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平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震により亡くなられた方々に深く哀悼の意を

表します。また、被災された方々には心からお見舞い申し上げます。

平成 23 年度は震災の影響で大変な年でした。産総研つくばセンターも大きな被害を受けましたが

災害対策中央本部を中心に、電気・水道・インターネットなどのライフライン、研究室・研究実験室

や研究設備の復旧に取り組みつつ、研究再構築を進めて来ました。

本報告は「沿岸域の地質・活断層調査」の平成 23 年度の研究活動を記録し、紹介するものです。

震災後の厳しい環境の下で、職員一同、研究再開に向けて努力してきました。震災の影響で調査研究

計画の変更もいたしました。ご高覧いただき、活動内容や成果についてご理解いただくとともに、忌

憚の無いご意見を賜りますようお願いいたします。

本報告には、11 件の研究成果の報告が収められています。東日本大震災に関連する成果としては、

「2011 年東北地方太平洋沖地震の津波に関する緊急調査」、「三陸沖海底堆積物最表層に認められた

地震／津波イベント堆積物」が報告されています。また、「海溝型地震履歴解明の研究」は、海溝沿

いのプレート境界で起こる超巨大地震の痕跡についての報告です。石狩低地沿岸域の調査研究では、

石狩低東縁断層帯の反射法地震探査、苫小牧付近の反射法データの再解析、苫小牧沖の重力データ編

集、苫小牧付近のボーリング調査、石狩平野等の地下水調査があります。その他に、関東平野の地盤

モデル、東北地方太平洋沖地震の余震を利用した地震波干渉法実験、大震災によって損傷を受けた海

域の反射断面データベースの復旧に関する報告もあります。

日本の沿岸域には人口が集中する平野が点在し、日本人の多くが生活の基盤を沿岸域に置いてい

ます。沿岸域は、豊かな自然の恵みと人々の居住空間をもたらす土地であるがゆえに、そこで起こる

地震や津波、液状化などの地質現象とそれによって引き起こされる災害は、国民の多くにとって脅威

となっています。沿岸域において、活断層や地盤の地質に関する、正確で精密な地質情報を整備する

ことは、安心・安全な生活を守る防災と、地盤の安全かつ効率的な利活用の見地から、非常に重要で

す。本報告をはじめ、沿岸域の地質・活断層の研究成果が、国民生活の安全と向上に寄与することを

切に願います。

緒 言

地質情報研究部門長　牧野雅彦
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1．はじめに

　2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地

震は，巨大な津波を伴い，東日本の太平洋沿岸地域に

甚大な被害をもたらした．この津波の実態とそれに伴

う現象について，現地で詳細に調査し，少しでも多く

の情報を得ることは，津波のメカニズムなどの解明に

役立つだけでなく，今後の防災に活かすためにも重要

である．これらの情報は，津波発生後なるべく早いう

ちに現地で調査しなければ，多くの重要な情報を示す

津波痕跡が，時間の経過とともに消失していくため，

迅速な行動が必要である．そのため，活断層・地震研

究センターの海溝型地震履歴研究チームを中心とした

調査チームは，地震発生の翌日から茨城県，千葉県沿

岸において津波高さ，浸水範囲，津波堆積物などの調

査を行った．一方で特に大きな被害を受けた宮城県や

福島県の沿岸は，人命救助優先の立場から，学界内の

取り決めですぐに現地には行かず，地震からおよそ 1

ヶ月後から調査を開始した．このほか北海道東部や青

森県の沿岸においても調査を行っている．調査地域は

第 1 図に示すとおりである．本稿では，それらの調

査結果について，津波高さ，津波浸水限界，津波堆積

物，打ち上げ貝類の項目に分け，それぞれ地域毎に報

告する．

2．津波の高さに関する調査

2.1　目的と背景

　2011 年東北地方太平洋沖地震の津波の高さを具体

的に把握することは，学術的な面だけでなく今後の防

災対策などにも重要なことである．一般的に，津波の

高さは建造物などの壁に残る浸水の痕跡（浸水線）や

海水で流されたゴミ（デブリ），および住民の証言な

どを基に測定することができる．しかしながらその痕

跡や記憶などは時が経つにつれ曖昧になるために，津

波来襲後できるだけ速やかに調査することが望まし

い．そこで本研究では，2011 年東北地方太平洋沖地

震津波の浸水高（津波来襲時の海面からの津波の高

さ），浸水深（地面からの津波の高さ），遡上高（浸水

高のうち，浸水深がゼロのもの），および浸水限界の

データ（千葉県九十九里浜沿岸のみ）を収集すること

を目的とし，地震直後に茨城県高萩市，日立市，ひた

ちなか市，大洗町，鹿嶋市，神栖市，および千葉県

九十九里浜沿岸において調査を行った．また地震から

約 1 ヶ月後に宮城県石巻・仙台平野において同様の

調査を行った．

＊…Correspondence
1 産業技術総合研究所 地質調査総合センター 活断層・地震研究センター（AIST, Geological Survey of Japn, Active Fault and Earthquake  

   Research Center）

2011 年東北地方太平洋沖地震の津波に関する緊急調査
Emergency survey of tsunami associated with 

the 2011 Off-Tohoku Earthquake

宍倉正展 1＊・藤原　治 1・澤井祐紀 1・行谷佑一 1・谷川晃一朗 1

Masanobu Shishikura1＊ , Osamu Fujiwara2, Yuki Sawai1, Yuichi Namegaya1

and Koichiro Tanigawa3

Abstract: The Pacific coast of Eastern Japan was attacked by giant tsunami associated with the 2011 Off-Tohoku earthquake. 
Obtaining information of the tsunami height and tsunami deposit is very important to understand various phenomena relating 
to the tsunami. Because the trace of tsunami would be removed immediately, we conducted emergency survey at the coast 
from Hokkaido to Chiba prefectures. This report contains the measuring results of tsunami height and inundation limit and 
observation results of tsunami deposit and thrown mollusks.

Keywords: 2011 Off-Tohoku earthquake, emergency survey, tsunami, tsunami height, inundation limit, tsunami deposit
キーワード：2011 年東北地方太平洋沖地震，緊急調査，津波，津波高さ，浸水限界，津波堆積物
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2.2　調査内容と結果

2.2.1　宮城県石巻平野沿岸

　宮城県の石巻平野では，2011 年 4 月から 6 月にか

けて，全 18 地点の津波高さの調査を行った（第 2 図

～第 5 図）．

　まず同平野東部に位置する渡波地区では，壁に残さ

れた浸水線の上端を根拠に，海岸線に直交する方向に

測線を設け浸水深を測定した（第 2 図）．この結果，

海岸付近で 5m 程度の浸水深を測定し，陸に向かうに

つれ徐々に低くなることを確認した．調査時間の都合

上，地盤の海面からの高さは測定できなかったため

海岸付近の 1 カ所を除き浸水深のみの測定となった．

この地域では家屋の壁が破壊されるなどの被害があ

り，浸水した家具などが家屋外に搬出されていた（第

3図）．住民によれば，満潮時になると地面が冠水する，

とのことであった．

　石巻平野西部の東松島市の矢本海岸（第 4 図）では，

砂浜にコンテナが打ち上がっていた（第 5 図）．これ

は津波の約二ヶ月後の写真であり，砂浜に埋もれてい

るのがわかる．この周辺では，海岸から 2km 以上内

陸の地点でも 1m 以上の浸水深であった．

第 1 図　…調査地域．…
赤く塗りつぶした範囲は 2011 年東北地方太平洋沖地震の破壊領域（Ozawa…et…al.,…2011）

Fig.1　……… Survey areas. 
Red colored area is rupture area of the 2011 Off-Tohoku earthquake after Ozawa et al. (2011)
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第 2 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（宮城県石巻市渡波地区）．…
数字および括弧内数字はそれぞれ津波来襲時の高さ（浸水高・遡上高）および地面からの高さ（浸水深）で
単位はメートル（以下第 37 図まで同様）．

Fig.2　…   Map showing where the 2011 tsunami heights were measured (Watanoha, Ishinomaki). 
Numerals with or without parenthesis are the measured tsunami heights above the ground level or sea 
level at the tsunami arrival, respectively.

第 3 図　渡波地区における被害の様子（2011 年 4 月 23 日撮影）．
Fig.3　… Damage in Watanoha (Apr. 23, 2011).
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第 4 図　2011 年の津波の高さを測定した地点（石巻平野西部）．
Fig.4　… Map showing where the 2011 tsunami heights were measured (western Ishinomaki).

第 5 図　…矢本海岸（第 4 図の浸水高 5.3…m 以上の津波が測定された地点）におけるコンテナが海浜に埋没した様子
（2011 年 6 月 5 日撮影）．

Fig.5 　 A buried container in Yamoto (Jun. 5, 2011)
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2.2.2　仙台平野沿岸

　仙台平野では，2011 年 4 月から 5 月にかけて，仙

台市若林区，名取市，亘理町，および山元町におけ

る全 41 地点の津波高さの調査を行った（第 6 図～第

15 図）．

　まず，仙台市若林区では，2 地点で浸水高と浸水深

を，5 地点で浸水深のみを測定した（第 6 図）．海岸

付近では 4m 近い浸水深を測定し，家屋は土台から上

が全て流されたものが散見されるなど，きわめて甚大

な被害であった．第 7 図は海岸から 1.5km 以上も内

陸の地点を写したものであり，人の背丈よりも高い浸

水深 2.1m の津波が襲った．

　名取市では仙台空港西側の 1 地点で浸水深を測定

した（第 8・9 図）．その値は 0.7m であるが，海岸か

らの距離は約 4.5km にも及ぶ．亘理町では海岸に直

交する方向に，全 26 地点の浸水高および浸水深を測

定した（第 10 図）．海岸付近では 7m を越す浸水深

を測定したほか，それより内陸部では海岸から 2.5km

程度まで 2m 程度の浸水深が続いた．この地域では地

面の標高が低く，一部の場所で浸水深と浸水高が同程

第６図　2011 年の津波の高さを測定した地点（仙台市若林区）．
Fig.6  　Map showing where the 2011 tsunami heights were measured (Wakabayashi, Sendai).

第 7 図　仙台市若林区（第 6 図の浸水深 2.1m の津波が測定された地点）における壁の浸水線（2011 年 4 月 22 日撮影）．
Fig.7  　Water marks in Wakabayashi (Apr. 22, 2011).
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度の値であった．第11図は海岸から5番目測定点（浸

水高 2.6m，浸水深 1.8m）における家屋の被害を写

した写真である．家屋が流失してはいないが，窓ガラ

スが津波で割られ，中の家財が外に流失していた．

　山元町では牛橋河口部付近で海岸に直交する方向

に 7 地点で浸水高および浸水深を測定し（第 12・13

図），同町南部の水神沼周辺では 1 地点で浸水高およ

び浸水深を測定した（第 14・15 図）．まず，牛橋河

口部付近では，浸水深が 3m 以上の地点が海岸から

1.5km 以上内陸まで分布していた（第 12 図）．第 13

図は陸側から 2 番目の測定点（浸水高 4.1m，浸水深

2.4m）での写真である．家屋の流失は免れたものの，

1 階部分はほぼ水没していた．その周辺にデブリが厚

く堆積していた．水神沼周辺（第 14 図）では，ほと

んど全ての家屋が破壊されており，家屋の浸水線の調

査は困難をきわめた．しかしながら，鉄塔は残されて

おり（第 15 図），鉄塔をのぼるはしごの下から 2 段

目が屈曲していた．この屈曲は津波による漂流物が衝

突した際にできたものと推察される．

第 8 図　2011 年の津波の高さを測定した地点（名取市）．
Fig.8  　Map showing where the 2011 tsunami heights were measured (Natori).

第 9 図　名取市（第 8 図の浸水深 0.7…m の津波が測定された地点）における壁の浸水線（2011 年 4 月 10 日撮影）．
Fig.9  　Water marks in Natori (Apr. 10, 2011).
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第 10 図　2011 年の津波の高さを測定した地点（亘理町）．
Fig.10  　Map showing where the 2011 tsunami heights were measured (Watari).

第 11 図　亘理町（第 10 図の海岸から 5 番目の測定点）における家屋の被害（2011 年 5 月 4 日撮影）．
Fig.11  　Damage in Watari (May 4, 2011).
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第 12 図　2011 年の津波の高さを測定した地点（山元町）．
Fig.12  　Map showing where the 2011 tsunami heights were measured (Yamamoto).

第 13 図　山元町（第 12 図の陸側から 2 番目の測定点周辺）における家屋の被害（2011 年 5 月 3 日撮影）．
Fig.13  　Damage in Yamamoto (May 3, 2011).
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2.2.3　茨城県沿岸

　茨城県沿岸では，2011 年 3 月 12 日から 14 日に

かけて，高萩市，日立市，ひたちなか市，大洗町，鹿

嶋市，および神栖市について調査を行った．

　まず高萩市（第 16 図）では市南部の海岸で津波が

防波堤を越えた形跡が見つかった．少なくとも防波堤

の高さ以上の津波が来襲したことからその高さを測定

して浸水高は 5.4m 以上と測定された．

　日立市北部の十王地区（第 16 図）では，道路に砂

が堆積していた（第 17 図）．砂は津波により運ばれ，

少なくとも砂の分布限界まで津波が来襲したと考え

て，遡上高は 2.4m と測定された．

　日立市中部の久慈地区（第 18 図）では，3 地点で

浸水高および浸水深を，1 地点で遡上高を測定した．

たとえば，第 19 図は浸水高 2.5m を測定した地点の

写真であり，地面から 1.3m のところまで浸水して浸

水線が残されているのがわかる．この周辺では，床上

浸水による被害が大きかった．

第 14 図　2011 年の津波の高さを測定した地点（山元町水神沼周辺）．
Fig.14  　Map showing where the 2011 tsunami heights were measured (southern Yamamoto).

第 15 図　…山元町南部の鉄塔（第 14 図の 6.9m の浸水高を測定した地点）．…
鉄塔のはしご（下から 2 段目）が津波により屈曲していた（2011 年 4 月 9 日撮影）．

Fig.15  　Damage in southern Yamamoto (Apr. 9, 2011).
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　ひたちなか市那珂湊（第 20 図）では，3 地点で浸

水高および浸水深を，1 地点で遡上高を測定した．浸

水高はいずれも 3m 程度の値であり，浸水深は 1m 程

度であった．港湾の岸壁に近い所における被害の様子

が第 21 図である．津波により車が押し上げられてお

り，家屋には床上浸水した形跡があった．

　大洗町の大洗港（第 22 図）では，壁に残る浸水線

を根拠として，3 地点における浸水高（4.1 ～ 4.5m）

を測定した．浸水深は 1.0 ～ 1.5m に及び，測定点近

くの大洗マリーナでは床上浸水の被害を受け，商品も

海水が付着していた．第 23 図は浸水高 4.1m の測定

点における写真であり，鉄柱に浸水線が残されていて，

その地面からの高さは 1.0m であった．この地点に限

らず，周辺においても第 23 図のように地面に砂が残

第 16 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（茨城県
高萩市および日立市）．

Fig.16  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Takahagi and northern 
Hitachi).

第 17 図　…日立市（第 16 図の遡上高 2.4m を測定した地点）における，
津波により砂が運ばれた様子（2011 年 3 月 14 日撮影）．…
写真奥が海側，手前が陸側を表す．

Fig.17  　Driven sand in northern Hitachi (Mar. 14, 2011).

第 18 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（日立市
久慈）．

Fig.18  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Hitachi).

第 19 図　…日立市久慈（第 18 図の浸水高 2.5…m を測定した地点）の様子．…
自動販売機や壁に浸水線が残されていた（2011 年 3 月 14 日
撮影）．

Fig.19  　Water marks in Hitachi (Mar. 14, 2011).
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されていた．

　鹿嶋市および神栖市にわたる鹿島港北港（第 24

図）では，5 地点の浸水深を測定し，その値は 0.3 ～

1.8m に及んだ．浸水深 1.6m を測定した地点周辺（第

25 図）では，多くのコンテナが散乱しており，津波

によって運ばれたと考えられる．

　神栖市日川浜（第 26 図）では，海岸沿いの砂丘よ

り陸側に位置する壁に浸水線が残されており，浸水深

は 1.2m であった．同市須田浜（第 27 図）では，海

岸沿いの砂丘を越えた形跡が砂面に残されており，浸

水高は 10.5m 以上と測定された．

第 20 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（ひたち
なか市那珂湊）．

Fig.20  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Nakaminato).

第 21 図　…ひたちなか市那珂湊（第 20 図の浸水高測定点周辺）の被害の
様子（2011 年 3 月 14 日撮影）．

Fig.21  　Damage in Nakaminato (Mar. 14, 2011).

第 22 図　2011 年の津波の高さを測定した地点（大洗町）．
Fig.22  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 

were measured (Oarai).

