鼻 80 2 1 0 6 50 
置（楕岬円型） 

下島L‘3・・．刻....ー上．．原，.‘ 58 最捜部 1.0 0.5 so 1.4 0 1 NE 揮（楕映円単）成型1.6 SW 

’唐＂島E 捕声 84 最捜部 3.7 0 7 50 1.3 海（三親日単月成）型

柳...，ノm 掴戸
14 最渡部 3.2 11 50 1.6 2.6 NE 樺（楠醗同単）成型2 2 SW 

安芸埠～長畠 69 最狭部 2.3 1.5 50 2.1 海Ii草暁コ1~円成字型） 

i章久賀高 60 14 0.4 50 ー
海｛棟暁四岬）型

来 島 66 1.8 0.7 40 
樺（締眠円岬）型

柏a山 畠～上蒲刈 98 東へ1.5 2.0 0.6 80 1.6 梅（楠崎円単）成型
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u大.，館ミて場ぽ 島
138 l 4 0 4 100 

樺（摘暁円押）型

中島沖ノ!Ii品 62 1.3 0.6 50 
海（三三映日岬月型） 

－関・・戸＇掘戸
（北72韮）

北へ1.2 1.3 0.6 50 0.5 (2.5) N 揮（非暁対双祢子）型

76 南へ1.2 0.9 0.3 70 (2.5) s 
（南釜）

中島長埼 76 l l 0.9 50 海（同幌）岬型

、芋・＇子2ニ瀬戸 74 北へ0.8 1.7 0 8 50 1.0 (2.0) N 樺（非暁対双祢子）型
（北釜）

（雨70量）
南へ07 l l 0 5 50 (2.0) s 

北条～野宮脇島 112 最狭部 1今8 0 6 100 7.0 海映主幹成型

釣島水道 146 最挟部 4 0 2 0 100 3.0 2.7 NE 海（楕眼円単）成型 複数の
2.9 SW 深み

108 西へ-3.l 2.3 0.4 100 （くの字）

北条桂＂＂事． ノ鼻 92 2.3 1.2 50 
海（三帳角岬形型） 

安居高 66 2.6 1.0 50 
海（三暁日師月型） 

小之安’“居｝晶 74 l 8 0 5 60 海（椅眠円押）型

日苦言・島西方 56 ).) 0 5 50 海（楕暁円単）成型

斎島南側 66 2.7 0.4 5日
海（長棋摘岬同型） 

梶取ノ鼻 134 2.4 0.9 100 
海（楕映円岬）型

（広島湾）

最大（m水）深 最深部（｝伺内）位置・
大きさ

揮（麟km幅） 
間置証連・・・

樺量（形的タ状イ）プ海韮名称 備 考
長径（km) 短径（km) 等深線（m）・・ (Kn) 方向

，苛憎ん戸ど 甑戸
（北24韮）

北へ0.5 0.9 0.2 22 0.1 
君臨型

24 南へ0.5 0.3 0.2 20 
（南韮）

修早司p瀬． 瀬戸
（北30韮）

北へ0.7 0.9 0 2 20 樺（対幌称双）子型

（荷42量）
南へ0.9 0.6 0.2 20 

江4田CL島a切申 44 1.4 0.4 36 
樺［三眠日岬月型） 

お大M 須T 瀬戸 43 最捜部 2.8 0.5 40 0.9 
海（三麟巴岬月型） 

猫繭戸 128 西へ2.0 5.3 1.0 70 l 0 4 6 w 海（楕暁円~）i成型
3 l E 

