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地 斜

層位学や地史学においては,主 として野外の堆

積層の観察に基づいて体系イヒされた,種々の概念

や理論がある。不整合・堆積輪廻・対比・化石帯

・地向斜などがそれである。 とくに地向斜は,ア

パラチア山脈の,厚 さ 1万協を越す占生層の研究

に よって 発 見 された概念である。その壮大な考

え方は,やがて造山帯の発達史の理論を も導きだ

してい る。

地向斜9ジ把″クライン (Geosyncline)。

地質学者に とって,何んと魅惑的な響きをもった

言葉であろうか。地質学的方法論の根本は “斉一

説 "で あ り,現在は過去の鍵であるとされている。

しかし,地向斜の認識は,全 く過去の産物である

地層 と,そ の地質構造の研究によって誕生 した も

ので,逆に,現世の地向斜はどこに, どのような

形で存在するのかとい う命題を提出しているほど

である。

本篇は,LC.Krumbeinと L.Lo Sloss

の名著, “層位学 と堆積学 "(Stratigraphy

and Sedimentation)の ,第 11章 “堆

積作用の地質構造的骨組 "(Tectonic Fr一

amework of Sedimentation)の 前半

部をほん訳した ものである。ほん訳の目的は,わ

たし達が地向斜に関する論文を読む際の,基礎的

知識を得 ることであったが,本誌の読者に も,地

向斜の認識の変遷や地向斜に関する多くの用語の

意味を知って頂ければと思い,「 講座 」として掲

載させて頂くことにした。

ほん訳に当っては,阪口が長崎大学在学中に受

講

論 一 その序 章 一
彦  (長崎大学教育学部 )

員J(長崎県教育センター)

講した「 地質学特論 」の演習で提出した訳文を基

にしたが,今回再び原文と照合して新しく書改め

た。

この教科書が出版されたのは 1953年 であ り,

地向斜に関する記述に引用されている論文は,

Schuchert(1923)の ものを除いて大部分

が, 1947～ 1950年 に公表されたものであ

る。したがって,本篇が 1940年 代後半の,ア

メリカにおける地向斜に関する研究を取まとめて

紹介したものと考えて頂きたい。 もちろん,そ の

後の 20年間に著しい進歩のあったことは当然で

あ り,プレートテクトニックスの理論 も無縁ではない。

地向斜の形成 と構造発達史についての最近の考

え方は,朝倉書店版 “地史学 "(上巻 )の ,第 1

章総論 §7。 堆積史 と構造発達史の研究 (松本達

郎執筆 )を 参照されるとよいと思 う。また地向斜

を含めた地殻変動については,岩生周一・木村敏

雄著 “一般地質学 "(朝倉書店 )の第Ⅷ章に詳し

く解説されている。

訳語について

本篇にでて くる地質学用語について一言す る。

術語には殆んど訳語を与えたが,ま だ完全に邦訳

として固っていない ものが多い。例えば,cra―

tcDn)は , 岡J塊 とかクラ トンと書かれた本が多い

が, ここでは安定地塊 とした。 depOsition
と sedimentatiOnと の区別は仲々難しい所

であるが,前者 を沈積作用 とし,後者を堆積作用

とした。Kayの い つhedreocrato11の 訳に

は全 くお手あげであった。長崎大学の外人教師に

も,こ の “hedreo"の意味をたづねたが,結
局分 らなかった。また,蛇足であるが,Unit ed
Statesを 合衆国 としないで,合州国としたの

は,単に筆者の好みであることをつけ加えてお く。
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1世紀ほど前,ニ ューヨーク州立博物館のJaIIl―