第 23 図　…大洗町（第 22 図の浸水高 4.1…m を測定した地点）の様子（2011
年 3 月 14 日撮影）．…
鉄柱に浸水線が残され，地面や植え込みに砂が堆積していた．

Fig.23  　Water marks in Oarai (Mar. 14, 2011).
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2.2.4　千葉県九十九里浜沿岸

　千葉県九十九里浜沿岸では，2011 年 3 月 13 日か

ら 4 月にかけて，旭市，山武市，九十九里町，およ

び一宮町で津波の高さの調査を行った．

　まず，同沿岸北部の旭市飯岡地区（第 28 図）では，

海岸から約 300m の地点で壁に浸水線が残っており，

浸水高で6.1m，浸水深で1.0mの高さが測定された（第

29 図）．同市駒込地区（第 30 図）では，公民館の壁

に浸水線が残されており，浸水深 0.3m が測定された．

　山武市蓮沼地区（第 31 図）では，海岸線に直交す

る方向に測線を設け，主に海岸林の折れや壁に残った

浸水線，デブリの限界などを基に，津波の高さを調査

した．その結果，海岸付近で 4m を越える浸水高があ

り，陸側に向かうに連れその高さは小さくなり，最終

的には 1.2m の遡上高であったことがわかった．浸水

深については，最大で 2.6m（海岸付近）であった．

第 32 図は遡上高を測定した地点（浸水限界付近）の

様子の写真である．浸水部にはデブリが残されており，

第 24 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（鹿島港
北港）．

Fig.24  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Kashima north port).

第 26 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（神栖市
日川浜）．

Fig.26  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Nikkawahama, Kamisu).

第 27 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（神栖市
須田浜）．

Fig.27  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Sudahama, Kamisu).

第 25 図　…鹿島港北港（第 24 図の浸水深 1.6m を測定した地点周辺）に
おける被害の様子（2011 年 3 月 12 日撮影）．…
コンテナが流され散乱していた．

Fig.25  　Carried containers in Kashima north port (Mar. 12, 2011).
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デブリとデブリがないところの境界が明瞭に判別でき

た．第 33 図は第 31 図の浸水高 1.5m を測定した地

点であり，電柱に浸水線が残されていた．この周辺に

は写真の通り地面に砂が堆積していた．

　九十九里町片貝（第 34 図）では，2 地点の浸水高

および浸水深を測定した．いずれも 3m 程度の浸水高

および 1m 程度の浸水深であった．ここには漁港が整

備されているが，漁船が津波により転覆したために，

2011 年 3 月 13 日の時点で第 35 図のように引揚げ

る作業が行われていた．同町不動堂（第 36 図）では，

3m 弱の浸水高が測定された．

　一宮町の一宮川周辺（第 37 図）では，公民館の壁

に浸水線が残されており，浸水高で 2.1m，浸水深で

0.6m を測定した．

第 28 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（千葉県
旭市飯岡）．

Fig.28  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Iioka, Asahi).

第 30 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（旭市駒
込）．

Fig.30  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Komagome, Asahi).

第 31 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（山武市
蓮沼）．

Fig.31  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Hasunuma, Sanmu).

第 29 図　…旭市飯岡（第 28 図の浸水高を測定した地点）の様子（2011
年 4 月 3 日撮影）．…
壁に浸水線が残されていた．

Fig.29  　Water marks in Iioka (Apr. 3, 2011).
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第 32 図　…山武市蓮沼における浸水限界付近の様子（2011 年 3 月 13 日撮影）．…
写真手前が海側で奥が陸側．浸水部にはデブリが残されていた．

Fig.32  　Debris in Hasunuma (Mar. 13, 2011).

第 33 図　…山武市蓮沼（第 31 図の浸水高 1.5…m を測定した地点）の様子（2011
年 3 月 13 日撮影）．…
電柱に浸水線が残されていた．

Fig.33  　Water marks in Hasunuma (Mar. 13, 2011).

第 34 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（九十九
里町片貝）．

Fig.34  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Katakai, Kujukuri).

第 35 図　…九十九里町片貝における被害の様子（2011年3月13日撮影）．…
転覆した漁船を引揚げる作業が行われていた．

Fig.35  　A foundered boat in Katakai (Mar. 13, 2011).
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3．津波の浸水限界に関する調査

3.1　目的と背景

　津波の規模を測る上で必要な情報として，高さ以外

に平面的な浸水範囲を把握することも重要である．た

とえば過去の津波について，高さの情報を得ることは

一般に難しいが，浸水域は津波堆積物の分布などから

おおよそ知ることができるため，実際に起こった津波

の浸水域を調べることで，過去と現在とを比較するこ

とができる．また実際の津波によって生じた現象を注

意深く観察することで，過去の現象のより正確な復元

に役立たせることができる．一般に津波堆積物の分布

域から復元される過去の津波の浸水域は，あくまでミ

ニマムの浸水範囲を示し，実際の津波の浸水限界はさ

らに広範囲におよぶと考えられるため，その実態を正

確に把握することが重要となる．また平野域での浸水

域の復元は，将来の津波リスクを測るために重要であ

り，津波ハザードマップなど防災に活かされることが

想定される．そこでこれまで過去の津波浸水域や津波

堆積物の情報のある仙台平野，石巻平野および九十九

里浜平野において津波浸水限界位置に関する調査を行

った．

3.2　調査内容と結果

3.2.1　仙台平野および石巻平野

　仙台平野および石巻平野では，これまで澤井ほか

（2007，2008）や宍倉ほか（2007）などによって

869 年貞観地震をはじめとした過去の津波による堆

積物の分布範囲が明らかになっている．2011 年の津

波においても津波堆積物が内陸奥まで広く観察された

ことから，その内陸側での分布限界を確認するための

調査を行い，実際の津波の浸水域との比較を行った．

本調査は 2011 年 4 月から 6 月にかけて行い，層相

などの詳細は 4.2.3 において記載している．

　津波堆積物は，細～中砂からなる砂質堆積物とそれ

を覆う均質なシルト～粘土からなる泥質堆積物に明瞭

に分かれており，海岸線から直交方向に内陸側へ向か

って観察することで，砂層，泥層がそれぞれ目視で認

識できなくなる地点（第 38 図）を地図上に記してい

った．石巻平野では西部から中部にかけて 5 地点で

砂質堆積物，2 地点で泥質堆積物の分布限界を確認し

た（第 39 図）．砂質堆積物に関しては，西部の 3 地

点は海岸線からおよそ 1.7 ～ 2.3km まで分布してい

る．中部の 2 地点は海岸線からおよそ 3.5km に分布

するが，この 2 地点の堆積物は南西側の定川の方向

から運ばれたと考えられる．いずれの地点とも津波の

浸水はさらに内陸奥まで及んでおり，浸水限界との差

は最大で 1km 程度である．

　仙台平野北部では，名取川より北において 5 地点

で砂質堆積物，2 地点で泥質堆積物，名取川より南で

阿武隈川より北では 3 地点で砂質堆積物，1 地点で泥

質堆積物の分布限界をそれぞれ確認した（第 40 図）．

また仙台平野南部の阿武隈川より南では 2 地点で砂

質堆積物の分布限界を確認している（第 41 図）．北

第 36 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（九十九
里町不動堂）．

Fig.36  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Fudodo, Kujukuri).

第 37 図　…2011 年の津波の高さを測定した地点（一宮町
一宮川周辺）．

Fig.37  　…Map showing where the 2011 tsunami heights 
were measured (Ichinomiya).
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部では砂質堆積物が海岸線から 2.6 ～ 3.7km まで分

布し，泥質堆積物は 3.6 ～ 4.5km まで達しているこ

とを確認した．また南部における砂質堆積物の分布限

界は，海岸線からおよそ 3.0km まで達している．石

巻平野と同様に，いずれの地点とも堆積物の分布より

も津波の浸水はさらに内陸奥まで及んでおり，砂質堆

積物と浸水限界との差は最大で 2km 程度である．以

上の観察結果に基づけば，古津波の堆積物から過去の

津波の浸水域を推定する場合，仙台平野や石巻平野で

は，浸水限界は堆積物の分布限界よりもさらに 1 ～

2km 内陸まで達していた可能性を考慮しなければな

らないことを示している．

第 38 図　…分布限界付近の砂質堆積物と泥質堆積物（仙台市若林区）
Fig.38  　…Sand and mud layers deposited around distribution limit, Wakabayashi-ku, 

Sendai city

第 39 図　…石巻平野における津波堆積物の分布限界と浸水域．…
浸水域は国土地理院（2011）に基づく

Fig.39  　…Distribution limit of tsunami deposit and inundation limit of the 2011 tsunami in the Ishinomaki Plain. Tsunami 
inundation limit is after Geospatial Information Authority of Japan (2011).
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第 40 図　…仙台平野北部における津波堆積物の分布限界と浸水域．…
浸水域は国土地理院（2011）に基づく

Fig.40  　…Distribution limit of tsunami deposit and inundation limit of the 2011 tsunami in the northern part of Sendai 
Plain. Tsunami inundation limit is after Geospatial Information Authority of Japan (2011).

第 41 図　…仙台平野南部における津波堆積物の分布限界と浸水域．…
浸水域は国土地理院（2011）に基づく

Fig.41  　…Distribution limit of tsunami deposit and inundation limit of the 2011 tsunami in the southern part of 
Sendai Plain. Tsunami inundation limit is after Geospatial Information Authority of Japan (2011).
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3.2.2　九十九里浜沿岸

　九十九里浜沿岸における浸水限界の調査は，基本的

には住民への聞き取り調査によって行った．すなわち，

九十九里浜沿岸の集落をできるだけ細かく訪れ，住民

に「津波はどこまで遡上したか？」という質問を行い，

住民からの回答を基に浸水限界の位置情報（緯度，経

度）を現地で記録した．この結果が第 42 図である．

まず，九十九里浜北部（飯岡漁港～栗山川）では平均

して海岸線から約 300m 内陸まで浸水し，場所によ

っては 500m 以上も内陸まで浸水した．九十九里浜

中部（栗山川～作田川周辺）では，浸水距離が長く，

1.5km にも及ぶところがあった．一方，九十九里浜

南部（作田川～一宮川周辺）では，平均して約 200m

程度内陸まで浸水するにとどまった．九十九里浜南部

には海岸沿いに砂丘列が発達しており，それが浸水を

阻止した可能性がある．

　一方，国土地理院（Nakajima… and… Koarai,… 2012）

によっても浸水域が公開されている．これは空中写真

からデブリの分布などを判読し浸水域を推定したもの

である．注意すべきことは，実際には海水はデブリよ

りもさらに奥にまで浸水している可能性があり，両浸

水域を比較する必要がある，という点である．これに

ついては今後検討したい．

第 42 図　…現地調査により明らかになった九十九里浜における浸水限界．
Fig.42  　…Tsunami inundation limit (closed squares) in Kujukuri coast judged from witness accounts. 

Open squares show where the 2011 tsunami did not arrive. Triangles show locations of debris.
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4．津波堆積物の層相と分布に関する調査

4.1　目的と背景

　2011 年東北地方太平洋沖地震に伴った津波は，そ

の大規模な浸水とともに沿岸部に大量の土砂を残し

た．こうした土砂は，津波堆積物と呼ばれ，過去の津

波による浸水域や巨大津波の再来間隔を推定するた

めの道具として用いられてきた．本研究では，津波

堆積物から情報を読み取る際の参照データ（modern…

analogue）を収集することを目的とし，北海道浜中町，

宮城県石巻および仙台平野，福島県新地町・相馬市・

南相馬市，茨城県日立市，千葉県山武市で津波堆積物

の地質学的調査を行った．

4.2　調査内容と結果

4.2.1　北海道浜中町

　北海道東部に関しては，地方独立行政法人北海道立

総合研究機構地質研究所の仁科健二博士から情報提供

していただき，北海道浜中町の藻散布沼とカネサント

ー沼で津波堆積物の分布を調べた．藻散布沼では，津

波によって浸食・運搬されたと推定される泥炭の塊

が氷の上に点在していた（第 43 図）．また，津波の

浸水によって，津波の前には立ち枯れていたはずの

ヨシやヒメウシオスゲが倒れていた．倒れたヨシや

ヒメウシオスゲは，津波起源と考えられる厚さ 3mm

～ 10mm 程度の泥に覆われているのが確認された．

カネサントー沼では，その河口付近に，厚さ 5cm ～

15cm 程度の中粒砂～細流砂からなる津波堆積物が分

布していた．この津波堆積物の分布範囲は河口付近の

みに限られており，海水の浸水範囲とは一致していな

かった．このような津波堆積物の分布は，北海道立総

合研究機構地質研究所による報告（仁科・地質研究所

津波調査班，2011）と矛盾しない．

4.2.2　青森県三沢市・おいらせ町

　現地調査は 2011 年 8 月から 12 月に行った．はじ

めに，尻屋崎からおいらせ町までの海岸で津波堆積物

の分布を調査したところ，六ケ所村泊地区より北側で

もデブリ（津波によって流れついたゴミ）は見られた

が，津波堆積物は確認できなかった．また，津波堆積

物の層厚は南から北に向かって概ね薄くなる傾向が見

られた．

　青森県三沢市の砂森地区（第 44 図），淋代地区（第

45 図）おいらせ町の二川目地区（第 46 図）の海岸

低地では，海岸線に直行する方向（ほぼ東西方向）の

測線を設定し，掘削調査および地形測量を行った．津

波堆積物は，三沢市砂森では海岸から約 400m 内陸

まで，三沢市淋代では海岸から約 250m 内陸まで，

おいらせ町二川目では海岸から約 280m 内陸まで確

認された．堆積物の層厚は最大 31cm で，大局的には

海岸から内陸に標高が高くなるにつれ減少するが，数

m 四方の狭い範囲でも 10cm 程度の層厚の増減が見

られる．これらは，津波以前の地形面の起伏を反映し

ていると考えられる．堆積物の粒度も内陸に向かうに

従って，粗粒砂から細粒砂へと細かくなる傾向がみら

第 43 図　…北海道浜中町藻散布で観察された塊状の泥炭．…
津波が襲来当時は一部が結氷していたため，その氷の上に乗った状態のまま観察された．

Fig.43  　A peat block on ice in Mochirippu, Hokkaido.
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れた．多くの堆積物には平行葉理が発達し（第47図），

多重級化構造やリップアップクラストも一部で観察さ

れた．淋代では海岸から約 300m の地点で，二川目

では海岸から約 100m の地点で，建物に残された津

波の跡（ウォーターマーク）を確認し，その標高はそ

れぞれ 6.0m，5.3m であった．

　今後は，採取した津波堆積物の粒度分析および珪藻

分析を行う予定である．

第 44 図　三沢市砂森の調査地点．
Fig.44  　…Locations of sampling sites in Sunamori, Misawa City.

第 45 図　三沢市淋代の調査地点．
Fig.45  　…Locations of sampling sites in Sabishiro, Misawa City.
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4.2.3　宮城県石巻平野・仙台平野

　宮城県の沿岸では，石巻平野の西部における6地点，

仙台平野における 64 地点で津波堆積物の採取・観察

を行った．

　石巻平野では，2011 年 4 月に東部の渡波地区と東

松島市周辺で踏査を行ったが，渡波地区では津波堆積

物が不明瞭で，その平面的な分布を把握することはで

きなかった．渡波地区において津波堆積物がはっきり

と見られなかった原因については，よくわかっていな

い．渡波地区には元々多くの砕屑物が運ばれなかった

のかもしれないし，我々が訪れる前に大部分が瓦礫と

ともに撤去されたのかもしれない．あるいは，地震性

沈降に伴った海水の流入によって，いったん堆積した

ものが日々の潮汐で流れてしまった可能性も否定でき

ない．

　東松島市周辺では，航空自衛隊松島基地の近くにお

いて（第 48 図），厚さ 10cm 程度の津波堆積物が観

察され，明瞭な上方細粒化が見られた．この津波堆

第 46 図　おいらせ町二川目の調査地点．
Fig.46  　…Locations of sampling sites in Futakawame, Oirase Town.