下蒲刈島尾ノ鼻 96 l 9 。.5 70 樺醜岬型

倉‘唱償、島ー小僧晶
（北42釜）

北西へ03 04 0.3 40 0.7 
海（対帳朝双：）子型

（南44釜）
南東へ0.3 0 3 0.2 40 

並列

4畠、情畠～4包情州
［北唱釜）

北西へ0.2 0.4 0 3 40 l 3 
海（非映対双割子：）型

双子型

（南42釜）
南東へ0.2 0.2 0 l 40 

意揖畠亀ケ首 82 1.5 0 4 60 
滋（楕岬円型） 

倉温島センtrイi中 70 1.0 0.3 臼
樺（椅映同師）型

耳a・老4置，小ζ瀬戸
（北剖釜）

北へ05 0.4 0 3 30 
海（非映対双噛子：）型

（南34釜）
南へ07 0.6 0.6 30 

斑 島 78 2 8 0.4 60 1海（V暁平岬形型） 

瞳晶ロ輯ノ鼻 70 2.5 0 5 50 
海（三暁日岬月型） 

横島南端 96 1.3 0 4 80 樺（楠峡円岬）型

諸島水道
（北14釜4） 

北へ20 3.0 1 8 100 l 2 
樺（非映対双祢子）型 双頭型

（イグイ瀬戸）
（南1・8東0韮）

東へ08 1.5 0.9 100 0 8 !Ul N W  
SE 

（ミルガ板戸）
（南1・2酉0韮）

南へ）.） 1.8 0.5 100 0 6 6 0 N 
6 0 s 

怒a和＂＇島.水道
（北16韮6） 

北へl.9 2.9 1.5 100 l 0 (4.5) N 揮（非暁対双林子）型

114 南へ1.0 l 2 0.5 100 也且 s 
（雨量）

怒狗廊下二子a 122 1.5 0 5 100 
海（三映日岬月型） 

クダコ木遣
（北16韮0） 

北へ23 4.7 1.8 100 2 6 5.4 N 
樺（非眠対双柑子：）型

立政型
4 7 s 

（クダコ晶
（南1・4酉0蓋）

南へl7 3.0 0.8 100 4.2 N 
5.0 s 

忠和島）

（部毘ノ瀬戸） 170 南へl7 3.1 1.5 100 
（南・東韮）

ω
N日



i章久茂瀬戸 34 最狭部 1.5 0.2 30 0.5 海（~帳E情単同成）型

奈包佐．爽”瀬戸 60 最狭部 2.0 。守4 50 1.0 海〔摘暁円単）成型

宮島暗戸 74 最狭部 2.9 0.8 50 1.4 o.s N 海（椿暁円単）成型
0.8 s 

E龍的買.高崎入血．鼻 50 l 4 0.3 44 
管官弘）

東箆大禁黒致神～高
53 最狭部 2.1 0 6 40 1.2 

海（逆眼Y単字成形型） 

大黒神島 52 2 l 0 4 40 
聖官出）

阿.多，E 国’e島 45 1.0 0.2 40 
管官主）

姫 小島 48 l 0 0.3 32 
理思）

早島 西熔 48 1.0 ~－ 4 40 
管官出）

吉晴島南西端 70 3 3 1.0 50 
海（三暁日押月型） 

黒島 水道 72 最狭部 3.7 0.9 50 海（長映楕単円成）型

保也 高~.. 島 54 1.1 0.5 40 陣（三幌回岬月型） 

保高島～乎畠 56 百へ06 1.1 0.8 42 樺（円暁）単成型

乎島東洋 50 1.2 0 5 30 
海（三幌日岬月型） 