es Hallは ,ア パラチア山脈の古生層が,

30,000フ ィー トをこす層厚をもつ堆積物の集積

であるのにかかわらず,浅海に堆積 したことを確

認した。彼は,ア パラチア地域が,沈積作用の継

続中に も浅海の状態を保つために,堆積物が集積

すると同じ割合で沈降していたと推論した。

Hallは ,堆積物が東部の櫂曲地帯で最 も厚 く,

ミシシッピー谷においてはその厚 さの一片にまで

薄 くなっていると指摘 した。彼は,東部地域にお

ける沈降は,集積 した堆積物の重量で生じ,そ れ

が自動的にアパラチアの櫂曲運動を生 じたと結論

した。

他方では,エ ール大学の JЭ D.Danaは ,地

殻の同時的沈降が厚い堆積物の集積の原因であ り,

アパラチア山脈は後の事件 として堆積作用に引継

いて起きたと主張した。

Danaは , 1873年 にっ山脈の起原 と地球内

部の本性に関する古典的な論文を出版した。彼は

“地向斜性 "(geOsynclinal)を , “長 く

継続する沈降 "と 定義 し,次のように述べた。

「 これ らの例は,山塊や山脈の大 きな階級の

特徴を示している。地向斜性が沈降作用を伴な

い,櫂曲や固結作用の変動に終 るとい うのが基

本的な段階であるが,変成作用や火成岩の貫入

は付帯的な結果である。 この作用は,た とえよ

り広範囲の将来の変動や浸食に対しては安定で

ないとしても,山 塊における最終的な安定性を

生じ,大陸の安定地塊への併合となる。」

Danaの 言葉はその当時の味をもっている。そ

して,彼の地向斜性沈積作用,そ の後の櫂曲作用 ,

格曲地塊の安定性の増進の基本的な概念は,今 日

も変 られずに残 っている。

堆積作用の地質構造的骨組  (Tectonic

Framework of Sedimentation)は ,

堆積物の起原地域と沈積地域における,沈降・ 安

定 。上昇の構造要素の組合せと定義される。地質

構造 (tectonics辻 い う言葉は,一般に地殻

運動 と岩石構造を示す。 ここで用いる意味の造構

造運動 (tectonism)は ,堆積作用の大輪廻の

継続中か,ま たそれ らの間における,地殻のある

要素の構造的行動である。それ らの要素の結合,

相対的な地理的分布,各々の造構造運動の程度が,

すべて沈積する堆積物の性質や厚 さの調節の役割

の一部を演じている。

堆積環境は,よ り大きな地質構造的骨組内の堆

積物の分布の詳細な形を生ずる。造構造運動 と環

境との相互作用は,広い骨組的要素と特別な堆積

過程との間の平衡状態である。層位学的解析には,

堆積岩の歴史の復元において,造構造運動の考え

を入れなくてはならない。

Barre■ ■の堆積作用と沈降の概念

Hallが ,地向斜内における沈降が堆積作用を

伴 うことを認めたのにかかわ らず, Barrell

(1917)は , この概念をすべての堆積作用に

広げていった。 Barrellは 浸食と沈積の臨界

面は,陸上では川の氾濫面,ま た海では波や海流

の底面によってあらわせ られる基準面 (base

level)で あるとい う原理を立てた。B arrell

は “base level"と いう術語を自然地理学

者の間で一般的に用い られているよりも, もっと

広い意味で用いた。彼は基準面を,そ の面に対し

て外力が働き,そ こでは浸食も沈積 も行なわれな

い ものであると規定 した。したが って,そ れは平

衡状態にある表面である。

この観点では,浸食 も沈積 も基準面の変化によ

って起る。基準面以下のくばみは,堆積物がその

面に達するまで集積することを許すし,臨界面よ

り上の高まりは,浸食や下亥1を 生ずる。 B arrell

は,堆積速度は砕暦物の供給の速度によるよりも,

むしろ沈積面の沈降速度によって支配されている

ことを強調した。

もしも沈降が遅ければ,基準面の水準までに沈

論序
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積面をもってくるのに必要な余分な砕暦物はより

遠 くに運ばれ,臨界面よりも低い地域に来た時に

のみ堆積が行なわれる。 もし沈降 と供給速度が等

しければ,平衡状態は基準面に本質的に一致する

沈積面に生ずる結果 となる。

Barrellは ,沈降は不連続であ り,多 くの

動揺によって中断されるために,よ り前の沈水の

際に堆積 した物質の一部か全部が移動することを

力説した。 この様な動揺は,層序内において,こ

れに対応する数だけの非整合 (discoFlfOr mity)

やダィァステム (diastem)を生ずる。重要な

点は,層序断面における堆積物は,全過程に要 し

た時間のほんの一部しか表現していないとい うこ

とである。

不連続的な沈降についての推論は,たいていの

露頭で観察される数多 くの堆積の中絶 (hiatus)