第 47 図　平行葉理のみられる津波堆積物．
Fig.47  　Tsunami deposits with parallel laminae.
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積物は，数 100m 内陸に移動すると非常に薄くなり，

その層相変化を確認することが難しくなった．

　仙台平野の北部では，津波堆積物の平面的な分布や

その粒度変化などを，海岸線に直行する測線沿いで観

察することができた（第 49，50 図）．大沼周辺の測

線で見られる津波堆積物は，主に粗粒砂～細粒砂から

なるが，内陸の観察地点では泥分が相対的に多くなる．

この津波堆積物は，海岸線に近い場所では主に砂から

構成されるが，陸側では砂質層がドレープ状の泥に覆

われるようになる．また，測線を通して，多重級化構

造や平行葉理が明瞭であるのも特徴的である．南長沼

周辺の測線沿いに見られる津波堆積物も，大沼周辺と

同様で，海岸付近では砂が主体であるが，陸側に移動

するに従って砂質層がドレープ状の泥に覆われるよう

になる．さらに陸側の地点では，津波堆積物を構成し

ているものが，砂ではなく泥主体となってくる．

　仙台平野中部では，仙台空港周辺で津波堆積物の観

察を行った（第 51，52 図）．まずはじめに空港周辺

で津波堆積物を網羅的に観察したところ，杉ヶ袋を縦

断する八間堀周辺より海側（第 51 図の赤丸で示した

場所）では構成が砂主体であるのに対し，八間堀周辺

より陸側ではその層厚が急激に減少して泥主体となる

ことが確認できた．砂主体の津波堆積物は，仙台平野

北部と同様に，多重級化構造や平行葉理が明瞭であっ

た．また，その層厚が，数㎡以内の中で変化に富む様

子が観察された．この層厚の変化は，津波が襲来する

前の地形的な特徴を反映していると思われる．すなわ

ち，凹地には砂が厚く堆積しやすく，凸状の地形には

砂が残されにくいことを表していると思われる．

　仙台平野南部の亘理町では，鳥の海の近くで海岸線

に直行する測線を設け，その測線沿いに津波堆積物の

変化を観察した（第 53，54 図）．この地域でも，仙

台平野北部などと同様に，海岸線に近い場所では砂が

主体であるが，陸側に移動するに従って砂質層がド

レープ状の泥に覆われるようになる．さらに陸側の地

点では，津波堆積物を構成しているものが，砂ではな

く泥主体となってくる．また，測線を通して，多重級

化構造や平行葉理が明瞭であるのも特徴的である．最

も海岸線に近い場所では，津波堆積物の層厚が 35cm

に達するが，この値は数㎡以内の中で変化に富む．

　仙台平野南部の山元町では，牛橋河口の近くで海岸

線に直行する測線を設け，その測線沿いに津波堆積

物の変化を観察した（第 55，56 図）．津波堆積物は，

最も海岸線に近い場所では小礫混じりの粗粒砂～細粒

砂から構成され，その厚さが 50cm 以上に達する場合

もある．海岸線から 400m 程度離れるとその層厚は

急激に少なくなり，厚さ 15cm 前後となる．層厚の

減少とともに，津波堆積物を構成する砕屑物も小さく

なり，中粒砂が主体となってくる．海岸線から 2km

離れると津波堆積物は 1cm 以下の厚さとなり，泥が

主体となる．

　山元町の南部では，水神沼の周辺で津波堆積物の観

第 48 図　2011 年の津波堆積物を観察した地点（石巻平野西部）．
Fig.48  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Ishinomaki).



―  23  ―

2011 年東北地方太平洋沖地震の津波に関する緊急調査

察を行った（第 57，58 図）．水神沼周辺で見られる

津波堆積物は，主に礫混じりの粗粒砂～細粒砂からな

る．この津波堆積物は，海岸線に近い場所では小礫ま

じりの砂が主体であるが，陸側では砂質層がドレープ

状の泥に覆われるようになる（第58図）．当地域では，

津波襲来当時の地表面を削ってできたと思われる偽礫

（rip…up…clast）が津波堆積物の内部によく見られた．

第 49 図　2011 年の津波堆積物を観察した地点（仙台平野北部）．
Fig.49  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Sendai).

第 50 図　仙台平野北部で見られた 2011 年の津波堆積物．
Fig.50  　…Sand sheet associated with the 2011 tsuanmi in Sendai.
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第 51 図　…2011 年の津波堆積物を採取した地点（名取市）．…
津波堆積物の産状は空港周辺で網羅的に行ったが，砂主体の津波堆積物は赤丸で示した
地点でのみ確認できた．

Fig.51  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Natori).

第 52 図　仙台空港周辺で見られた 2011 年の津波堆積物．
Fig.52  　The 2011 tsunami deposit near Sendai airport.
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第 53 図　2011 年の津波堆積物を採取・観察した地点（亘理町）．
Fig.53  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Watari).

第 54 図　…仙台平野南部（亘理町）で見られた 2011 年の津波堆積物．
Fig.54  　…Sand sheet associated with the 2011 tsuanmi in Watari.

第 55 図　2011 年の津波堆積物を観察した地点（山元町）．
Fig.55  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Yamamoto).
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第 56 図　…仙台平野南部（山元町）で見られた 2011 年の津波堆積物．…
海岸線に近い場所で観察された津波堆積物で，その層厚が 40…cm 以上にも達する．

Fig.56  　The 2011 tsuanmi in Yamamoto.

第 57 図　…2011 年の津波堆積物を採取・観察した地点（山元町南部）．
Fig.57  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (southern Yamamoto).
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4.2.4　福島県沿岸

　福島県の沿岸では，新地町の海岸における8地点（第

59 図），相馬市松川浦周辺における 5 地点（第 61 図），

南相馬市鹿島区と原町区の海岸における 7 地点（第

63，64 図）で津波堆積物の採取・観察を行った．

　新地町の海岸では，一部でドレープ状の泥に覆われ

るものの，基本的に砂質の津波堆積物が観察された（第

60 図）．この砂質の津波堆積物中には，特に海岸付近

において，明瞭な平行および斜交葉理が確認できる（第

60 図）．津波堆積物の層厚は，最も海岸線に近い場所

において 20cm 前後で，海岸線から約 1km 離れると

10cm 以下となる．

　相馬市松川浦周辺における津波堆積物は，平行葉理

が発達した砂質層が，厚い泥質層に覆われるという特

徴がある．この津波堆積物の軟 X 線写真を撮影した

ところ，上位の泥層中にも葉理が観察できた（第 62

図）．当地域で観察した津波堆積物の厚さは，すべて

10cm 前後であった．

　南相馬市鹿島区では，瓦礫とともに津波堆積物が撤

去されており，その分布を殆ど観察することができな

かった．津波堆積物が確認できた場所では，相馬市松

川浦周辺や南相馬市原町区と同様に，ドレープ状の泥

層が特徴的であった（第 65 図）．

　南相馬市原町区における津波堆積物は，主に上部泥

層と下部砂層から構成されていた．上部泥層の堆積構

造は肉眼で確認できなかったが，下部砂層には明瞭な

多重級化構造が観察された．最も海岸線に近い調査地

点では，上部泥層がほとんど見られず，砂が主体の津

波堆積物であった．当地域で観察した津波堆積物の厚

さは約 10cm ～ 20cm であった．

第 58 図　仙台平野南部（山元町南部）で見られた 2011 年の津波堆積物．
Fig.58  　The 2011 tsuanmi in southern Yamamoto.
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第 59 図　福島県新地町における調査地点．
Fig.59  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Shinchi, Fukushima).

第 60 図　福島県新地町で見られた 2011 年の津波堆積物．
Fig.60  　The 2011 tsuanmi in Shinchi.

第 61 図　福島県相馬市松川浦周辺における調査地点．
Fig.61  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Matsukawa-ura).
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…

第 62 図　…福島県相馬市松川浦周辺で観察された 2011 年の津波堆積物（軟 X 線写真）．…
厚いドレープ状の泥が，津波堆積物の最上部を覆っているのが肉眼で観察できた．軟 X
線写真では，そのドレープ状の泥にも堆積構造が残っているのが確認できる．

Fig.62  　The 2011 tsuanmi in Matsukawa-ura (soft-X ray image).

第 63 図　福島県南相馬市鹿島区における調査地点．
Fig.63  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Kashima, Minami-

Soma).
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4.2.5　茨城県日立市

　茨城県日立市では，海岸の小規模な低地において津

波堆積物を確認した．周囲の証言と津波堆積物の産状

から推定して，津波の浸水は主に低地を横切る河川を

経由したと考えられた．河川沿いに遡上した津波は，

一部は堤防を越えたが，大部分は配水管を通って低地

に進入し，配水管の周辺に厚さ 10cm ～ 15cm 程度

の津波堆積物を残した（第 66 図）．津波堆積物の内

部には，明瞭な平行葉理やドレープ状の泥層が確認で

きた．

4.2.6　千葉県山武市

　千葉県山武市の海岸では 3 つの測線（第 67 図，測

線 H-A，測線 H-B，測線 H-C）を設け，その測線沿

いに津波堆積物の分布を観察した（第 68 図）．測線

H-A では，厚さ 30cm 程度の津波堆積物が広く分布す

る．この津波堆積物は主に細粒砂～粗粒砂から構成さ

れるが，中には淘汰の悪い角礫，貝殻片，土壌から削

り取られたような偽礫が見られることがある．また，

測線 H-A 沿いでは，明瞭な多重級化構造が多くの地

点で確認された．測線 H-A の延長線沿いでは，舗装

第 64 図　福島県南相馬市原町区における調査地点．
Fig.64  　…Map showing where the 2011 tsunami deposits were observed (Haramachi, 

Minami-Soma).

第 65 図　…福島県南相馬市原町区で見られた 2011 年の津波堆積物．…
厚いドレープ状の泥が，津波堆積物の最上部を覆っているのが特徴的であった．

Fig.65  　The 2011 tsuanmi in Haramachi, Minami-Soma.



―  31  ―

2011 年東北地方太平洋沖地震の津波に関する緊急調査

道路沿いに津波が浸水し，厚さ 1cm 以下～ 10cm 程

度の津波堆積物が観察された（第 69，70 図）．測線

H-B では，厚さ 5cm ～ 15cm 程度の津波堆積物が広

く分布するが，津波堆積物中には明瞭な級化構造が見

られなかった．測線 H-C では，厚さ 10cm ～ 25cm

程度の津波堆積物が広く分布し，測線 H-A と同様に

多重級化構造がよく見られた．また，津波が襲来する

前には凹地だった場所には，比較的厚く，堆積構造が

明瞭な津波堆積物が保存されていたのが特徴的であっ

た．

第 66 図　…日立市の低地で観察された津波堆積物．…
配水管の入り口から放射状に砂質の津波堆積物が分布している．

Fig.66  　…Sand sheet associated with the 2011 tsuanmi in Hitachi.

第 67 図　千葉県山武市における調査測線．
Fig.67  　…Map showing surveyed transects in Sanmu, Chiba.
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第 68 図　山武市の海岸で観察された津波堆積物．
Fig.68  　The 2011 tsunami deposits in Sanmu, Chiba.

第 69 図　…被災直後に山武市で観察された津波堆積物（地点 H-1 周辺）．
Fig.69  　…Sand sheet associated with the 2011 tsuanmi in Sanmu (Photograph taken near 

location H-1).
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5．津波による打ち上げ貝類の調査

5.1　目的と背景

　津波で何処にどのような貝類が打ち上がったかを記

録しておくことは，津波がどの程度の深さの海底にま

で侵食と物質移動を起こしたかを知る手掛かりとな

る．また，台風などによる打ち上げ貝類との違いを明

らかにすることで，古津波の痕跡を地層中から探す際

に有用な情報となる可能性がある．津波による打ち

上げ貝類の定量的な調査は，1933 年昭和三陸津波に

おける三陸海岸の例（Nomura… and… Hatai,… 1935）と

1945 年にパキスタン沿岸を襲った津波の例（Donato…

et… al.,… 2008）がある程度で，非常に限られている．

いずれの研究でも台風などとは違った貝殻の集積状態

や種構成が報告されており，打ち上げ貝類が津波の指

標となり得ることを示唆している．

　この調査には津波前に海岸での貝類の分布や，台風

などによる打ち上げ貝類の状況を知る必要があるの

で，そうしたデータが大学等の調査によって得られて

いた仙台平野北部の海岸を調査対象とした．調査地周

辺での津波の高さは，8 ～ 9m 以上と推定される（東

北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ，http://

www.coastal.jp/ttjt/；2012 年 5 月 17 日参照）．

5.2　調査内容と結果

　津波から約 2 月半後の 5 月 20 ～ 22 日にかけて，

蒲生干潟（仙台市北東部）と野蒜海岸（東松島市）に

おいて打ち上げ貝類の産状を観察した（第 71 図，第

72 図）．また，1m 四方のピット（深さ 5 ～ 20cm）

を合計 13 箇所掘削し，3mm 以上の貝殻をすべて採

取した（第 73 図）．持ち帰った一部の試料について，

種の同定と貝殻の計数を行った．

　打ち上がった貝類の量と内陸側への分布の広がりを

見ると，今回の津波は通常の台風に比べて明らかに大

規模である．海浜で貝殻は多くは幅 1 ～ 3m，長さ数

m の舌状の集積部を作っており，津波堆積物の表面

に「浮かぶように」に密集している（第 73 図 A）こ

とや，二枚貝は凸側を上にしていることが多いなどの

特徴が判明した．

　蒲生干潟の試料では，1 地点あたり 200 から 300

個（20 ～ 30 種）の貝殻が検出された．潟に元々棲

んでいた種は僅かで，潟の外（海岸）の砂地に棲む貝

類の比率が高い．また，海底の砂地や泥底に深く潜っ

て生活するオオノガイが多く打ち上がっているのも特

徴である．野蒜海岸では 1 地点あたり 600 個（30 種

余り）程度の貝殻が検出された．主要な種の構成は通

常時の打ち上げと大差ないが，通常この海岸で見られ

るヌノメアサリやアサリの比率が非常に少ない．

　今回の調査で判明したことは，1）津波による打ち

上げ貝類は台風などによるものに比べて格段に規模が

大きい，2）海底に深く潜る種の打ち上げが多く，海

底の大きな浸食を示す，ことである．一方，種構成を

みると津波と通常の台風とではあまり違いが無い．ま

た，明らかにストームウェーブベース以深にしか生息

第 70 図　…被災直後に山武市で観察された津波堆積物（地点 H-2 周辺）．
Fig.70  　…Sand sheet associated with the 2011 tsuanmi in Sanmu (Photograph taken near location H-2).



―  34  ―

平成 23 年度　沿岸域の地質・活断層調査　研究報告

しないと考えられる種は未確認である．その理由とし

て，仙台湾はほとんどの範囲が水深100m未満であり，

沖合 30km 付近までは水深 50m 程度より浅い部分が

大半であるため，深い海に棲む種が元々少ないことが

考えられる．さらに，深い海に棲む種は薄く壊れやす

い殻を持つことが通常であり，津波による運搬過程や

打ち上げ後の風化，あるいは採取過程で欠落した可能

性もある．

　今後は残りの試料の同定を進めるとともに，

Nomura… and… Hatai…（1935）が報告した貝類標本（国

立科学博物館所蔵）との比較なども行って，地形など

の違いによる打ち上げ貝類の差を検討していく予定で

ある．

第 71 図　野蒜海岸のサンプリング位置（東松島市）．
Fig.71  　…Sampling pit location in the Nobiru coast, Higashi-matsushima City. 

Modified from 1/25,000 -scale topographic map of Geospatial Information Authority of Japan, “Ono”.

第 72 図　蒲生干潟のサンプリング位置（仙台市北東部）．
Fig.72  　…Sampling pit location in the Gamo coast, northeastern Sendai City. 

Modified from 1/25,000 -scale topographic map of Geospatial Information Authority of Japan, “Shiogama”.
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三陸沖海底堆積物最表層に認められた地震／津波イベント堆積物
The 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake and tsunami event 

deposits found in off Sanriku surface sediments
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Ken Ikehara1＊ , Kazuko Usami1, Robert Jenkins2, Juichiro Ashi3 and Tomohisa Irino4

Abstract: Submarine event deposits formed by the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake and tsunami were 
collected from offshore of Sanriku coast with water depths of 122-5500 m. Most of the event deposits were fine-grained, and 
a few cm in thickness. Normally no bioturbation was observed. In some cores, upward fining graded structure was found 
from fine-very fine sand to clay or diatomaceous clay above an erosional surface. Different sediment composition of the event 
deposits suggested the different sediment source. The event deposit collected near the epicenter of the 2011 earthquake had 
several erosional surfaces suggesting the flowing down of several turbidity currents. Vertically oriented vein-structure like 
cracks found in hemipelagic muddy sand below the event deposit at off Sendai suggested the strong ground motion of the 
earthquake. These evidences indicate that submarine slope failures occurred in many locations, and that the 2011 earthquake 
caused seafloor disturbance at the wide region in the source area of the earthquake.