手島 西踏 60 1.2 0.4 50 海（楕暁円抑）型

端畠～ 60 3.8 0.8 50 1.3 樺（Y暁字単形成）型
柱鎗しら畠

小桧畠 72 1.2 0.6 50 
海（三幌8岬月型） 

続島～ 82 西へ06 1.3 0.6 60 0.9 
海（非暁対双幹子）型

畏島 （西釜）

（東82量）
東へ0.6 0.9 0 6 70 

長...島Z～ll良d恥畠 82 西へ05 1.2 0.7 50 0.5 
樺〔非暁対双幹子）型

（西釜）

（東90韮）
東へ1.2 1.8 0 8 60 

鞍“主酬鈴畠～怜i1-畠 56 最棋部 1.1 0.4 50 1.4 
海（三棋自単月成）型

前" 晶 38 2.0 0 6 20 
理（三岬日型月）

ω
N
O
 

尖官補戸1 74 ｜北へ0.8 1.8 I o.7 30 I o.8 I 6.8 I w I樺映単成型 iヒゆず
6.9 I E I （楕円） ｜つな苫

45¥ 06¥ 30 

（伊予漉）

最大水深 最深部（km内）位置・
大きさ

海（蜘回咽） 
欄配流連・・・

海5十去3のタ状イ）プ海韮名称 備考lffi) 
長径（回） 短径（回） 等深線（m）・・ (Kn) 方向

高浜瀬戸 79 南へ0.6 5.3 0.4 50 0 8 5 0 N 海（楕眼円単）成型 つじなゅず苦5 0 s 

中島赤埼 82 1.7 1.0 60 
海（摘峡同岬）型

小市島～中島 130 南へ0.6 2.0 0.7 100 l 7 樺（楕幌円単）成型

中 品 114 1.2 0.4 100 
樺（三暁日岬月型） 

二岬神ゐ島～揖晶 98 北東へo.7 0.3 0.2 90 0 6 
海（非帳対双割子：）型（北韮）

103 南西へ1.1 1.0 0.5 90 
（南韮）

二件a-re代島 155 最挟部 2.6 1.4 100 4.3 揮（棺幌円斗）i成型

110 1.0 0.5 100 （楕円）

つじなゅず害

片品東方 152 1.9 1.1 100 
海（長帳方岬形裂） 

片山瀬戸 120 北東へ1.1 l 4 0 3 100 0 6 1.2 NE 樺（対峡幹双）子型（北韮）

110 南西へ1.2 1.3 0.6 80 11 SW  
（南釜）

E里代畠笹島 74 1.1 0.4 60 
樺（三暁日岬月型） 

由利畠 83 1 2 0 4 80 1.4 NE 海（楕帳円抑）型1.2 SW  

毘代島沖M家.霊”島 139 2 8 1 0 100 1.5 NE 
樺（三映日岬月型） 2.1 SW  

毘托畠晋鯖鼻 94 1.5 0.6 80 
海（楕暁同岬）型

掛浮島 56 1.3 0.4 50 
樺（三棋日岬月型） 

扮li1!Q－平Ill畠 59 東へ0.6 3.9 0. 7 50 1.1 
海｛畏暁楕単円成）型

平都品三品 106 1.7 0 8 90 
揮（楠醜同岬）盟

愉大水’‘無・M・M＆西修 95 11 04 80 
海（楕映円押）型

大水倉院噸島東路 108 2 0 0.8 80 海（楠映円岬）型
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”笠－戸z 島 50 3 0 1.3 42 
被（三岬日型月）