に基づ くことが多い。数千 もの油井か ら集められ

た地下の資料で知 られるように,多 くの hiatus

が地層が厚 くなるに従い失われ,層序間隙として

の意義が少なくなることが明らかになってきた。

これ らの観察は,整合的な層序の連続が見出され

る場所においては,沈降が堆積作用中継続 されて

いたという概念を可能にするものである。

最近の油井の コアー試料・電気検層・詳細な化

石研究によって得 られる莫大な実際の資料は,堆

積条件が広い範囲に生 じたことを明 らかにしてい

る。薄層の堆積物が正常に集積する安定した大陸

では,動揺は無数の hiatusに よって示されて

いる。イリノイや ミシガン盆地のような堆積盆地

においては,わずかの層序間隙 しか もたない厚い

堆積物は,連続的な堆積作用を意味 し,従 って,

連続的な沈降の存在 を考えさせ る。

これ らの新しい資料は,Barrellの 基本法

則,すなわち沈降には不連続か ら連続までの幅を

もつため,い くらかの修正をつけ加えることにな

るが,堆積作用は沈降に支配されるという概念を

支持するものである。

造構造運動の程度 (degFee Of tectonism)

や構造的強度 (tectonic intensity)

とい う術語は,構造的要素の沈降や隆起に等しく

適用される。堆積物は主として沈降する場所に保

存されるのであるか ら,沈降速度 (rate of

subsidence)と い う術語は,そ れが堆積地

域に適用される際には,本質的に造構運動 と同意

義的に使用されるだろう。

主な堆積輪廻の間で中断されることもある堆積

速度や規模は,あ る部分は構造的骨組における主

な要素の行動に支配されている。地向斜において

は,沈降速度は大か ら小までの範囲にあ り,あ る

時には多 くの中絶をともない,他では完全に欠い

ている。沈降速度はより安定な地域においてはき

わめて遅 く,無数の動揺による沈積の中絶は,層

序における間隙を発達 させるのにきわめて有効で

ある。

造陸運動と造山運動

沈降速度が沈積地域において変化すると同じよ

うに,供給地域は上昇や正の運動の変化する割合

について問題 となる。広い範囲の上昇や沈降をも

た らす比較的ゆっくりした僅かな地殻変動は造陸

運動的 (epirogenic)で あ り,断層や櫂曲

を起す もっと激烈な地殻変動は造山運動的

(OFOgenic)で ある。

造陸運動 と造山運動は,堆積作用に及ぼす影響

について明らかに異なった効果を示す。低平な陸

地のゆっくりした沈水は,浅い海の侵入の下では

広 く拡がった推積層を生 じ,一般に基底には石英

質砂岩を含んでいる。供給源地域において強烈な

隆起があ り, これにともなって沈積地域に著 しい

沈降があると, グレイワッケ (grayWacke).