Keywords: event deposit, earthquake, tsunami, turbidite, marine sediment
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1．はじめに

　地震時には地震動による間隙水上昇に伴って海底斜

面が崩壊することがある．また，地震に伴う津波は海

底にも影響を与え，海底堆積物の再懸濁や輸送が発生

することもある．遡上型津波堆積物や内湾の津波堆積

物に浅海帯～上部漸海帯の底生微化石が含まれること

があること（今野編，1961；藤原ほか，2003；内田

ほか，2004，2007；Nanayama…and…Shigeno,…2006；

佐々木ほか，2007 など）は津波による沖合海底での

堆積物輸送の存在を示唆する．このような地震や津波

によって形成されたイベント堆積物は，過去の同様

なイベントの存在を推定するのに使われる．深海底

であれば，斜面崩壊に伴って形成されるタービダイ

トが過去の地震の記録として使われる（池原，1999，

2000，2001；池原・宇佐見，2007 など）．これら

地震動や津波に対する海底堆積物の応答は，震動や津

波の大きさ，海底地形，底質の粒度や組成，堆積層の

厚さ，海底斜面の傾斜などによって変わると考えられ

るので，各地の地震や津波毎にどのような場所でどの

ような現象が起き，結果としてどのような堆積物が形

成されたかを知ることが重要である．例えば，伊豆東

方沖地震では混濁流の発生が深海底総合観測ステー

ションの観測データから推定されている（岩瀬ほか，

1997，1998；木下ほか，2006）が，それに対応し

たタービダイトは表層堆積物中に認められず，これら

が地層記録として残りにくいものであることが報告さ

れている（Ikehara…et…al.,…2012）．2011 年 3 月 11 日

に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波は

東北地方から関東の太平洋岸を中心に大きな被害を与

えた．海底に震央をもつ M9.1 のこの地震によるもっ

とも大きな変動は海底にあったと予想される．例えば，

Fujiwara… et… al.…（2011）は震源域近傍の日本海溝で地

震前後の海底地形変化があったことを示した．また，
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Kawamura…et…al.（2012）は地震時の海底斜面崩壊（海

底地すべり）が津波を大きくさせた可能性を示した．

しかし，日本海溝底を含む三陸沖の海底で実際に何が

起こり，それに伴ってどのような堆積物／堆積層が形

成されたかはまだ十分にわかっていない．また，地震

や津波，そしてそれにともなう海底での堆積／侵食現

象が底生生物を含む海底環境にどのような影響を与え

たかの把握も十分でない．

　産業技術総合研究所では 1981 年に釜石沖（有田・

木下，1984），仙台～日立沖（本座ほか，1982）で

海洋地質図作成のための海洋地質調査を実施した．ま

た，1985 年には国立機関公害防止等試験研究の「開

口性沿岸海域開発に伴う底質汚染予測技術に関する研

究」の一環で仙台湾の調査も実施した（Saito,…1989a,…

b）．これらの地震前の海底堆積物データは地震後の

それと比較することで，2011 年東北地方太平洋沖地

震とそれに伴う津波の海底への影響を検討するのに重

要である．このため，これらの資試料を活用し，地震・

津波により海底で何が起こったかを明らかにする目的

で，ジェンキンズを代表とした「東日本大震災による

深海底生生物相への影響評価」の研究を東京大学大気

海洋研究所が募集した震災対応課題申請に応募した．

また，地震後に底層水の懸濁現象が認められることが

ある（例えば，Ashi… et… al.,… 2012）ので，この懸濁水

とそこから形成された堆積層の形成過程の解明の目的

で「地震動に伴う海底懸濁層の発生と堆積についての

研究」を芦を代表として応募した．ここでは，この二

つの課題に対応して 2011 年 7-8 月に実施された淡青

丸の KT-11-17 航海で三陸沖海域から採取された表層

堆積物試料にみられる 2011 年東北地方太平洋沖地震

とそれに伴う津波により形成されたイベント堆積物に

ついて報告する．

2．調査航海と分析方法

　淡青丸のKT-11-17航海は2011年7月29日（台場）

～ 8 月 5 日（八戸）の日程で実施された（主席研究

員：浜崎恒二）．航海では，CTD 付採水器による採水，

オケアン式グラブ採泥器とマルチプルコアラーによる

表層堆積物採取が行われた．産総研での堆積物分析用

にはこのうちのマルチプルコアラーにより採取された

13 地点からの試料が提供された．試料採取地点の水

深は 122 ～ 5600m（第 1 表）であり，その位置は第

1 図に示した．

　船上で直上水をサイフォンで吸い出し，変形を生じ

させない状態で産総研に輸送されたコア試料は，半割

された後，写真撮影と肉眼観察を行った．また，軟Ｘ

線透過画像による堆積構造解析用のスラブ試料や組成

分析用のサンプルを分取した．肉眼観察で特徴的な構

造が観察された 3 つの試料については，半割された

試料について X 線 CT 装置による非破壊三次元構造解

析を行った．なお，本試料についてはこのほかに，粒

度分析，XRD による鉱物組成分析，放射能測定，剪

断強度測定，含水率測定が，一部の試料については底

生有孔虫遺骸群集組成分析と共同研究で有機炭素含

有量，堆積有機物の安定炭素・窒素同位体比測定，堆

積有機物組成の分析が実施済みあるいは実施予定であ

る．

3．結果と考察

　分析を行った 13 試料のすべてにおいて堆積物の最

表層に 2011 年東北地方太平洋沖地震によると考えら

れるイベント堆積物を認めた（第 2 図，第 1 表）．そ

の多くは基底が明瞭な厚さ数 cm 程度の無構造の泥層

からなるが，地点 1，5，6，9，12，14 では，泥層

の基底に明瞭な砂層（細粒砂～極細粒砂）が存在する

とともに上方に向かって粘土あるいは珪藻質粘土／軟

泥に細粒化するタービダイトの特徴を有する．イベン

ト堆積物の泥のスメアスライド観察では，全体として

珪藻質な三陸沖の底質を反映して珪藻に富むが，陸側

の地点ではやや砕屑粒子の割合が増える（第 3 図 B）．

第 1 図　…KT-11-17 航海におけるマルチプルコアラーによ
る採泥地点．

Fig.1　…   Locations of sampling sites by a multiple corer 
during KT-11-17 cruise．
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これに対して水深 2000m を越えるような中部～下部

斜面のものはほぼ珪藻軟泥に分類される（第 3 図 A）．

このようなイベント堆積物の泥の組成の違いは堆積物

の給源が多様であることを示している．比較的厚いイ

ベント堆積物が確認された地点 6 では，イベント堆

積物の下部を構成する砂層部分に複数の侵食面の存在

が認められた（第 4 図）．また，仙台沖の地点 1 では，

イベント堆積物の泥中に斜交葉理をもつ粗粒層の存在

が認められ（第 5 図），タービダイトが累重した二階

建て構造をもつ．これらは複数の混濁流が流下したこ

とを示している．これらのイベント堆積物が 2011 年

東北地方太平洋沖地震で形成されたイベント堆積物で

あることは，1）海底表面に位置すること，2）生物

擾乱を受けていないこと，3）少なくとも一部の試料

については，地震以前の堆積物の粒度と違いがあるこ

と，から推定できるが，現在放射能測定により，それ

を確認中である．以上のことから，2011 年東北地方

太平洋沖地震とそれに伴う津波により，三陸沖の陸棚

外縁（水深 122m）から下部斜面（水深 5600m）ま

での広い範囲でイベント堆積物が形成されたことが明

らかとなった．

　一方，仙台沖陸棚上の地点 1 では，イベント堆積

物が削り込む半遠洋性堆積物（泥質砂）に縦方向の筋

状構造が認められた（第 5 図）．この縦方向の筋状構

造はコア最下部では認められない．X 線 CT 装置によ

る構造解析では，これらの筋は生痕を明瞭に切ってお

り，堆積後の変形構造と考えられる．筋状構造の形態

は大きさの違いはあるものの房総半島や三浦半島の三

浦層群に見られる脈状構造（vein… structure）に近い．

三浦層群で観察される脈状構造は地震動による変形構

造と考えられている（Hanamura… and… Ogawa,… 1993）

ので，今回確認された筋状構造も，地震動により形成

された可能性が高い．

　以上の結果から，2011 年東北地方太平洋沖地震と

それに伴う津波によって三陸沖の広い範囲ならびに広

い水深帯においてイベント堆積物の堆積現象があった

ことが確認された．また，一部の試料からは複数回の

混濁流の発生・流下の証拠が読み取れた．このこと

は，この地震・津波による海底の擾乱が広い範囲で起

きたことを示している．また，地震時の強い震動によ

第 2 図　…肉眼観察による柱状図．…
黒塗り部分が泥質なイベント堆積層，網かけ部分が砂質なイベント堆積層．…
KT-11-17…St.1 ではイベント層の下位に変形した堆積層が認められた．

Fig.2 　………Columnar sections of the obtained cores. 
Black part: muddy event deposit, hatched part: sandy event deposit. 
Deformed sediment layer was observed under the event deposits at KT-11-17 St.1.
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ると考えられる変形構造を侵食してイベント堆積物が

存在することは，地震動から多少の時間をおいて混濁

流が流下した場所があることを示している．三浦ほ

か（2011）や日野ほか（2012）は三陸沖斜面域に展

開したたくさんの海底地震計が泥に埋もれたことを示

し，新井ほか（2011）はその泥の粒度組成の特徴か

らこれらがタービダイトであることを示した．また，

小栗ほか（2012）は日本海溝底でもこの地震による

イベント堆積物の存在を報告した．今回の結果とこれ

らの報告を踏まえると，より広い範囲に今回の地震・

津波のイベント堆積物が分布していることがわかる．

イベント堆積物の分布の広さは今回の地震・津波によ

る海底への影響の範囲の広さを示すが，まだ堆積物情

報が十分にそろっているとは言いがたい．また，これ

らのイベント堆積物が堆積後の底生生物の活動や底層

流などによる再移動によりどう変化していくかをモニ

タリングすることは，海底環境の回復過程を知ると

ともに，イベント堆積物の保存可能性（preservation…

potential）を検討する上でも非常に重要である．幸い

にも，今回報告したものとほぼ同じ海域での調査航海

が予定されている．今後，青森沖から福島沖までのよ

り広い範囲におけるイベント堆積物の有無や特徴の把

握を行うとともに，その堆積過程と保存過程を検討す

ることで日本海溝域における巨大地震の発生履歴の検

討に貢献していく所存である．

第 1 表　…KT-11-17 航海で採取された堆積物試料中のイベント堆積物の特徴．
Table 1    Characteristics of event deposits found in the cores collected during the KT-11-17 cruise．

第 3 図　…イベント堆積物の泥質部のスメアスライド写真．…
A:…珪藻軟泥（KT-11-17…St.11A），…
B:…粘土（シルト粒子や珪藻遺骸，有機物などを含む）（KT-11-17…St.1），スケールバーは 50μm.

Fig.3　    Photographs of smear slides． 
A: diatom ozze (KT-11-17 ST.11A), 
B: clay (containing silt-sized particles, diatom tests and organic matters) (KT-11-17 St.1), scale bar is 50 μm.
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1．はじめに

　2011 年東北地方太平洋沖地震の発生以来，過去の

地震・津波に関する調査，研究が注目を集めるように

なった．2011 年の地震のように海溝沿いのプレート

境界で起こる超巨大地震は，再来間隔が数百年以上と

長く，そのような長い間隔の地震の履歴は歴史記録に

残りにくいため，地形，地質に残された痕跡から解明

する必要がある．また歴史上の地震・津波であっても

具体的な震源・波源の断層は不明な点が多く，地形，

地質の情報に基づいた検討が求められる．

　本稿では日本海溝，相模トラフ，南海トラフ，琉球

海溝に面する沿岸でそれぞれ実施した古地震調査につ

いて報告する．日本海溝沿いでは青森県下北半島東岸

において津波堆積物調査，相模トラフ沿いでは 1703

年元禄と 1923 年大正の 2 つの関東地震について，

地殻上下変動と津波の浸水域と高さに基づいて断層モ

デルの再検討，南海トラフ沿いでは静岡県沼津市，磐

田市，浜松市において津波堆積物調査，琉球海溝沿い

では石垣島において津波堆積物調査をそれぞれ行った

（第 1 図）．

2．【日本海溝】青森県太平洋沿岸における古津波堆

積物調査

2.1　目的と背景

　2011 年東北地方太平洋沖地震の震源域は岩手県沖

から茨城県沖にかけて約 400km 以上に及んだが，こ

の地震により破壊領域の北側（三陸沖北部）と南側（房

総沖）では地殻応力のバランスが変わり，次の巨大地

震の発生が懸念されている．このことから，青森県太

平洋沿岸や房総半島周辺において過去に起こった地

震・津波の規模と履歴の解明が求められている．特に

青森県太平洋沿岸については，千島海溝と日本海溝と

の境界付近に面しており，これらの海溝沿いで知られ

ている過去の巨大地震の破壊領域の評価においても重

要な地域である．こうした背景から，青森県東通村お

よび三沢市において古津波堆積物調査を行った．

＊……Correspondence
1 産業技術総合研究所 地質調査総合センター 活断層・地震研究センター　（AIST, Geological Survey of Japn, Active Fault and Earthquake

 Research Center）

海溝型地震履歴解明の研究
Study of subduction zone paleoearthquakes

宍倉正展 1＊・藤原　治 1・澤井祐紀 1・行谷佑一 1・谷川晃一朗 1

Masanobu Shishikura1＊ , Osamu Fujiwara1, Yuki Sawai1, Yuichi Namegaya1

and Koichiro Tanigawa1

Abstract: Importance of studying past earthquakes and tsunamis has been recognized since the 2011 Off-Tohoku Earthquake, 
because only paleoseismology can reveal recurrence of giant events. We study history and source of such subduction zone 
paleoearthquake in Japan Islands. Along the eastern coast of Shimokita Peninsula facing the Japan Trench, we conducted 
trenching and coring surveys at two sites of Odanosawa and Orikasa. Along the Sagami Trough, two historical earthquakes 
of the 1703 Genroku and the 1923 Taisho are well-known as the repeated Kanto earthquake. We re-evaluated the source fault 
model by using coseismic vertical movement and inundation area and height of tsunami. Along the coast of Nankai Trough, 
we conducted tsunami deposit survey in three sites of Numazu, Iwata and Hamamatsu to reveal history and rupture extent of 
past interplate earthquakes. In the Ishigaki Island facing the Ryukyu Trench, we surveyed for tsunami deposit at three sites 
and obtained 10 radiocarbon samples from geo-sliced cores and pit wall.

Keywords: subduction zone earthquake, tsunami deposit, Japan trench, Sagami trough, Nankai trough, Ryukyu trench
キーワード：海溝型地震，津波堆積物，日本海溝，相模トラフ，南海トラフ，琉球海溝
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2.2　調査内容と結果

・東通村小田野沢（第 2図）

　現海岸線より約 700m 内陸の地点から東西方向に

約 400m の測線を設定し，ハンドコアラーを用いて

標高約 4 ～ 6m の 12 地点で掘削を行った．そのうち

3 地点ではハンディジオスライサーで掘削を行い，分

析用試料を採取した．

　その結果，調査地点の地質は深さ約 3m まで，泥層

および泥炭層から構成されることが明らかになった．

泥～泥炭層中には層厚 2cm 以上の砂層が 3 層見つか

り，下位の 2 層は内陸に連続的に分布していた（第 3

図）．これらの砂層は中粒～粗粒砂からなり，石英を

多く含む．また，下位の 2 層は直下の泥炭層に明瞭

な地層境界をもって接し，上方細粒化がみられた（第

4 図）．最も東側の地点の試料の年代測定を行ったと

ころ，最上位の砂層は 17 世紀以降に，2 層目の砂層

は約 5000 年前に堆積したことが明らかになった（第

5 図）．砂層およびその上下層準の珪藻分析からは，

最上位の砂層には汽水生珪藻が含まれていることが示

された．2 層目，3 層目の砂層中には海生～汽水生珪

藻はほとんど含まれていなかったが，海面骨針が見ら

れた．これらの結果は，砂層が海浜から運ばれたこと

を示唆している．

・三沢市織笠（第 6図）

　現海岸線より約 800m 内陸の地点から東西方向に

約 1100m の測線を設定し，ハンドコアラーを用いて

標高約 7 ～ 10m の 29 地点で掘削を行った．そのう

ち 4 地点でピット掘削（第 7 図）を行い，分析用試

料を採取した．

　その結果，調査地点の地質は深さ約 3m まで，シル

ト～粘土層および火山灰層から構成されることが明ら

かになった．シルト～粘土層中には砂層が 2 層見つ

かり，下位の砂層は約 1km にわたって連続的に分布

していたが，上位の砂層は 5 地点でしか確認できな

かった（第 8 図）．これらの砂層は中粒～粗粒砂から

なる．上位の砂層はパッチ状に分布し，下位の砂層は

上下とも地層境界が不明瞭であった．最も東側のピッ

トで採取した試料で年代測定を行ったが，1 層目の砂

層直下の種子は現世（modern）の結果を示し，2 層

目の砂層の上下層からは年代測定に適当な試料が得

られなかったため年代が得られていない．採取した 2

層の火山灰層はそれぞれ白頭山苫小牧火山灰（B-Tm）

と，十和田中せり火山灰（To-Cu）および十和田八戸

火山灰（To-H）の混在と同定された（第 9 図）．砂層

との位置関係から上位の砂層は 10 世紀以降，下位の

砂層は約 6000 ～ 900 年前に堆積したと考えられる．

　今後は，両地点で年代測定と珪藻分析を引き続き行

い，さらに調査地点を増やして研究を行う予定である．

第 1 図　…調査地域．Google…Earth を使用．
Fig.1　……Survey areas．
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第 2 図　東通村小田野沢の調査地点．
Fig.2　    Locations of core sites in Odanosawa, Higashidori Village．

第 3 図　…小田野沢の地質断面図．…
Distance は最も海側の地点から内陸への距離を示す．…
コア名を四角で囲った 3 地点においてハンディジオスライサーによる掘削を行った．

Fig.3　    Cross section of the transect in Odanosawa． 
Distance was measured from the easternmost core site． 
Geoslices were obtained in three sites which core names are framed in by square．

第 4 図　小田野沢で採取された泥炭層中に狭在する砂層．
Fig.4　  Sand sheet intercalated with peat in Odanosawa．
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第 5 図　小田野沢で採取された試料の柱状図．
Fig.5　  Columnar section of the core in Odanosawa．

第 6 図　三沢市織笠の調査地点（赤丸）．
Fig.6　… Locations of core sites in Orikasa, Misawa City．

第 7 図　織笠で掘削したピット．
Fig.7　……Pit in Orikasa．
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3．【相模トラフ】1703 年元禄関東地震の