マ松〈ゐ島～ 36 最技部 2.3 0 5 32 1.4 揮（椅映円主総）成型
高島

Z昭島ー均H 30 最技部 2.6 0.4 20 1 5 
海（長暁楕単円成）型

野の 島北端 46 2 7 0.8 40 
海（楕映円押）型

野島南端 50 2.9 0.7 42 事（椅E岬同型） 

短 畠 68 8.0 4.0 so 
菰（楕岬円型） 

（関門博峡）

最大（m水）深 最深部（kmの）位置・
大きさ

海（蜘回幅） 
隅斑寵連・・・

樺量（形的タ状イ）プ海義名韓 備考
長径（回） 短径（km) 等深線（m）日 ほn）方向

関門海峡 47 東へ0.8 8 0 0.6 18 0 6 8.5 ~~ 樺（帯映状単）成型 深複数みの6.5 

部埼海釜 20 3.3 0 8 16 ー (1.1〕NW  
海（三帳日岬月型） (1.0) SE 

六t，。連，、海 3量 33 最狭部 5 8 1.2 20 1 7 (0.9) N 
海（三帳日単月成）型

(0.5〕 s 

小瀬戸 17 1.7 0.7 12 海（楕暁円単）成型

小エ水ゐ精＠細・島百日学 92 2.0 0.7 80 2.0 NE 海映師型
14 SW （楕円）

小水＂瀬＆ Jl'J争 92 1.1 0.3 80 揮暁岬型
（楕円）

青 品 74 2 7 0.8 64 樺峡抑型
（楕円）

平部品西洋 74 3 2 0.7 62 
海（三眠日岬月型） 

上関海 映
（北26韮）

ヰヒへl7 1.2 0.2 24 2.4 w 海暁双子型 双Jill型
（非対称）

（南・4西6韮）
南へ0.9 0.9 0.5 40 0 2 2.3 E 

（南4・4東韮）
南東へ0.5 0 8 o.s 40 

鼻 繰瀬 戸 72 南へ07 3 2 0.6 66 2 8 権暁単成型
（長椅向）

天ゐ. 国E主 畠 66 3 0 0.6 60 樺峡岬型
（三日月）

辛晶画 80 3.6 !.! 60 i毎暁師型
（三日月）

八守 島 66 1 8 1.8 60 置（円岬）型

最大（m水）深 最深部（k内m)位置・
大きさ

海（映回子幅） 
期龍龍連・・・

樺釜（形のタ状イ）プ海釜名称 備 考
長径（回） 短径（回） 等深線（m）・・ (Kn) 方向

沖無垢島 189 2.3 0.9 130 
海（三映日師月型） 

保戸商 214 2.5 1.3 140 海（楠映同岬）型

蒲’. 戸ど 埼 106 2.5 1.5 90 
海（楕映円岬）型

一鶴，る 御み 埼
177 8 0 3.0 100 2.7 N 

海〔長幌方岬形型） 2.7 s 
戸』ヒ

晶 161 最狭部 4.5 0.8 100 ιo 3 7 
Nfr 海（長暁楕単円成）型2 7 

国＂ a振略 島 112 3 5 1.0 100 1 5 N 海（楠幌問岬）型1 2 s 

醐加五叫神叫 島 125 5 0 1.0 100 
？海（三艇日師月型） 

由良埼 105 .s 0 1.0 100 2.2 NW  
海（三幌日岬月型） 2.0 s 

横島～鹿島 120 北へ1.0 1.3 0.7 100 2.5 海（楠帳円単）成型

（豊後水道）

（速吸瀬戸）

最大（m水）深 最深部（同内）位置・
大きさ

海（映同幅） 
潮抵抗連・・・

揮釜（形のタ状イ）プ海釜名称 倒考
長径（km) 短径む倒） 等深線（m）日 (Kn）方向

迎隊司”、吸，.. 瀬 戸
（北46韮0） 

北へ3.0 8 0 5.0 160 9、0 5.7 N W  海（非峡対双称子）型(13 0) 

（南36韮5） 
南へ25 10.0 5.5 160 4 8 SE 

商品～関埼
（北2・0東1圭）

北へ35 4 0 2.5 120 3 5 3 4 N W  揮岐双子型 双頭型
（非対称）

（北1・5西9韮）
北西へ25 2.5 1 5 90 

（南19釜3） 
南へ1.5 5 5 2 5 100 4.4 SE 

）は大潮期的平均流速を示す．本＊稼 大潮湖町最大流速を示I.,, ( ＊ 構棋最狭部から町距離

＊＊ 長径、姫径測定のもとになった等深棉

（周防瀦）

最大（m水）深 最深部（]q内，）位置・
大与さ

樺（同峡幅） 
潮流鼠連・・・

樺韮（形のタ杭イ）プ海l&名称 備考
長径（同） 短径（km) 等深線（m）・・ (Kn) 方向

佐合畠～長自 36 東へ0.8 2.9 0.6 30 1.2 海眠単成型
（楠同）

祝砲小：祝L”畠 （北68韮）
北へ17 1 7 0.6 6日 11 海暁宜子型

（非対称）

90 南へ1.0 1.1 0.4 70 
（雨量）

牛 畠 38 1.7 0 7 32 樺鞭岬型
（繍円）