やアルコーズ (arkose)に 富んだ,厚 く,しか

も楔状に重な り合 う砕暦性岩層の急激な集積作用

が行なわれる。

一般に,大陸内部の堆積作用が行なわれる期間

の造構造運動は造陸運動であ り,正の地域のおと

なしい上昇 と,負の地域のおとなしい沈降をもち,

ヽ
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中性地域では本質的に安定である。 これに対 し,

主な地向斜においては,造構造運動は地向斜がゆ

っくり沈むか急速に沈むかによって,造陸運動的

であった り,造 山運動的であった りするだろう。

同様に,地向斜にともな う供給源地域の正の運動

は,中 位か ら強烈な隆起までの幅をもつだろう。

地向斜論の発展

地質構造的な骨組の最 も顕著な特質は,櫂 曲し

た地向斜であ り,詳細に研究された最初の要素で

あった。Hallの地向斜論は,Danaに よって再

現され拡大され, アメリカにおいて広 く承認を受

け,そ の概念はやがてヨーロッパ人の考えに取入

れ られた。 19世紀の終 りまで, アパラチア地向

斜は,ア メリカにおいて地向斜の標式的な もの と

して認められていた。この時の地向斜は,大陸の

縁にそって沈降する直線的な地帯であり,正の縁

辺陸地によって大洋盆か ら分離され,堆積物はそ

の縁辺陸地より供給されるように描かれていた。

地向斜 としての活動の終末には,櫂曲されてアパ

ラチア山脈になった。

1900年 に,フ ランスのHaugは ,地向斜が

堅固な大陸塊の間の動 きやすいベル ト地帯と定義

することによって, この古典的な概念か ら別れた。

彼は,大 きな大洋の くばみ (例えば東インド海溝

や日本海溝 )を 地向斜に含めた。この状態を前面

深海底 (foredeep)と よび,そ れ らの深海堆

積物が代表的な地向斜堆積物であると,彼は考え

た。

Haugの 概念は, 一留6は 1897年 α)B er tralld

によるものであるが,彼のユーラシア山脈の研究

で,そ れ らがスペインか らヒマラヤまで続いてい

る大 きな地向斜的ベル トとの関係づけたことに影

響されている。 1912年 , ドイツのDeecke

は,地中海―アルプス地域は,石炭紀以降,弧状

列島 0浅海・深海盆・海溝などで満たされた,非

常に変動しやすい地帯であったことを指摘した。

堆積物はすべて半深海成ではなく,反対に,浅海

成の沈積作用の明らかな証拠を示す豊富な砕暦物

や,い くらかの石灰岩である。

アメリカにおいては,ア パラチア地向斜は標式

的な顕著な ものとされていたが, コルジレランや

フランクリニアンなどのような他の古生代地向斜

が,大陸の縁に近い位置や,隣接する縁辺陸地を

ともなうといった類似した特性が見出されてきた。

主要な地向斜が大陸における他の要素に対する関

係が識別され,定義された。この発展の先導者は

Schuchertで あ り, 1923年 にゴヒアメリカ

地向斜に関する確定的な論文を出版した。

Schuchertによる地向斜の分類

Schuchertは ,Haugの 定義が特別な場合

として含まれてい る地向斜の分類を確立した。そ

の分類は,正 と中立的要素 も含め,地向斜 と共に

地質構造の骨組より構成される。 11… 1表にそ

の分類を要約する。

アパラチア山脈によって示されるような単地向

斜 (mOnOgeOsyncline)は 標式的な例であ

る。古生代 コルジレラ地向斜で示 される複地向斜

(polygeOsyncline)は ,単地向斜が中央

部の地脊斜の隆起によ り沈降地帯を分離し, 2つ

の平行した単地向斜を生ずるものである。中地向

斜 (mesOgeOsyncline)と 側地向斜

(parageOsyncline)は ,Haugの地中海

的な場合や,日本海溝のような前面深海底

(foredeep)を 含む。湾入 (emb a yIIIle n t)

は,地向斜の本体か ら枝分れして延びた比較的小

さな場所である。

地向斜的堆積作用が行なわれる間の同時的沈降

の概念は, Schuchertの 分類ではっきり述べ

られた部分である。補足的な正の要素は地脊斜

(geanticline)で あ り, 3つのクラスが認

められている。最 も活動的な正の要素は,沈降し

つつある地向斜地帯に砕暦物を供給する縁辺陸地

である。ょり小さな活動は地向斜内の地脊斜

(intrageOsynclinal geanticline)

に

-27-



である。これは先祖的なロッキー山脈のように,

地向斜地帯から上昇したもので, どちらか一方に

海を残 しなが ら地向斜が上昇した ものと考えられ

ている。最 も小さい活動の地脊斜は, シンシナチ

弧のよ うな,中核地域上の低 く局所的な場所であ

る。

11-1表  Schuchertに よる地質構造的要

素の分類

MONOGEOSYNCLINES 単地向斜

直線状,深 く沈降,浅海。

大陸の縁において縁辺陸地にそって存在する。

例 :ア パラチア地向斜

POLYGEOSYNCLINES 複地向斜

広 く,直線状,浅海。

地脊斜 と平行する単地向斜を生ずる.

例 :最初のコル ジレラ地向斜

MESOGEOSYNCLINES 中地向斜

大陸間の細長い大洋。

深海,非常に変動的,複雑な発達史 .

all:地中海

PARAGEOSYNCLINES 側地向斜

大陸に接近して横たわる。

深 く沈降,短命 .

例 :日 本海

動配:AYMENTS 湾入

大陸内部を横切 って延びる.

深 くない沈降,短命。

bll:ソ ノラン湾入

BORDERLANDS 縁辺陸地

大陸の縁にそった非常に可動的地脊斜 .

all:ア パラチア

GEANTICLINES 地脊斜

地向斜に関係する正の地域,またはそれ らよ り

上昇 .