断層モデル構築

3.1　目的と背景

　元禄関東地震は元禄十六年十一月二十三日（西暦

1703 年 12 月 31 日）に南関東で発生した地震（以下，

元禄地震）である．この地震による房総半島南部の地

殻上下変動や津波の規模は，同じく南関東一帯に大き

な被害をもたらした大正関東地震（以下，関東地震）

に比べて大きかった（松田ほか，1974；羽鳥，1976…

など）．一方，三浦半島だけに着目すると，地殻上下

変動量や津波の高さは両地震とも似ている（宍倉，

2003；羽鳥，1976 など）．これらの違いから，元禄

地震の際には大正地震で活動した相模湾周辺の震源断

層に加え，房総半島南端で大きな断層すべりがあった

と考えられてきた．

　元禄地震についてこれまで提案された断層モデル

は，おおよそ次の 2 つのモデルに分けることができ

る．すなわち，笠原ほか（1973）に代表されるよう

な震源域が相模湾から房総半島南部に及ぶモデルと，

Matsuda… et… al.…（1978）に代表されるようなさらに房

総半島の南東沖合にまで震源域が延びるモデルであ

る．震源域が房総半島南東沖合にまで及ぶか否かは決

着がついていない問題であった．

　この問題に決着をつけるため，本研究ではまず沿岸

部の地殻上下変動量を用いて元禄地震の陸域周辺のす

べり量分布を推定した．そして，千葉県九十九里浜の

元禄津波による浸水域に着目し，津波の計算浸水域と

比較することで，元禄地震の震源域が房総半島南東沖

合にまで達したか否かについて検討を行った．

3.2　解析内容と結果

　元禄地震の断層モデルを構築するために，沈み込む

フィリピン海プレートの上面の形状を既存研究（Sato…

et… al.,… 2005; 武田ほか ,…2007;…Tsumura… et… al.,… 2009）

を基に統合した（第 10 図）．このプレート上面を 34

枚の小断層に区分した．基本的には 15km × 15km

の小断層を設置したが，房総半島南方沖合ではプレー

ト形状が屈曲しているので，5km × 5km の準小断層

を配置して（たとえば小断層 7D は 6 枚の準小断層か

ら構成される）できるだけ隙間が生じないようにした．

小断層の傾斜角や上端深さは第 10 図のフィリピン海

プレートの上面深さから読み取り，すべり角について

は Sagiya（2004）による房総半島のすべり欠損の方

第 8 図　…織笠の地質断面図．…
Distance は最も海側の地点から内陸への距離を示す．

Fig.8　… Cross section of the transect in Orikasa．

第 9 図　織笠で採取された試料の柱状図．
Fig.9　… Columnar section of the core in Orikasa．
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向を参考に設定した．

　つぎに，測定された地殻上下変動量を入力データと

して，各小断層のすべり量（食い違い量）をインバー

ジョン手法により推定した．入力となる地殻上下変動

量データは，宍倉（2000）や宍倉・越後（2001）の

46 地点のデータを用いた．

　この結果，まず相模湾周辺に着目すると，大磯付

近から三浦半島にかけて 8m を超えるすべり量が推

定された（第 11 図）．一方で，房総半島に着目する

と，南端部において 10m 程度のすべり量が推定され

た．すなわち，元禄地震では大きな破壊が房総半島

南端まで及んだことが言える．なお，剛性率を 5 ×

1010Nm とするとモーメントマグニチュード（Mw）

は 8.1 と計算される．

　ところで，千葉県九十九里浜には元禄津波による死

者を弔う供養碑が点在してる（古山 ,… 1996）．この供

養碑の中には津波の波先を示しているものがあり，そ

れによれば当時の海岸線から約 1.5km 以上内陸まで

浸水したことがわかる（第 12 図）．

　本研究で推定した元禄地震のすべり量分布で，供養

碑から推定された津波浸水域を再現できるのか確認す

るために，元禄時の地形上で津波の浸水計算を行った．

この結果，第 13 図（a）のように，地殻上下変動量

から推定された元禄地震のすべり量分布により計算さ

れた津波の浸水域は津波供養碑の位置（赤丸印）まで

浸水しないことがわかった．すなわち，元禄地震の断

層モデルとしては地殻上下変動量から推定されたすべ

り量分布では不十分であることが示唆される．そこ

で，Matsuda… et… al.（1978）と同様に，第 10 図の小

断層 11 にも破壊が及んだと考え，すべり量 10m を

与えて津波の浸水計算を行った．この場合，地殻上下

変動量のみから得られたモデルに比べより奥まで浸水

し，津波供養碑などから推定された浸水域をおおむね

再現することがわかった（第 13 図 b）．この結果は元

禄地震の破壊域が房総半島南方沖にも及んだことを意

味する．ただし，沖合の小断層 11 の形状などには任

意性があり，断層の長さや幅あるいはすべり量につい

ては今のところ決定的な根拠はない．したがって，本

研究の解析結果は，「元禄地震による地殻上下変動量

は，房総半島南東沖合にまで達した」ことを示すにと

どまる．詳しくは，行谷ほか（2011）をご覧頂きたい．

なお小断層 11 の形状については，今後他の地点にお

ける津波高さのデータなどから検討したいと考えてい

る．

第 10 図　…統合したフィリピン海プレートの上面の深さと設置した断層面．

Fig.10… 　 Compiled geometry of the upper plate of the Philippine Sea plate (red contours) and 
locations of the sub faults (green rectangular)．
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4．【南海トラフ】

4.1　西伊豆地域における古津波痕跡調査

4.1.1　目的と背景

　南海トラフから駿河トラフにかけての海溝型巨大地

震は概ね 100 年～ 150 年間隔で繰り返すとされてい

るが，実際には多様な繰り返しパターンが見られる．

例えば，東海地震（駿河トラフ）・東南海地震（紀伊

半島中部から愛知県東部）・南海地震（高知から紀伊

半島西部）はしばしば連動して発生し，巨大化する

ことが知られている．1707 年宝永地震はそのような

破壊領域が連動した例で，地震動や津波が大きかっ

た．一方で，1944 年東南海地震と 1946 年南海地震

の際にはそれぞれの領域が単独で破壊したが，東海地

震の領域は破壊しなかった．こうした多様性を歴史・

先史時代を通して明らかにするため，活断層・地震研

究センター海溝型地震履歴研究チームでは，駿河湾周

辺の地殻変動履歴を解明しようとしてきた（藤原ほか

2007a など）．

　海溝型地震履歴研究チームでは，過去の地殻変動と

対応するような巨大津波のイベントを把握するため，

昨年度から西伊豆地域の低地帯で地質調査に着手し

た．本年度も同様の地域で調査を行い，詳細なイベン

ト堆積物の分布を調べた．

第 11 図　推定された元禄地震の断層すべり量分布．
Fig.11　    Slip amounts on the subfaults estimated from inversion 

analyses of the vertical movements for 1703 Genroku 
earthquake．

第 12 図　九十九里浜に点在する元禄津波の供養碑の位置．
Fig.12　…   Locations of tsunami memorial monuments (green 

circles) and locations where the 1703 tsunami arrived 
(red circles) along the Kujukuri coast．

第 13 図　…（a）沖合断層 11 の破壊がない場合の九十九里浜におけ
　……る計算浸水範囲．…

（b）沖合断層11が10…mすべった場合の計算浸水範囲．
Fig.13　…   Calculated tsunami inundation along the Kujukuri 

coast from the estimated slip amounts of the 1703 
earthquake (a) without and (b) with additional 
subfault located southeastern offshore of the 
Boso peninsula．
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4.1.2　調査内容と結果

　沼津市井田地区において，ハンディジオスライサー

を用いて合計 7 地点で柱状堆積物試料の採取を行っ

た（第 14 図）．この掘削調査結果と，昨年度までの

調査結果をあわせ，井田地区における堆積物の分布

を以下のように推定した．深さ 25-30cm 程度までは

耕作土が分布する．この耕作土の下には，厚さ 30cm

程度の砂礫層（以下，上部砂礫層）が存在するが，こ

れが盛り土によるものかどうか，現場では判別できな

い．耕作土と上部砂礫層の下位には有機質の泥層が深

さ 200-250cm 程度まで分布する．この有機質泥層に

は，小礫サイズの軽石が多く見られる層準が存在する．

さらに，この有機質泥層には，深さ 100cm 程度の層

準に明瞭な砂層が見られる（第15図）．この砂層には，

顕著な上方細粒化や，多重級化構造が認められる場合

がある．この砂層の起源を知るため，珪藻化石と有孔

虫化石の分析を行ったが，両分類群とも砂層からは全

く検出されなかった．

　今後は，深さ 100cm 程度に分布する砂層の起源を

特定するための分析を継続するとともに，砂層の年代

に関する資料を収集していく．

4.2　遠州灘沿岸における古津波堆積物の調査

4.2.1　目的と背景

　歴史的に東海～南海でそれぞれくり返し地震が発生

している南海トラフ沿いだが，古い時代については

東海か南海の片方しか記録が残っていないこともあ

る．古い時代の津波については遡上距離などが分かっ

第 14 図　沼津市井田地区における調査地点．
Fig.14　… Locations of cores and geoslices in Ita, Numadzu．

第 15 図　地点 111213-3 で採取された試料の写真．
Fig.15　… Photograph of geoslice at location 111213-3．
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第 16 図　遠州灘沿岸の地形（A）と主な調査地点（B，C）．
Fig.16　…   Maps showing the geomorphological classification around the 

Enshu-nada coast (A) and study sites (B and C)．

ていないことも多い．また，1707 年宝永地震のよう

に東海側と南海側が同時に破壊する連動型地震であ

ったが，その際には遠州灘沿岸で通常の東海地震とは

異なる隆起現象の発生も指摘されている（藤原ほか，

2007b など）．活断層・地震研究センターでは，東海

地震の再来間隔のより正確な推定，連動性の評価，浸

水範囲の推定，断層モデルの再検討を目的として，遠

州灘沿岸で歴史記録と地学的手法を総合した古地震・

津波のデータの蓄積と解析を進めてきた（藤原ほか，

2007b，2010 など）．

　その一環として平成 23 年度は，太田川低地（静岡

県磐田市）の元島遺跡周辺と，浜松平野西部で津波堆

積物の調査を行った（第 16 図）．元島遺跡は弥生時

代から 16 世紀頃にかけての複合遺跡で，1990 年代

から静岡県埋蔵文化財センターによって発掘調査が行

われてきた．この遺跡では 1498 年明応地震によると

考えられる液状化痕や，この地震と時を同じくして湊

の衰退が生じたことなどが知られている．また，遺跡

の約 500m 上流では太田川の洪水対策のために河道

の拡幅工事が行われている．これらの遺跡発掘現場と
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工事現場を対象に，静岡県や工事関係者などの協力の

下に法面の観察などを行った．浜松平野西部では現在

の海岸から約 2㎞内陸にある堤間湿地（池の跡）にお

いて掘削調査を行った．

4.2.2　調査内容と結果

【太田川低地】

　元島遺跡では，平成 22 年度と 23 年度に発掘され

た発掘ピットがあり，東西約 120m，南北（海－陸方

向）約 70m にわたって高さ 2 ｍから 4 ｍ程度の法面

が観察できた．弥生時代後期から古墳時代前期の遺構

を覆ってシルト層からなる湿地堆積物が堆積している

が，そのシルト層中に強い流水の突入を示す砂層が何

層か認められた．

　その一つは層厚が 20 ～ 30cm 前後あり，発掘ピッ

トの法面全周にわたって水平に広がっている（第 17

図 A）．この砂層は内部に級化する砂層が何枚も重な

る構造を持っており，流れが何度も起こったことを記

録している（第 17 図 B）．堆積年代は 14C 年代測定

によって 11 世紀後半と推定される．この砂層は上流

にある河川改修現場で見られる砂層③に対応するが，

そこでは非常に細粒である（第 18 図）．こうした特

徴は洪水ではなく，遡上した津波で形成されたことを

示している．この砂層は年代考証から，南海トラフ東

部で 1096 年に発生した永長地震による津波堆積物で

ある可能性が高い．この地震では信頼できる史料によ

って，かつての駿河国と伊勢国が津波の被害を受けた

ことは知られていたが（矢田，2009）太田低地が位

置する遠江国からの情報は初めてである．

　河川改修の工事現場では高さ 5m 程度の法面が東西

約 50m，南北（海－陸方向）約 500m にわたって連

続的に観察できた（第 19 図）．ここで見られる地層

は泥炭やシルト層を主体とするが，流水の突入を示す

砂層が少なくとも 5 枚認められた（第 18 図の砂層①

～⑤）．これらの砂層の大半は，陸側へ細粒化してい

たり，陸側へ向かう古流向を示す堆積構造が認められ，

津波堆積物である可能性が高い．

　5 枚の砂層のうち古い方の 2 枚（第 18 図の砂層①

と②）は，中に含まれていた土器や 14C 年代測定結

果に基づいて，4 世紀後半と 7 世紀後半にそれぞれ形

成されたと考えられる．4 世紀後半には袋井市の坂尻

遺跡（第 16 図 A）で液状化痕が見つかっており，東

海地域で強い地震が発生したことが推定されている

（寒川，2001 など）．これは歴史上未知の東海地震で

あるが，砂層①は 4 世紀後半に東海地震が発生した

ことをより確実にすると考えられる．

　7 世紀後半には歴史上最古の海溝型地震である白鳳

地震（684 年）が起きているが，歴史記録があるの

は南海側のみで，東海地震が起こったか否かは未確定

である．袋井市坂尻遺跡などでは 7 世紀後半の液状

化痕が見つかっており，白鳳地震とペアになる東海地

震の存在が指摘されていた（寒川，2001 など）．砂

層②が津波堆積物であれば，白鳳地震とペアとなる東

海地震が起きていたことの確証となる．

　今後は各砂層の運搬方向などの解析を進めて，津波

堆積物であることを確定するとともに，年代推定の精

度を上げる予定である．また，可能なものについては

太田川低地内での平面的な分布を抑え，津波の浸水範

囲の推定を試みる．

第 17 図　…1096 年永長地震による津波堆積物と考えられる砂層．砂層とシルト層の細互層からなる．
Fig.17　…   Tsunami deposit attributed to the 1096 Eicho earthquake.  

The tsunami deposit consists of an alternation bed of fine sand and silt. 
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【浜松平野】

　現在の JR 高塚駅南側から可美公園にかけて，かつ

て「高塚池」と呼ばれた沼地が広がっていたが，昭和

40 年までに埋立てられ，現在は水田，宅地，公園な

どになっている（第 16 図 C）．この池の跡とその周

辺で，休耕田などを借用してハンドコアラーによる掘

削調査を行った．この掘削調査の結果と周辺の工事ボ

ーリングの柱状図（静岡県のデータベースなどから収

集）を整理したところ，地表から 1m ないし 2m（場

所によってはそれ以上）は明治期以降の盛り土で，そ

の下に高塚池の堆積物が分布することが分かった．池

の堆積物は，上部の泥炭層と下部の粘土層からなり，

第 18 図　…河川改修現場の柱状図．…
位置は第 16 図 B を参照．

Fig.18　    Selected columnar sections along the 
river improvement site Location of 
the columns is shown in Fig. 16B. 

第 19 図　…河川工事現場で見られる中世の津波堆積物．…
葉理の発達した細粒－極細粒砂層からなり，陸側へ向かう古流向を示す．
スケールは 1…m．図 18 の柱状図では④に相当する．

Fig.19　…………A medieval tsunami deposit observed in a river improvement site.  
The tsunami deposit consists of laminated fine to very fine sand bed with 
current ripples showing a landward flow direction. Scale in 1 m in length. 
This tsunami deposit is equivalent to the sand bed ④ in the fig. 18. 
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その下は良く締まった砂層（砂丘など）である（第

20 図）．

　調査した多くの地点では，泥炭層と粘土層には厚さ

0.5cm から 10cm 程度の砂層が何枚か挟まる（第 21

図）．これらの砂層は級化や逆級化構造など強い流れ

から堆積した特徴がある．これらは津波堆積物の可能

性もあるが，起源の特定には至っていない．予察的な

年代測定の結果，粘土層から泥炭層への環境変化は

3800 年前頃と推定された．

　今後は，砂層が海側から供給されたか（津波の可能

性が高い），それとも陸側の砂丘から供給されたか（降

雨による可能性が高い）を特定するため，ジオスライ

サーなどによる掘削を追加し，砂層の流入方向を明ら

かにする．また，年代測定を追加して，砂層が堆積し

た時期の特定を進める．

第 20 図　…高塚池の代表的な柱状図（コアの位置は第 16 図 C 参照）．
Fig.20　    Representative columnar sections from the Takatsuka-ike, 

western Hamamatsu City Location of the columns is shown in 
Fig. 16C.

第 21 図　…高塚池の堆積物に見られる津波堆積物の可能性がある
砂層（コア 2011-1220-5）．

Fig.21　    Probable tsunami deposit (stratified sand bed) in the 
Core 2011-1220-5 from the Takatsuka-ike. 
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5．【琉球海溝】石垣島における津波堆積物調査

5.1　目的と背景

　琉球海溝沿いは，ほとんどが島しょ地域であるため，

古津波に関する記録は本州などに比べると限定的であ

り，歴史的に明確なものは 1771 年（明和八年）八重

山津波だけである．地形，地質学的には津波石に関

する調査研究があり（河名・中田，2004 など），宮

古島や石垣島では過去約 6000 年間に巨礫を動かすよ

うな津波が少なくとも 6 回あったと推定されている．

しかし，細粒堆積物からなる津波堆積物の報告はほと

んどない．そこで 2011 年 11 月に石垣島において陸

域に遡上した過去の津波の実態把握と履歴解明のた

め，ジオスライサー掘削及びピット掘削調査が行われ

た．本報告はおもにそこで得られたコアの記載と試料

の年代に関するものである．

5.2　調査内容と結果

　調査は石垣島南西部の新川（あらかわ）と名蔵（な

ぐら），東部の桃里（とうざと）の合計 3 地点で行っ

た（第 22 図）．

　新川ではジオスライサー掘削により深度約 3.5m ま

でのコアを採取し，5 点の 14C 年代測定試料を得た．

掘削地点は標高 3.8m で，現在の海岸線から約 500m

内陸の位置である（第 23 図）．かつては湿地であり，

現在は人工的に埋土によってサトウキビ栽培の農地と

なっている．得られたコアは下位に貝殻片を含むマ

トリクスサポートのやや固結した泥質礫層があり，そ

れを明瞭な境界をもって上方細粒化する貝殻片混じり

砂層が分布する（第 24 図）．それを腐植土層が覆い，

さらに人口埋土層が重なっている．これらのうち中位

の砂層は一連のイベントで堆積したと考えられる．下

位の泥質礫層中からは自生を示す合弁の二枚貝（ア

サリ；Ruditapes… philippinarum）が得られ，AD810-

1000 の年代を得た．砂層は 2 層に細分され粗～中

砂からなる下部の砂層から得た貝殻片（マルベニバ

トガイ；Afrocardium… thielei）は AD1550-1800 の年

代を示した．中～細砂からなる上部の砂層からは貝

殻片と木片の 2 つの試料がそれぞれ AD1580-1810，

AD1660-1950 の年代を示した．さらに砂層を覆う腐

植土層中に含まれる種子の年代は modern であった．

すなわちイベント層は最近 300 ～ 400 年以内に堆積

したと考えられる．

　名蔵ではジオスライサー掘削により深度約 3m ま

でのコアを採取し，2 点の 14C 年代測定試料を得た．

掘削地点は標高 4m で，現在の海岸線から約 2km 内

陸の位置である（第 25 図）．得られたコアは下位に

木片を含むやや固結した礫混じり泥層があり，それを

明瞭な境界をもって上方細粒化する貝殻混じり砂～

泥層が分布する（第 26 図）．それを腐植土層が覆い，

さらに人口埋土層が重なっている．これらのうち下位

の泥層中の木片から AD670-850 の年代を得た．砂層

はおもに中砂からなる下部の砂層とおもにシルトから

なる上部の泥層に細分される．それを覆う腐植土層か

第 22 図　…石垣島での調査地域．国土地理院発行 1/2.5 万地形図
使用．

Fig.22　  Survey areas in the Ishigaki Island. 

第 23 図　…新川での掘削調査地点．石垣市発行 1/2500 地形図使
用．

Fig.23　  Excavation survey site in Arakawa.
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ら得た木片の年代は modern であった．

　桃里では縦 1.5m ×横 1.0m ×深さ 1.5m のピット

掘削を行い，3 点の 14C 年代測定試料を得た．掘削

地点は標高 4.5m で，現在の海岸線から約 400m 内陸

の位置である（第 27 図）．得られたコアは下位にや

や固結した泥質砂礫層があり，それを明瞭な境界をも

って上方細粒化するサンゴ片および貝殻片混じりのシ

ルト質砂礫層および同時異相で泥質粗粒砂が分布す

る．それを腐植土層が覆い，さらに人口埋土層が重な

っている（第 28 図）．これらのうちシルト質砂礫層

および泥質粗砂がイベント層と考えられる．北壁面

のイベント層下部から採取したサンゴ片から AD690-

第 24 図　新川で採取した地層はぎ取り写真と地質柱状図．
Fig.24　    Photo and columnar section of the obtained core in 

Arakawa. 

第 25 図　…名蔵での掘削調査地点．石垣市発行1/2500地形図使用．
Fig.25　  Excavation survey site in Nagura. 

第 26 図　名蔵で採取した地層はぎ取り写真と地質柱状図．
Fig.26　…   Photo and columnar section of the obtained core in 

Nagura.

第 27 図　…桃里での掘削調査地点．国土地理院発行1/2.5 万地形図
「伊野田」使用．

Fig.27　  Excavation survey site in Tozato.
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880の年代を得た．また南壁面のイベント層中から得

た 2 点のサンゴ片は BC1870-1650 と AD420-600 と

いう年代を示した．14C 年代試料はすべて異地性の

ため，一連の層準から得た 3 つの年代はかなりばら

つきがあった．これらのうち最も新しい年代（AD690-

880）が最も堆積年代に近いと考えられるが，正確な

年代決定のためには今後，現地性かなるべくそれに近

い産状の試料の採取を行う必要がある．
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1．はじめに

　我々は，石狩低地東縁断層帯の地下構造を明らかに

するために，平成 22 年度より，石狩低地東縁断層帯

主部および南部周辺において新たな反射法地震探査・

重力探査ならびに既存反射法地震探査データの再処理

を実施している．平成 22 年度には，安平町早来緑ヶ

丘付近から苫小牧市柏原付近に到る 19.2km の勇払測

線 1（苫小牧－安平測線），千歳市柏台南付近から陸

上自衛隊東千歳駐屯地内を通り，馬追丘陵中心部付近

に到る 8.8km の勇払測線 2（東千歳駐屯地測線）に

おいて反射法地震探査（横倉ほか，2011）を，その

周辺において重力探査（岡田ほか，2011）をそれぞ

れ実施した．また再処理では，石油開発公団（1973）

による基礎物理探査「日高―渡島」の H72-5 測線，

H72-J 測線などの 7 測線，および石油公団（1987）

＊…Correspondence
1…産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門…（AIST Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation）
2…現在：東北大学災害科学国際研究所…（International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University）

石狩低地東縁断層帯南部における反射法地震探査
Seismic Reflection Survey across the Southern Part of the Eastern Boundary 

Fault Zone of the Ishikari Lowland, Hokkaido, Japan

横倉隆伸 1＊・山口和雄 1・岡田真介 1,2

Takanobu Yokokura1＊ , Kazuo Yamaguchi1 and Shinsuke Okada1,2

Abstract:…We are now carrying out geophysical surveys to reveal the subsurface structure of the Eastern Boundary Fault 
Zone of the Ishikari Lowland, Hokkaido, Japan. In the FY2011, we carried out one line of seismic reflection survey and re-
processing of old seismic reflection data. The survey called Yufutsu survey line 3 (Yufutsu-3) has a length of 19.7 km and 
ranges from the Tomakomai West Port, via the Abira river mouth and the Tomakomai East Port, to Mukawa town. The source, 
receiver, and recording system used in this survey were a mini-vibrator T-15000 (IVI Inc.), SG-10 with natural frequency 
10 Hz (Sercel Inc.), and the DSS-12 (Suncoh Consultants Co. Ltd), respectively. Source and receiver intervals were 2.5 m 
and 5 m in the western part of the line, respectively, and 10 m and 10 m in the eastern part. Sampling rate was 1 ms. 192-ch 
geophone arrays were used for each recording. The re-processed old data called the Hidaka-Nanbu survey line 1-1 (HN74-
1-1) has a length of about 45 km and ranges from the Abira river mouth in Tomakomai city, via Atsuma and Mukawa towns, 
to Atsuga in Monbetsu town. The source, receiver, and recording system used in this seismic survey were dynamite of 15-
20 kg, SGC-110, and the DFS-10000 (Texas Instruments), respectively. Source and receiver intervals were 100 m and 50 
m, respectively, and sampling rate was 2 ms. 24-ch geophone arrays were used for each recording. Data processing is still 
going on and some noise reduction methods are necessary to have final stacked sections. Preliminary stacked time-sections, 
however, show clear images of subsurface structure down to 2 s in the Yufutsu-3 line and down to 5 s in the HN74-1-1 line, 
and have good correlation with the surrounding geology. There are three anticlines in the Yufutsu-3 line. The eastern two 
anticlines are also seen in the corresponding locations of the HN74-1-1 line. These anticlines may be formed by a concealed 
east-dipping low-angle thrust fault, of which front may reach at least to CMP.200 in the Yufutsu-3 line. The Quaternary 
sediments which cover the western two anticlines show westward increase of layer thickness and gentle deformation 
concordant with the anticlines, indicating that the low-angle thrust fault may be still active. 

Keywords:   Seismic reflection survey, Eastern Boundary Fault Zone of Ishikari Lowland, Tomakomai, Mukawa, Subsurface 
structure, Thrust fault, Fold, Anticline, Syncline 

キーワード：反射法地震探査，石狩低地東縁断層帯，苫小牧市，むかわ町，地下構造，逆断層，褶曲，背斜，向斜
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第 1 図　…馬追丘陵周辺の反射法地震探査測線．マゼンタ色の測線が GSJ 勇払測線 3．基図：国土地理院数値地図 50,000「苫小牧」，「鵡川」，
「千歳」，「早来」，「恵庭」，「追分」．

Fig.1　…   Seismic reflection survey lines around the Umaoi hills. Magenta line: GSJ Yufutsu survey line-3. Base map: Tomakomai,  
Mukawa, Chitose, Hayakita, Eniwa and Oiwake, Digital Map 50,000 (Map Image), Geographical Survey Institute.
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による基礎物理探査「道南～下北沖」の D86-1 測線，

D86-E 測線などの 6 測線の通常再処理を実施し，さ

らに石油公団（1993）による基礎物理探査「日高地域」

H91-3 測線の高精度イメージング処理を実施した（山

口ほか，2011）．

　平成 23 年度は，苫小牧周辺の海岸沿いで 2 本の浅

部ボーリングが実施されるのに合わせ，両者を通る海

岸沿いの約 19.7km の勇払測線 3（苫小牧－むかわ測

線）を設定した．また本測線と平行する，石油開発公

団（1975）による基礎物理探査「日高南部」のうち

測線 1-1（以下 HN74-1-1 測線と称する）の再処理を

実施した．HN74-1-1 測線の既存処理結果のデジタル

データが存在していないため，発震データに戻って

再処理を行った．本報告は，勇払測線 3 と HN74-1-1

測線の概要および予備的処理結果に関する速報であ

る．本年度にはこのほか，「沿岸域の地質・活断層調査」

プロジェクトに関連した共同研究において，浅野ほか

（1989）の苫小牧 86 測線の再処理を行い，高精度イ

メージング処理の適用を試みた．これについては山口

ほか（2012，本報告書）に報告されている．これら

の測線を含む，石狩低地東縁断層帯およびその周辺

で実施された既往反射法地震探査については横倉ほか

（2011）にまとめられている．またそれら測線の位置

関係を第 1 図に示す．

2．測線位置の概要

2.1　GSJ 勇払測線 3

　本年度実施した反射法地震探査測線，勇払測線 3（苫

小牧－むかわ測線）は，苫小牧西港の北海道電力苫小

牧発電所東方から，海岸沿いに，苫小牧東港の北海道

電力苫東厚真発電所周辺を通り，むかわ町田浦一区

に到る約 19.7km の測線である．測線の始点から勇払

橋に至るまでの区間では，道道 781 号線（臨海南通）

と平行な海側の市道を，また勇払橋から厚真発電所に

至る区間は道道 781 号線を利用した．厚真発電所正

門からは発電所敷地内を通り，発電所東側の旧道（（株）

苫東管理地）を利用した．更に東方へは，市道を利用

して臨港大橋・浜厚真駅前を経て，国道 235 号線沿

いにむかわ町田浦一区へと到っている．本測線は，浅

野ほか（1989）の苫小牧86測線，石油開発公団（1975）

の HN74-1-1 測線，石油公団（1996）の SI95-A 測

線，SI95-B 測線の各測線にほぼ平行し，測線の一部

として佐藤ほか（1998）・Kato…et…al.（2004）の勇払

1997 測線を含んでいる．また石油公団（1996）の

SI95-3 測線，SI95-4 測線，SI95-5 測線とほぼ直交し

ている．探査は西側から東側へ向かって実施した．エ

ンドオン発震でロールアロングすることを基本とし，

測線東端では固定展開とした．

　本測線の西半部で，本プロジェクトの一環として 2

第 2 図　…勇払測線 3-1 の詳細測線図　緑：受振点．赤：発震点．青：CMP 重合測線．マゼンタ色の丸印 BT1，YF1 は小松原・小松原（2012）
の浅部ボーリング位置を示す．HN74-1-1 測線も併せ示す．基図：国土地理院数値地図 50,000「苫小牧」，「鵡川」．

Fig.2　    Detailed survey map of the GSJ Yufutsu survey line-3-1. Green: receiving points. Red: vibrating points. Blue: CMP stacking 
line. Magenta circles: shallow boring sites by Komatsubara and Komatsubara(2012). HN74-1-1 survey line is also plotted. 
Base map: Chitose, Tomakomai and Mukawa, Digital Map 50,000 (Map Image), Geographical Survey Institute.
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本の浅部ボーリングが実施されており（小松原・小松

原，2012，本報告書），それとの対比の可能性を探る

ため，変則的ではあるが，測線西半部では稠密発震・

受振とし，東半部では H22 年度測線とほぼ同等の探

査仕様とした．また本測線の処理にあたっては，稠密

発震・受振部分のみを細かい CMP 間隔とした処理と，

測線全体を粗い CMP 間隔とした処理の 2 種類を実施

することとした．便宜上，前者を勇払測線 3-1 と，後

者を勇払測線 3 と称することにする．測線 3-1 およ

び測線 3 の詳細測線図をそれぞれ第 2 図，第 3 図に

示す．図の緑点・赤点・青線はそれぞれ受振点・発震点・

CMP 重合測線を表している．HN74-1-1 測線の一部

もそれぞれ図示している．第 3 図には平成 24 年 5 月

に実施した勇払測線 4，5（未処理）の受振測線を参

考のためマゼンタ色の線で示している．

2.2　日高南部測線

　石油開発公団（1975）による基礎物理探査「日

高南部」の HN74-1 測線は，苫小牧市勇払の安平川

河口付近から，勇払郡鵡川町鵡川河口，沙流郡門別

町沙流川河口を経て，新冠郡新冠町に到る約 55km

の測線である．本測線は測線の大部分を占める西側

の HN74-1-1（約 45km）と東側の HN74-1-2（約

10km）に分かれているが，本報告では HN74-1-1 の

みを再処理した．本測線の南東端は門別町厚賀付近と

なっている．HN74-1-1 測線の西部，東部をそれぞれ

第 3 図と第 4 図に示す．図の緑点・赤点・青線はそ

れぞれ受振点・発震点・CMP 重合測線を表している．

図から分かるように，おそらく海岸侵食によると思わ

れるが，測線の一部に現在海となっているところが存

在する．

3．探査の概要

3.1　探査仕様

　勇払測線 3 では，震源として IVI 社製 T-15000 ミ

ニバイブレータ 1 台を用い，受振器には Sercel 社製

SG-10（固有周波数 10Hz）を用いた．発震点間隔お

よび受振点間隔は，西半部（測点番号 1 ～ 2082）で

第 3 図　…勇払測線 3 および HN74-1-1 西半部の詳細測線図　緑：受振点．赤：発震点．青：CMP 重合測線．マゼンタ色の丸印 BT1，
YF1 は小松原・小松原（2012）の浅部ボーリング位置を示す．平成 24 年度実施の測線 4，5 の受振測線（マゼンタ色の線）も
併せ示す．基図：国土地理院数値地図 50,000「苫小牧」，「鵡川」，「千歳」，「早来」．

Fig.3　    Detailed survey map of the GSJ Yufutsu-3 and the western part of the HN74-1-1. Green: receiving points. Red: vibrating 
points. Blue: CMP stacking line. Magenta circles: shallow boring sites by Komatsubara and Komatsubara(2012). The survey 
lines conducted in FY2012 are also plotted by magenta lines. Base map: Tomakomai, Mukawa, Chitose and Hayakita, Digital 
Map 50,000 (Map Image), Geographical Survey Institute. 
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第 4 図　…HN74-1-1 東半部の詳細測線図　緑：受振点．赤：発震点．青：CMP 重合測線．基図：国土地理院数値地図 50,000「鵡川」，「富
川」，「門別」．

Fig.4　    Detailed survey map of the eastern part of the HN74-1-1. Green: receiving points. Red: vibrating points. Blue: CMP stacking 
line. Base map: Mukawa, Tomikawa and Monbetsu, Digital Map 50,000 (Map Image), Geographical Survey Institute.