例 :コ ルジレラン山間地脊斜

NUCLEAR AREA中 核地域

大陸中央の中立部 .

Schuchertの Jヒ アメリカ古生代の骨組

11-1図 は, Schuchertに よって擢iかれ

た,古生代における北 アメリカの主要な地質構造

的要素を示す。 3つの代表的な地向斜が示 されて

いる。コルジレラ地向斜 (Cordilleran
GeOsyncline)は,大陸の西端にそって存在

し,フ ランクリン地向斜 (Fr anklinian

Geosyncline)は北端にそって横たわ り,ア

パラチア地向斜 (Appalachian GeOsyn―

cline)は 東縁に平行に存在 している。

これ らの地向斜を伴っている縁辺陸地には,西

にカスケージア (Cascadia),北 にパー リア

(Pearya),東 にアパラチア (Appa lachia)

がある。縁辺陸地は,同時期の地向斜において,

沈積する堆積物の源泉的な地域であると考えられ

る。

ソノラン湾入 (SonOran Embayment)

は,コ ルジレラ地向斜の南部か ら東方に広が り,

オウアチタ湾入 (Ouachita Embayment)
は, アパラチア地向斜の南部から西方に広がって

いた。 これ らの湾入は,主要な地向斜の方向を横

ぎって,ゆ るやかに沈降していた。

大陸の広い中央の中核部は,コ ルジレラ地向斜

のす ぐ東に横たわるサイオウクス (Siouxia)
と,北アメリカ北半の大部分を占めるカナダ盾状

地 (Canadian Shield)と に区分される。

アメリカ合州国北部の中央においては,ォザーク

ドーム (Ozark DOme),シ ンシナチ弧や,そ

の他地図には示 されていないい くつかの小さな地

脊斜がある。

Schuchertに よれば, ゴヒアメリカの中核部

は全体 として,周期的に数百フィー トの上下運動

を繰返しなが ら,原生代以来,続けてほんの僅か

だけ海水準よりも上にあふれたが,露頭の資料が

示す限 りでは,古生代の堆積物が 1マ イルの深さ

に集積した所はない。 これは,地向斜における古

生代の堆積物が, 5～ 6マ イルの厚 さをもつの と,

著しい対照をなす。
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11-l PaleOzoic tectonic framewOrk of North America.(After Schuch‐
ert,GθθJe Sοce Aれ。,Bulle,1923.)

11-1図  Schuchertに よる北アメリカの古生代地質構造図
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古生代の地質構造的骨組は,こ の時代に形成 さ

れた堆積物の分布を制約している。広い意味にお

いては,北 アメリカの連続 した古生代の海進は,

地向斜や湾入への海の侵入で始まったといえる。

こうした構造的に負の地域か ら外側に海が広が り,

中核地域の中央部の全部か一部をおおった。

古生代の海進の順序は, これ らの記述が適用さ

れる程簡単な ものではなく,多 くの例外が起 きた。

Schuchertが指摘しているように,下部と中

部オル ドビス紀においては,北極海はカナダ盾状

地の西部か ら合州国にかけて南にまで広がってい

た。 この時期の大部分の間,ア パラチア地向斜は

充分に沈降しなか った。

このような例外か ら,海水準と地質構造的要素

との関係は,必ずしも同じものではないとい うこ

とが明 らかであろう。ある時は,地向斜は中核地

域よりも低かったが,別 の時には,そ の逆が起っ

たようだ。しかしなが ら,全体 として,浅海は中

核地域の中央部を横切るよりは,よ り普通にはそ

の周 りを流れた。海がその上に侵入する時は,オ

ザーク ドームのような低い地脊斜によってしばし

ばそらされた。他の海進では, ミシシッピー紀に

おけるように,こ れ らの場所 さえも完全に沈水し

た。

縁海は沈降の主な輪廻の間にはD中 核地域や地

向斜の一部か ら空にされたと考えられている。大

陸地塊の随伴的な上昇は,連続期間の岩石の間に,

非整合や小さな傾斜不整合を発達させた。時期に

よって異なる海水の撤退や地盤の撓曲の程度は,

異なった規模の時間的問隙 (hiatus)を発達 さ

せる。

詳しくは,地向斜の一生における事件の順序は

きわめて複雑である。 Schuchertに よれば,

アパラチア地向斜は,初期のカンブリア紀におい

て,バ ージエアの南で存在 し,下 部カンブリア紀

の終 りにはアラバマか らラブラドルに広がった。

地向斜の北半部 (サ ンロウレンス海溝 )は ,後期

デボン紀の造山運動において除かれた。地向斜全

体はペンシルバニア紀の始まりに櫂曲して山脈 と

なり,初期二畳紀に絶頂に達した。

地向斜理論のその後の発展

地質構造的骨組の理解における進歩は,大ざっ

ばにいって,地向斜 とそれに関係する大陸の他の

部分と,大洋の海盆 との理解による所が多い。地

向斜の研究は,Glaessnerと Teichert

(1947)が 指摘した通 り, 3つの総括的な方

法に従っている。

岩相的 (LithOgenetic)ア プローチは,

地向斜を埋めた堆積岩の研究を含み,そ の後の構

造発達史については比較的注意を払わない。造山

運動的 (OrOgenetic)ア プローチは,地向斜

の造山運動の発達史に関するもので,堆積物の埋

積は考慮しない .地質構造的 (ge Ote ctonic)

アプローチは,地向斜の構造的行動を,他の地殻

の単元 との関係において考察するものである。

これ らの別個のアプローチの結果として,術語

としての地向斜の定義が年 とともに変化してきた。

Schuchertも この傾向を認め,Dan励 一ゞ部

用いたように,語句の意味が拡大解釈され ること

を承認した。

術語の地向斜を, “より大 きく長 く継続する下

方へ撓曲する岩圏の一部分 "に適用するのは,

Schuchertに よる専用のように思われていた。

Glaessnerと Teicher tの 意見では,最初

のHall一Danaの 概念は,後の発展や解釈の大

部分を包括するだけの充分な見識の広さと,充分

に深い基盤をもっている。

地向斜 と造構造理論の,過去 20年間における

重要な発展は,大洋底,弧状列島,そ の他の地殻

上の特質の研究に,地球物理学的方法を適用して

進んだ。また,一部の新しい発展は石油探査の空

前の発展による,直接的・間接的に生み出された

地下の地質的・地球物理的データの大 きな拡大に

より生 じた。地下や露頭のデータか らえられた地

域的層序の研究は,知識の増加にさらに貢献を加

ヽ
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えてきた。地下のデータは,浸食面が露頭地帯を    Kayの 地質構造的要素の分類