はそれぞれ 2.5m，5m とし，東半部（測点番号 2083

～ 3012）では発震点間隔および受振点間隔ともに

10m とした．発震周波数は西半部ではボーリング調

査との対比を考慮し 10-200Hz，東半部ではより深

部のイメージングを得るため 10-120Hz または 10-

80Hz とした．各発震あたり 192 チャンネルでデータ

を収録した．レコーディングシステムはサンコーコン

サルタント（株）製の分散型地震探査システム DSS-

12 を使用し，サンプリング間隔は 1ms とした．スイ

ープ長は 15s であり，リスニング長 1s とあわせ，コ

リレーション前の記録長は 16s である．最終的にエ

クステンディッド・コリレーションを行い，3s 記録

とした．使用した震源，受振器，データ記録ユニッ

トを第 5 図に示す．データ QC を行う場合を除き，現

場においてコリレーションおよび垂直重合を行わず，

各発震の 16s 生記録をそのままハードディスクに記

録した．探査仕様の詳細を第 1 表に示す．なお，現

場測定作業は，機材の設置・撤収を含め，平成 23 年

10 月 30 日～ 11 月 25 日の計 27 日間で行った．そ

のうち発震・データ収録作業を行ったのは 11 月 3 日

～ 24 日の 22 日間であった．

　石油開発公団（1975）の HN74-1-1 測線では，震

源としてダイナマイト 15 ～ 20kg が使用され，受振

器には SGC-110 が使用されている．発震点間隔は標

準 100m，受振点間隔は 50m である．また各発震あ

たり 24 チャンネルでデータ収録されている．レコー

ディングシステムはテキサス・インスツルメント社製

の DFS-10000 であり，サンプリング間隔は 2ms，記

録長は 5s である．探査仕様を第 2 表に示す．

3.2　データの質

　勇払測線 3 では，データは，測線の始点から勇払

橋に至る区間では概ね低ノイズ環境で取得することが

できたが，測点 200 ～ 270 区間の廃棄物処理場付近

では，作業用重機によるノイズが混入している．ま

た，勇払橋付近から厚真発電所付近（測点 1000 付近

～ 2080 付近）に至る市道区間では，大型トレーラー

による交通ノイズが混入している．さらに，発電所

（測点 2080 ～ 2170 区間）周辺では発電所からの連

続的なきわめて大きいノイズが，またコンテナ埠頭

（測点 1840）およびフェリー埠頭（測点 2250）周辺

では船舶によるノイズが，それぞれ混入している．厚
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 線測わかむ－牧小苫 線測地屯駐歳千東 線測平安－牧小苫 名線測

測線番号 測線 1 測線 2 測線 3-1 測線 3 

測線長 19.2 km 8.8 km 11.3 km 19.7 km 

探査方向 NE→SW WSW→ENE W→E 

震源 Y-2400 (IVI社) T-15000 (IVI社) 

台数 1台 1台 

発震点間隔 10 m 2.5 m 5 m (西半部)，10 m (東半部) 

スイープ周波数 10～100 Hz 10～200 Hz 10～200 Hz (西半部) 

10～120 Hz, 10～80 Hz (東半部) 

スイープ長 16 s 15 s 

垂直重合数 4 (標準) 2 (標準) 4 (西半部標準)，6 (東半部標準) 

総発震点数 1,861 869 4,958 3,012 

受振器 SG-10 (Sercel社) SG-10 (Sercel社) 

固有周波数 10 Hz 10 Hz 

アレイ 6 個バンチング 6 個バンチング 

受振点間隔 10 m 5 m 5 m (西半部)，10 m (東半部) 

展開 エンドオン (測線終端部は固定展開) エンドオン エンドオン 

(測線東端部は固定展開) 

総受振点数 1,920 876 2,273 3,012 

 中央記録ユニット Latitude E5500 (Dell社) Latitude E5500 (Dell社) 

 遠隔記録ユニット DSS-12 (サンコーコンサルタント社) DSS-12 (サンコーコンサルタント社) 

チャンネル数 240 ch 192 ch 

 サンプリング間隔 2 ms 1 ms 

 記録長 20 s (コリレーション前) 

4 s (コリレーション後) 

16 s (コリレーション前) 

3 s (エクステンディッド・コリレーション後) 

 CMP重合数 120 (標準) 96 (標準) 192 (西半部標準)， 96 (東半部標準) 

 CMP間隔 5 m 1.25 m 5 m 

 CMP数 3,599 1,656 8,810 3,834 

 CMP重合測線長 17,990 m 8,275 m 11,011.25 m 19,165 m 

第 1 表　GSJ 勇払測線の探査諸元
Table.1…………Field parameters of GSJ Yufutsu seismic reflection surveys. 

(a)

(c)

(b)

(d)

第 5 図　…使用機材．（a）…ミニバイブレータ（T-15000），（b）…振動部のクローズアップ，（c）受振器（SG-10），（d）…DSS-12 遠隔記録ユニ
ット（橙色の箱）とバッテリーパック（黄色の箱）．

Fig.5　    Field equipments. (a) Mini-vibrator (T-15000), (b) Close-up of vibrating apparatus, (c) Geophones (SG-10), 
(d) DSS-12remote acquisition unit (Orange box) and battery pack (Yellow box) . 
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調査名 石油開発公団 基礎物理探査「日高南部」 

測線名 測線 1-1 (HN74-1-1と表記する) 

測線長 約 45 km 

探査方向 NW→SE 

震源 ダイナマイト 

薬量 4kg/孔×5孔および 3kg/孔×5孔 (標準) 

3kg/孔×1孔 (表層補正用) 

発震深度 8～23 m 

発震点間隔 100 m (標準) 

垂直重合数 1 

総発震点数 444点 ＋ 58点(表層補正用) 

発震展開 エンドオン発震が基本 

(オフセットの異なる様々な発震パターンを使用) 

受振器 SGC-110 

受振点間隔 50 m 

総受振点数 901 点 

 記録ユニット DFS-10000 (Texas Instruments社) 

チャンネル数 24 ch 

 サンプリング間隔 2 ms 

 記録長 5 s 

 CMP重合数 6 (標準) 

 CMP間隔 25 m 

 CMP数 1770 

 CMP重合測線長 44,225 m 

第 2 表　HN74-1-1 測線の探査諸元
Table.2    Field parameters of HN74-1-1 seismic reflection survey.

真発電所から国道 235 号線に至る区間は，交通量は

比較的少なく低ノイズ環境であったが，データの S/N

は始点側の勇払市街地に比べ低い．国道 235 号線沿

いは，測線終点まで大型ダンプカーの通行量が多く，

多くの交通ノイズが混入している．また震源の効きが

他と比べて悪かった．この様にノイズの多い測定環境

であったため，可能な限り垂直重合数を増やし，良好

な記録の取得に努めたが，震源出力の違いもあり，昨

年度探査データに比べて全般的に S/N はかなり悪い

データとなっている．

　また HN74-1-1 測線では，ダイナマイトを 15 ～

20kg 使用していること，ほとんどが海岸沿いであり

人工的なノイズ源が少ないこと，などによりきわめて

良好な記録が得られている．

4．予備的データ処理

4.1　発震記録例

　勇払測線 3 に関しては，現場の生記録にバイブロ

サイス・コリレーション（今回はエクステンディド・

コリレーション）を施し，1 発震点における複数の発

震記録をダイバーシティー・スタックすることにより，

その発震点の発震記録とした．コリレーション後の記

録長は 3s である．測線上の約 1km おきの発震記録

例を第 6 図に示す．上述したように，厚真発電所周

辺からのノイズ，および国道 235 号線の交通ノイズ

がかなり高いことが良く分かる．また測線西部の方が

表面波の振幅が大きいという特徴がある．

　HN74-1-1 測線に関しては，約 1km おきの発震記

録のうち苫小牧よりの 20 発震分を第 7 図に示す．チ

ャンネル数が 24 と現在から考えれば非常に少ない事

が残念であるが，ノイズの少ないきわめて良好な記録

となっていることが分かる．

4.2　勇払測線 3のデータ処理

　稠密測線 3-1 においては 2.5m 間隔の発震記録をそ

のまま用いて CMP 間隔 1.25m の CMP ギャザーを作

成した．測線 3 においては西半部の 2.5m 間隔の発

震記録を垂直重合して 5m 間隔の発震記録を作成し，

西半部 5m 間隔，東半部 10m 間隔の発震記録を元に

CMP間隔5mのCMPギャザーを作成した．この結果，

測線 3-1 の標準 CMP 重合数は 96 であり，測線 3 の

西半部，東半部の標準 CMP 重合数はそれぞれ 192 重

合，96 重合である．また最大オフセットについても

西半部で約 1km，東半部で約 2km という違いがある．

　現在，測線 3 について，データ処理は周波数解析，

デコンボリューション，初動解析，静補正，第 1 次

速度解析などが終わり，表面波や厚真発電所に起因す

る大振幅のコヒーレント・ノイズの除去方法について

検討している段階である．まだ十分なノイズ抑制が

できていないため，処理に関して改善の余地が残さ

れている．現時点での重合後時間断面を第 8 図に示
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す．各 CMP ギャザーの平均標高を基準面として処理

を実施し，図のプロットにさいしては海抜 0m を往復

走時 0ms の原点としている．またプロットサイズと

分解能の関係から，プロットするトレース数を減らす

必要があったため，隣り合う 3 トレースを 1:2:1 の重

みを付けてミキシングしたのち，偶数番目のトレース

のみを抜き出してプロットしている．すなわちこれら

断面は CMP 間隔 10m に相当する断面となっている．

縦横比は，時間断面のため正確ではないが，およそ 2

程度に相当する．測線 3-1 については本報告では割愛

する．

4.3　日高南部測線HN74-1-1 のデータ処理

　本測線では約 45km の測線長にわたって合計 444

の発震記録が残されている．表面波を避けるためか，

オフセットを大きく取っている記録が多くなってい

る．そのため既存処理では 200ms 以浅はほとんど情

報を含んでいない．本調査では表層補正用のデータ

を得るため，計 58 地点でダイナマイト薬量 3kg の発

震記録が取られている．これらには浅部の情報が含ま

れているはずである．そこで今回は少しでも浅部の情

報を増やすため，この表層補正用の発震記録も加味し

て，計 502 発震記録として処理を試みた．これらか

ら CMP 間隔 25m の CMP ギャザーを作成した．標準

CMP 重合数は 6 程度である．

　データ処理は勇払測線 3 とほぼ同様の段階にあり，

ノイズ抑制に関して改善の余地は残されているが，も

ともとの記録が良好であるため，データ記録長 5s の

第 6 図　勇払測線 3 の発震記録例．
Fig.6　… Examples of shot gathers of the Yufutsu-3.
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第 7 図　HN74-1-1 測線の発震記録例．
Fig.7 　 Examples of shot gathers of the HN74-1-1. 

全体にわたって反射イベントを認めることができる．

現時点での重合後時間断面を第 9 図に示す．

5．議論およびまとめ

　上記のように，処理はまだ予備的な段階である

が，この段階であってもある程度の構造解釈が可能

である．石油公団（1996）による SI95-3，4，5 測

線の解釈結果を基に，勇払測線 3 と HN74-1-1 測線

の西側一部分に想定される地層境界を書き入れたも

のを第 10 図に示す．勇払測線 3 では，測線中央の

CMP.1750-1800 付近に軸を持つ顕著な背斜構造，断

面東部の CMP.2900 付近に軸を持つやや幅広な背斜

構造が存在する．HN74-1-1 測線でも，CMP.130 付

近と CMP.380 付近に勇払測線 3 の 2 つの背斜にそ

れぞれ対応する背斜が存在している．勇払測線 3 西

部の CMP.700 付近の往復走時約 1s のあたりにもや

や幅広な背斜が存在する．これは後述するように，

CMP.450 付近と CMP.850 付近に軸を持つ二つの近接

した背斜と見ることも可能である．

　また図から分かるように，滝の上層上部あるいは上

面付近に低角の逆断層が想定される．図中の低角逆断

層は石油公団（1996）の解釈から出てくるものであ

り，まだ断面をバランスしたものではない．産業技術

総合研究所（2007）には，SI95-A 測線のバランス断

面が示されているが，石油公団（1996）の解釈とは

地層境界が若干異なっている．特に大きく異なってい

るのは，川端層の下面の位置である．石油公団（1996）
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第 8 図　…勇払測線 3 の予備的重合断面．…
上段：測線図．下段：重合時間断面．縦横比はだいたい 2:1 に相当．基図：国土地理院数値地図 50,000「苫小牧」，「鵡川」．

Fig.8　    Preliminary stacked time section of the Yufutsu-3. 
Top: Survey line map. Bottom: Stacked time section. Vertical exaggeration is about 2. Base maps: Tomakomai and Mukawa, 
Digital Map 50,000 (Map Image), Geographical Survey Institute. 
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第 9 図　…HN74-1-1 測線の予備的重合断面．…
（a）測線西側，（b）測線東側．上段：測線図．下段：重合時間断面．縦横比はだいたい 2:1 に相当．基図：国土地理院数値地
図 50,000「苫小牧」，「鵡川」，「富川」，「紋別」．

Fig.9  　……Preliminary stacked time section of the HN74-1-1. 
(a)Western part of the survey line and (b)eastern part. Top: Survey line map. Bottom: Stacked time section. 
Vertical exaggeration is about 2. Base maps: Tomakomai, Mukawa, Tomikawa and Monbetsu, Digital Map 50,000 
(Map Image), Geographical Survey Institute.

(a)

(b)
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の解釈では川端層は断面東部で大きく厚さを増して

いく（当然ながら第 10 図でも同様の傾向を示す）と

している．一方，産業技術総合研究所（2007）では，

おそらく断面をバランスさせるためであると思われる

が，上部の平取層・軽米層，荷菜層の形状と同様に川

端層がほぼ一定の層厚となるような解釈を行ってい

る．どちらが真の姿に近いのか，あるいはまた別の解

釈が必要なのか，今後詳しく検討する必要がある．

　荷菜層，平取層・軽米層は地層境界と平行な層構造

を示しているが，その上位（おそらく鵡川層・萌別層

に相当）は西へ傾くプログラデーション的な構造を示

している（特に勇払測線 3 の西半部で顕著）．またそ

の上位（恐らく第四系に相当）の地層は大局的に中央

の背斜上部で薄く，西部へ向かって厚くなっている．

しかしその地層境界の形状を子細に見ると，荷菜層や

平取層上面の褶曲構造と良く対応した位置に，その振

第 10 図　…石油公団（1996）の解釈に基づく勇払測線 3 と HN74-1-1 測線の解釈．…
上段：測線図．中段：勇払測線 3．下段：HN74-1-1 の西端部．基図：国土地理院数値地図 50,000「苫小牧」，「鵡川」．

Fig.10　    Interpreted sections of the Yufutsu-3 and HN74-1-1 based on the interpretation by JNOC(1996). 
Top: Survey line map. Middle: Yufutsu-3. Bottom: HN74-1-1. Base maps: Tomakomai and Mukawa, Digital Map 50,000 
(Map Image), Geographical Survey Institute. 
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幅は小さいけれども同様な凹凸が見られる（例えば第

10 図中段のピンクの境界）．したがって CMP.1750-

1800 付近と CMP.700 付近の背斜を作る低角逆断層

運動は現在も継続中であると考えられる．変形（ある

いは低角逆断層）が西方へどこまで及んでいるかにつ

いては，少なくとも CMP.200 付近までは確実に及ん

でいると考えられる．

　横倉ほか（2011）では，背斜軸の連続性に関す

る異なった二つの解釈を示した．勇払測線 4 の探査

のさいに実施された現場簡易処理により，背斜軸は

測線 4 の測点 1050 付近を通ることが明らかとなっ

た．この事実と山口ほか（2012，本報告書）の苫小

牧 86 測線の高精度解析で示された正確な背斜位置も

加味したところ，横倉ほか（2011）の第 10 図に示

されたような可能性はほぼなくなった．隣接する勇

払測線 3，HN74-1-1 測線，SI95-A 測線相互の背斜の

第 11 図　背斜の対応．上段：勇払測線 3．中段：HN74-1-1 の西端部．下段：SI95-A 測線．
Fig.11……　 Corespondence…of…anticlines.…Top:…Yufutsu-3.…Middle:…HN74-1-1.…Bottom:…SI95-A.…
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第 12 図　…褶曲構造の連続性に関する一つの解釈．…
マゼンタ色の実線，波線はそれぞれ褶曲の振幅の大きいもの，小さいものを示す．緑色領域は平川・越後（2002）の第 2 図
の背斜部を，矩形は第 2 図の範囲を示す．基図は 1/50,000 地質図幅「苫小牧」（土居 ,1959），「鵡川」（山口，1960），「千歳」

（曽屋・佐藤，1980），「早来」（松野・石田，1960），「恵庭」（長尾・小山内・石山，1959），「追分」（松野・秦，1960）に，
活断層分布は中田・今泉（2002）による．

Fig.12　    A possible view of continuities of fold axes. 
The magenta solid and broken lines indicate large and small amplitude of folds, respectively. The green areas correspond to 
the anticlines in Fig.2 of Hirakawa and Echigo (2002), and the rectangle shows an extent of the figure. Base map: 1/50,000 
Geological Maps Tomakomai (Doi, 1959), Mukawa (Yamaguchi, 1960), Chitose (Soya and Satoh, 1980), Hayakita (Matsuno 
and Ishida, 1960), Eniwa (Nagao et al., 1959) and Oiwake (Matsuno and Hata, 1960). Active faults: after Nakata and 
Imaizumi (2002).
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対応を第 11 図に示す．東部の幅広な背斜はほぼ 1 直