つ くる堆積岩の,以前には接することができなかっ   Kay(1944, 1947)は ,地向斜の主

た埋れた岩体の平面的な拡が り・層厚 。構造・ 岩  要な分類において Stilleに従ったが,準地向

質を明らかにした。地球物理学的データは,弧状  斜を拡大し,安定地塊の中の沈降地域の種々の型

列島にそって著しい重力異状の存在を証明し,地  式を識別した。K ayの分類は 11-2表 に示す。

向斜の方向の構造的解釈に対す る基礎を提供した。

新しいデータから,数多 くの新 しい法則や概念  11-2表  Kayに よる地質構造的要素の分類

ゝ     が出現したし,地向斜の分類の再検討をするAll戦  ORTHOGEOSYNCLINES 正地向斜

となった。 Stille(1936)は ,地向斜と   直線的,深 く沈降,浅～深海。

いう術語を,長期間にわたって沈降するいかなる   安定地塊の間に位置する。

地域をも含めるという拡大解釈をした先導者であ   a Eugeosyncline主 地向斜

る。彼は,地向斜が海成層を含むか,陸成層を含     活動的に沈下,火山岩類を伴う。

むか ということで,地向斜に制限を加えなか った   b MiOgeosyncline 副地向斜

し,堆積物が後に櫂曲してもしなくとも,そ れは     活動が小 さい,火 山活動なし。

付随的な ものであるとした。           PARAGEOSYNCLINES 準地向斜

S tilleは ,地向斜が大陸間の変動帯であると    _般 に卵形,沈降活動は小さい,正地向斜 よ

するHaugに よって提唱された概念を拡大した。    り短命。

S tilleは ,主な大陸塊や大洋底のより安定 した    安定地塊の中に位置する,ま たは安定地塊に

部分を,安定地塊 (Craton)と 定義し,彼の    隣接する。

地向斜を安定地塊 との関係において組合せた。     a ExOgeosyncline 外地向斜

Sti lleに よって設定された分類には,安定地     正地向斜より舌状に延びる。

塊の間の堆積作用が行なわれる変動性沈降地帯で     砕屑物は主 として正地向斜より獲得す る。

ある正地向斜 (Or thoge Osyncline)と ,     例 三ベル ト地向斜

安定地塊内部の沈降地域である準地向斜 (Para   b Autogeosyncline自 地向斜

一geosyncline)と を含んでいる。S t ille     安定地塊内の隔離 された地域。

「     の用いた術語の
“Parageosyncline"(準      砕屑物は遠い安定地塊の源より獲得する。

地向斜 )は , S chuchertが より早 く使用 した     例 :ミ ンガン盆地

言葉 (側地向斜 )と は 異なった感覚のものである。   c zeugogeOsyncline ttL向 斜

stilleの準地向斜は,準地向斜と正地向斜 と     安定地塊における補足的隆起に接する沈降

L_    
の間にはさまれた安定地塊の ものと比べては,比     地域。

較的厚い堆積物を受入れる。
砕屑物は主として上昇部より得る。

正地向斜は主地向斜 (eugeosyncline)    
例 :ペ ンシルバニア紀のデンバー盆地地域。

と,副地向斜 (miogeosyncline)と に区

別される。主地向斜は,よ り変動的な構造帯であ

り,火山岩類が堆積物に伴 う。副地向斜は,比較

的活動が小さく,同時的な火山活動を伴わない。

|
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外 (エ クゾ )地向斜は,正地向斜的地帯 と安定

地塊 との間の漸移部である。それは安定地塊の中

に延びるが,多量の堆積物は正地向斜の供給源か

ら受ける。最 もよく知 られた例は,ア パラチア山

脈のチェムングーキャツキル (上部デボン紀 )三

角洲|で ある。

自 (オ ー ト)地向斜は,安定地塊の内部の隔離

された堆積地域であり,周囲よ りも厚い堆積物を

集積 し,そ の砕暦物は遠 く離れ た安定地塊の供給

源より受入れる。

接 (ジ ュゴ )地向斜 もまた安定地塊の内部にあ

るが,堆積物は安定地塊の中の補足的な上昇部よ

り受ける。コロラ ドのデンバー盆地.地域が,先祖

的なロッキー山脈の補足的上昇部に接する盆地の

好例である。

Kayに よる後続する周期の地向斜の分類は,

断層で縁 どられた盆地や,造 山帯における櫂曲の

後に発達する他の特徴が含まれてい る。これ らの

特別の区分の詳細については,Kayの 出版物に

よって知 ることができよう。

Kayに よる北アメリカの吉生代の骨組

11-2図 は, Kayに よるJLア メリカにおけ

る古生代堆積作用に対する地質構造的骨組の概念

を示す。主な地向斜 (ア パラチアとコルジレラ )

は,火山活動が堆積作用に伴 っている外倶1の主地

向斜地帯 と,火山物質の供給のない内倶1の 副地向

斜地帯 とに分けられている。

アメリカ合州国南部のラノリア地向斜 (Lla~

norian Geosyncline)は ,現在自亜紀層

に被覆され,そ の上完全な地下のデータに欠ける

ため,わずか一部を限定するにすぎない。 しかし

なが ら,図 に示すように,副地向斜地帯は南アー

カンサスや中央・西テキサスを横切 つて延びてい

る。多分,こ れに対応する主地向創地帯は,副地

向斜 よリメキシコ湾寄 りに存在するのだろう。

大陸的安定地塊 (Kayに よってヘ ドレオクラ

トンhedreocratonと よばれる )の内部には,

安定地塊内地向斜 (intracratonic geo一

syncline)や補足的な正の地域があって,

古生代のある時期には活動的であった。それ らは,

この地図には示されていない。 しかしながら, ミ

シガン, イリノイ, フォレス トシティの各盆地を

含む多 くの安定地塊内地向斜が,古生代において

活動的であった。正の地域には,シ ンシナチ弧,

ォザーク上昇部,ネ マハ峰などが含まれる。 ミシ

ガン盆地は,そ の活動が盛んな頃は,自 地向斜 と

して動いたが,一方 イリノイやフォレス トシティ

盆地は,あ る時期には接地向斜であった。

Kayの 地殻構造的骨組を Schuchertの も

のと比較すると,ア パ ラチアとコルジレラ地向斜

と,大陸の中央部のより中正の地域よりなる主な

地質構造要素の配置においては,一般的な類似性

をあらわしてい る。 ラノリア地向斜は もっと的確

に位置づけているが,そ のアパラチア地向斜に対

する関係は不明である。 Bar ton(1945)

は,ラ ノリア地向斜の地図を示している。

二 つの骨組の間に見 られるもっとも著 しい相異

は,Kayの 地図に縁辺陸地が欠けていることで

ある。 これ らの仮設的陸塊は,大陸の存在をほの

めかすように,地向斜堆積物が大洋側に向けて粗

さを増すことによって推論されている。古いアパ

ラチアの存在の証拠は,山麓 (piedmOnt)の

古い変成岩の中にあると考えられた。これ らの岩

石の多 くは,古生代を示すと考えられ,ア パラチ

アがより東に移動する必要とされた。 このような

陸塊の現在の欠除は,大陸の縁の一部の沈水を証

明す るものである。

Kayと Schucher tの概念の第 2の異なる

点は,大陸の中央部の地質構造的挙動にある。比

較的安定で堅固なのに,安定地塊は独自の局所的

な沈降や上昇を見せる。 もっとも,そ の度合は一

般的に正地向斜におけるよりも弱い。これ らの相

対的な運動は,安定地塊内地向斜においては,安

定地塊のゆっくり沈降する部分よりも,著しく厚

い堆積物を形成するようになる。

げ
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古い縁辺陸地の古典的概念の改変や抹殺は,他

の研究者か らも受け容れ られている。 1947年 9

Eardleyは 古生代のコルジレラ地向斜の構造

的や層位的意味の再検討を行なった。彼は,地 向

斜堆積物における堆積物 と火山岩類 との共存を,

火山列島弧が現在の太平洋岸にそうか,あ るいは

そのい くらか西方に明らかに存在すると仮定する

ことによって,理論的に説明できることを示 した。

Eardleyの 火山弧は,本質的にKayの 西部

の主地向斜と同じ位置を占めている。 Eardley

によ り改作 された 11-3図 は,古生代における

地向斜的関係を示す。地質構造的細分は,Ё ard―

ley の概念とKayの 命名との関係を示すため

に加 えられた。

King(1950)は ,合州国南東部の地質構

造 を再検討し,少なくとも直観的に提案されたア

パラチアの実存に疑間を表明した。彼は,砕暦性

堆積物は地向斜の内部において上昇した櫂曲山脈

か ら出てきたと結論した。 これ らの山脈は基盤岩

の岩石ではな く,古生代の間に変形した り変成し

た,内部地向斜の物質により構成 されている。 こ

の地向斜の内帯は,Kayの 命名の主地向斜をあ

らわしている。

Kingは また,主 なアパラチア地向斜地帯 とオ

ウアチア山脈 との間の関係について考察した。彼

は試みに,ア パラチア系夕」の準地向斜と主地向斜

の地帯を,ア ラバマとミシシッピーにおいて北西

方に曲げ9現在の構造的関係は,準地向斜地帯の

上に主地向斜地帯が部分的に衝上 して生 じた もの

と結論した。

古典的な縁辺陸地に代わる弧状夕1島やそれに関

係する地質構造的特質の今日の概念は,弧状列島

の組織が地質構造的に不安定 さを示 し,ま た他の

特徴 も古い地向斜の詳細な研究か ら推論されたも

のとは異なることを示すような,地球物理学的観

察か ら生れている。

ヽ

ヽ

11_3 Diagrammatic scction of the Cordilleran geosyllcline。 (RIOdincd
and generalized from Eal・ dle〉ア

,Jο trr.Gθ OJ。 ,1947,、 'ith ternlin01ogy

by the allthOrs。 )The sedilnents are shoヽ vn dillgrarnnlaticall〉 ア,and
not to scale,tO illustrate tl・ lc association of volcanics(black)ヽ Vitll

dolninantly clastic sedilnellts of the eugeosyncline, as、 vell as tl〕 c

relations()f thc eugeosyllcline tO the rrliogeosyncline and sllclf.

11-3図  Ea飽 leyに よるコルジレラ地向斜の断面図
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