線に並び，対応付けることができるが，その西方の

背斜は SI95-A と対応付けることは難しい．SI95-A 測

線の CMP.700 付近および CMP.1100 付近の背斜は，

対応付けるとすると，むしろ勇払測線 3 の CMP.700

付近の幅広な背斜へ収斂していくという解釈が妥当

のようである．第 11 図では SI95-A の大小 2 つの背

斜が勇払測線 3 の CMP.850 付近，CMP.450 付近に

対応するとして図示した．これらをもとに横倉ほか

（2011）の第 9 図を新たに改訂した背斜軸の連続性

を第 12 図に示す．横倉ほか（2011）で勇払測線 2

の CMP.1000 付近の撓曲について「この撓曲は，・・・

測線 1 と 2 の中間にある種苗管理センター胆振農場

付近の等高線が密になったあたり（ここは既掲載の撓

曲に相当する）から，北北西へと続くやや間隔の広が

った等高線群の延長上に位置している．したがって，

地形的に見ると，既掲載の撓曲から測線 2 で新たに

見出された撓曲へと続く分岐がこの周辺に存在する可

能性が考えられる．」と述べたが，その際想定される

撓曲の位置を図に書き込まなかった．第 12 図にはこ

の撓曲も中田・今泉編（2002）に準じて赤線および

赤矢印で図示した．

　今後は，本報告の反射法データを含めてこれまで本

プロジェクトで実施した反射法データ・他機関の既存

反射法データの高精度解析を進め，重力測定結果も併

せ，特に深部構造のより良いイメージングを行う予定

である．これにより，深部の低角逆断層の形状やどこ

まで西方に延長しているかなどを明らかにしたい．こ

れらの解析結果および平成24年度の反射法地震探査・

重力探査等の解析とあわせ，石狩低地東縁断層帯主部

および同断層帯南部の構造を明らかにして行きたいと

考えている．
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1．はじめに

　北海道苫小牧付近の陸域の既存反射法地震探査デー

タ（浅野ほか（1989）の「苫小牧 86」測線）を再解

析した．解析目的は，石狩低地東縁断層帯の最前縁部

（西縁）に関して，既存データの再解析を通じて，断

層帯の南部から海域への延長形態を明確にし地質解釈

資料を提示することである．

　再解析では，まず，現在の標準的な CMP 重合法を

適用した（標準処理）．標準処理は，既往の処理フロ

ー及びパラメータを参照・再評価した上で，データ品

質及びノイズ状況を勘案し，処理フロー及びパラメー

タの最適化を図った．その後，標準処理後の CMP ア

ンサンブルを入力として，特殊処理である CRS 法・

MDRS 法を適用した．

　反射法地震探査のデータ処理技術は時代と共に進歩

し，調査時期が古いデータでも，最新のデータ処理技

術の適用により，地下構造断面図の改善を図ること

が可能である．CRS 法（Common… Reflection… Surface…

Stack，Jager… et… al.（2001），Mann… et… al.（2007），

Schleicher… et… al.（1993））は CMP に属するトレース

だけではなく，その近傍の CMP を集積したいわゆる

Super… Gather を重合処理することで従来の CMP 重合

法と比べて飛躍的に高い重合数を得て，反射波の抽出

と品質改善を図る手法である．MDRS 法（Multi-Dip…

Reflection…Surfaces，Aoki…et…al.（2010））は複数の交

差する傾斜を持つ反射面のイメージングに対応可能な

改良型 CRS 法である．

　本報では，MDRS 法を主体としたデータ再解析の詳

細を述べ，再解析の標準処理と MDRS 法による断面

図を比較し，MDRS 法によって改善された箇所を指摘

する．また，参考のために 1986 年のデータ処理との

対比結果を提示する．

＊…Correspondence
1…産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門…（AIST Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation） 
2…（株）地球科学総合研究所（JGI, Inc.）
3…東北大学（Tohoku University）

MDRS 法による苫小牧 86測線反射法データの再解析
Re-processing of Tomakomai86 seismic reflection data by MDRS method

山口和雄 1＊・阿部　進 2・横倉隆伸 1・岡田真介 3

Kazuo Yamaguchi1＊ , Susumu Abe2, Takanobu Yokokura1 and Shinsuke Okada3

Abstract: We re-processed a 15km long seismic reflection data in the southern area of the Eastern Boundary Fault Zone of 
the Ishikari Lowland, Hokkaido, which had been acquired and processed in 1986. The data was pre-processed by the standard 
CMP stack method of nowadays with reexaming parameters and some additional menus, then processed by CRS (Common 
Reflection Surface) and MDRS (Multi-Dip Reflection Surface) methods. Finally, we obtained newly stacked time section, 
time migrated section, depth section by standard CMP method, and those by MDRS method. Data quality is remarkably 
improved in shallower part than 2s in two way time on the newly CMP stacked section and deeper part than 2s in two way 
time on the MDRS section, respectively. In particular, apparently east dipping events have good continuities and strength 
between 2s at the west edge of the section and 5s at the east edge. They can be correlated to the Ishikari formation on the 
basis of well loging data and velocity analysis near the seismic survey line.

Keywords:   Seismic reflection survey, data processing, CMP stack method, CRS, MDRS, Eastern Boundary Fautl Zone of 
Ishikari Lowland, subsurface structure

キーワード：反射法地震探査，データ処理，CMP 重合法，CRS，MDRS，石狩低地東縁断層帯，地下構造



―  76  ―

平成 23 年度　沿岸域の地質・活断層調査　研究報告

2．再解析データ

　対象としたデータは，文部省による昭和 61 年度自

然災害特別研究「地震動予測精密化のための地下深部

構造の研究」（浅野ほか（1989））において取得され

た「苫小牧 86」測線の反射法データである．これは

東京大学地震研究所の浅野周三教授（当時）を中心と

するグループが研究主体となって行われた調査であ

る．調査は，前年度（昭和 60 年）に実施された「長

沼 85」測線調査と共に，我が国で初めて取得された

バイブロサイス反射法による学術研究目的の深部地

殻構造探査に該当する．第 1 図に，受振点，発震点，

CMP の位置を示す．調査測線は，道道 1046 号鵡川・

厚真線と道道 259 号上厚真 - 苫小牧線を通る長さ

14.85km の北西 - 南東方向のほぼ平坦な測線である．

測線周辺地域の多くは耕作地，牧場，荒地であり，厚

真町上厚真地区には民家及び工場が点在する．発震点

は総て公道上に位置し，測線の東側約 1/3 区間が未

舗装道路，残りの 2/3 区間は舗装道路である．受振

機材はほぼ道路沿いに配置された．表層地質は最上部

が火山灰層で，その下部に層厚変化を伴う草炭層が分

布している．第 1 表にデータ取得仕様一覧を示す．

3．データ再解析

　第 2 図に再解析フローチャートを，第 2 表に既往

データ解析と再解析のパラメータ一覧を示す．

第 1 図　…苫小牧 86 測線の位置図．青：受振点，赤：発震点，黒：CMP/MDRS 重合測線と CMP 番号．…
基図：国土地理院 2 万 5 千分の 1 数値地図「遠浅・厚真・上厚真・軽舞・早来・幌内」．

Fig.1　    Location map of the Tomakomai 86 seismic reflection survey line. Blue line: receiver, red line: source, black 
line: CMP/MDRS line with CMP numbers. Basemap: Toasa, Atsuma, Kamiatsuma, Karumai, Hayakita, 
Horonai, Digital Map 25,000, Geographical Survey Institute.
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系統 項目 本観測用　内容・パラメータ

震源 バイブレータ　Y-900LF(FAILING社製)　

台数 4台

標準発震点間隔 50ｍ

発震区間 14.85km

スイープ長 20sec

標準発震回数 / 発震点 15回

スイープ周波数 8～43Hz

総発震点数 200点

受振点間隔 50m

受振器 / 固有周波数 OYO McSEIS 111 / 8Hz

受振器アレイ / アレイ長 6個組*4グループ / 2m間隔

展開長及び展開パターン 4.8km（終点発震，移動展開）

受振測線長 14.85km

総受振点数 298点

探鉱機 GUS-BUS（GUS社製）

サンプルレート 4msec

チャンネル数 96ch

記録長 12sec（相互相関後）

VP1.5－VP203.5　終点発震

VP204.5－VP250.5　固定展開

Near Offset 125m

Far Offset 4900m

発震

震源系

受振系

記録系

レイアウト

第 1 表　苫小牧 86 測線　データ取得仕様一覧．
Table 1  Data acquisition specification of the Tomakomai 86 survey.

FIELD DATA

FORMAT CONVERSION
[ SEGY->SuperX ]

PREPROCESSING on SHOT RECORDS(STEP 1)
COMPILATION of FIELD DATA / TRACE EDIT
GEOMETRY APPLICATION to TRACE HEADER
DEFINITION of CMP STACKING LINE

NAVIGATION
DATA

GENERATION of GEOMETRY
INFORMATION TABLES

PREPROCESSING on SHOT RECORDS(STEP 2)
・REFRACTION STATIC CORRECTIONS to FDP
・FIRST BREAK MUTE
・TRACE SCALING by AGC
・COHERENT NOISE SUPPRESSION 

by VELOCITY FILTER
・WHITENING DECONVOLUTION

PROCESSING on CRS-SUPER GATHER
・SUPER-GATHER GENERATION
・TRACE BALANCING
・MULTI-DIP CRS SCAN(ALPHA/Kn) 

MULTI-DIP CRS STACK
F-X PREDICTION FILTER
TV FILTER
KIRCHHOFF TIME MIGRATION
DEPTH CONVERSION

CRS CONTINUOUS Knip SCAN
using SUPER GATHER

FIRST-BREAK
PICKING

REFRACTION ANALYSIS 
by EXTENDED TIME-TERM METHOD

PRELIMINARY VELOCITY ANALYSIS
[ 1000m interval ]

PREPROCESSING on CMP ENSEMBLES
・CMP SORTING
・RESIDUAL STATIC CORRECTIONS
・NMO CORRECTIONS
・NMO STRETCH MUTE

CMP STACK
F-X PREDICTION FILTER
TV FILTER
KIRCHHOFF TIME MIGRATION
DEPTH CONVERSION

STACKING
VELOCITY ANALYSIS

[ 500m interval ]

第 2 図　データ再解析フローチャート．
Fig.2……　Data processing flow. 



―  78  ―

平成 23 年度　沿岸域の地質・活断層調査　研究報告

既往解析（1986）

フォーマット変換及びデータ編集

発震点範囲 VP1.5－VP203.5（終点発震）

VP204.5－VP250.5（固定展開）

受振点範囲 Loc.1004－Loc.1301

トレースヘッダーへの測線情報の入力

CMP間隔 25ｍ

重合測線からの最大許容偏倚 制限無し

屈折初動解析

屈折初動読み取り位相 正のピーク位置

屈折波同定オフセット範囲 400－850ｍ

表層基底速度算出の空間ブロック長 3750ｍ

適用

振幅補償

指数関数型補償（α, β, γ型）

AGC適用ゲート長 -

コヒーレントノイズ抑制処理

アルゴリズム -

適用領域 -

通過帯域 -

デコンボリューション

アルゴリズム
時間領域トレース単位デコンボ

リューション

前提とするウェーブレット位相 最小位相

予測距離 32ms

零オフセット位置における設計ゲート長 300－2300ms（SPTV）

オペレータ長 250ms

プリホワイトニングファクター 5.0%

静補正 標高補正速度： 1600m/s

浮動基準面の定義 定義なし

補正内容 表層補正及び標高補正

標準処理 CRS・MDRS処理

速度解析

解析内容 重合速度 重合速度 CRS Knip search

解析点間隔 500m 500m Continuous

解析速度数 40　（1400-6800 m/s） 50　（1500-5000 m/s) Continuous

残差静補正

アルゴリズム Linear Traveltime Inversion Linear Traveltime Inversion Linear Traveltime Inversion

時間シフトの最大許容値 15ms 4～8ms 4～8ms

時間ウィンドー 300-2500ms 300-2000ms 300-2000ms

CMP/CRS重合

アルゴリズム CMP Stack CMP Stack MDRS Stack

NMOストレッチファクター 1.5 2.5（Mute design） －

重合前振幅調整 300msec 300msec 300msec

重合オフセット距離範囲 0－4800m 0－4800m 0-4800m

解析アルゴリズム Stolt F-K Kirchhoff Kirchhoff

下方接続ステップ(msec) - - -

最大アパチャー距離 5000m 5000m

最大傾斜角度 90degree 75degree 75degree

周波数-空間領域フィルター

空間オペレータ長 - 3 CMPs 3 CMPs 

空間ウィンドー長 - 50 CMPs 50 CMPs

時間ウィンドー長 - 1000ms 1000ms

帯域通過フィルター

オペレータ長 200ms 500ms 500ms

周波数通過帯域 Time-variant Time-variant Time-variant

Loc.1004－Loc.1301

再解析（2011）

VP1.5－VP203.5（終点発震）

VP204.5－VP250.5（固定展開）

800ms

25ｍ

制限無し

幾何減衰補償

200-600ｍ

正のピーク位置

適用

3750ｍ

重合後時間マイグレーション

周波数-空間領域速度フィルター

初動ミュート

表層補正及び標高補正

時間領域トレース単位デコンボリューション

最小位相

32ms

300－2500ms（ATTV）

250ms

5.0%

-3000m/s～+3000m/s

NMO補正後の共通発震記録

定義なし

標高補正速度： 1600m/s

第 2 表　…データ再解析パラメータ．1986 年の既往解析パラメータと合わせて示す．
Table 2……Data processing parameters.
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3.1　標準処理

　標準処理では，1986 年度当時の各処理ステップに

おけるパラメータを，現在の反射法データ処理技術に

照らして精査の上，最適値に修正した．併せて，深部

反射波に関わる S/N 向上を前提として，コヒーレン

トノイズ及びランダムノイズ抑制処理を新たに適用し

た．以下に，データ解析内容を記述する．

（1）……フォーマット変換及びデータ編集（Format…

Conversion…and…Trace…Edit）

　フィールドデータに記録された原記録を

SuperX（JGI…Internal…Format）フォーマットへ変

換した．S/N 比が著しく低く，初動が判別出来な

いトレースは処理対象から除外した．

（2）……トレースヘッダーへの測線情報の入力（Geometry…

Application）

　SuperX トレースヘッダーに，発震点，受振点

及び各 CMP のインデックス，座標，標高値，オ

フセット距離，基準面標高値等の測線情報を入力

した．データ処理の基準面は平均海水面位置に設

定した．

（3）屈折波初動解析（Refraction…Analysis）

　改良型タイムターム法による屈折初動解析を行

い，受振点及び発震点タイムターム値と表層基底

層速度を算出した．表層速度は500m/secとした．

（4）……基準面に対する静補正（Static… Corrections… to…

Datum…Plane）

　平均海水面に対する静補正を実施した．静補正

は，標高補正量及び表層補正量の和として各発震

点，受振点に与えた．表層補正量は（3）の結果

を用いた．

（5）初動ミュート（First…Break…Suppression）

　屈折波の初動部分及び Reververation の抑制を

目的として初動ミュートを適用した．

（6）振幅補償（Gain…Recovery）

　弾性波の振幅変化を補償することを目的とし

て，自動振幅調整による振幅補償を行った．

（7）……コヒーレントノイズ抑制処理（Suppression… of…

Coherent…Noise）

　比較的継続時間の長い屈折波多重反射波を抑制

するために，NMO 補正及び屈折波静補正後の共

通発震点アンサンブルに対して，周波数 - 空間領

域速度フィルターを適用した．

（8）デコンボリューション（Deconvolution）

　基本波形を地震トレースから推定・除去し，記

録の分解能向上を図るために，トレース単位の最

小位相型デコンボリューションを適用した．

（9）共通反射点編集（Common…Midpoint…Sorting）

　上記（2）の受振点，発震点位置にしたがって

共通反射点編集を行った．

（10）重合速度解析（Stacking…Velocity…Analysis）

　定速度重合法による速度解析を実施した．また，

残差静補正後に再度速度解析を行った．この速度

関数は，後述の CRS パラメータ探索における初

期値としても使用した．

（11）残差静補正（Residual…Static…Corrections）

　Surface-consistent な発震点，受振点残差静補

正量を LTI（Linear…Travel-… time… Inversion）によ

って統計的に計算し適用した．

（12）NMO 補正（Normal…Moveout…Corrections）

　速度解析によって求められた重合速度 - 時間の

関数を時間 - 空間方向に内挿し，その速度テーブ

ルに従って NMO 補正を適用した．同時にストレ

ッチミュートを実施した．

（13）ミュート（Outside…Mute）

　NMO 補正に伴う波形の伸長及び Far オフセッ

ト側に残留する屈折波初動部分を抑制する目的

で，ミュート処理を全 CMP アンサンブルについ

て設計し適用した．

（14）共通反射点重合処理（CMP…Stacking）

　NMO 補正および残差静補正適用後の共通反

射点アンサンブルの全オフセット距離について

CMP 重合処理を実施した．

（15）……周波数―空間領域予測フィルター…
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（F-X…Prediction…Filter）

　周波数 - 空間領域においてランダムノイズを抑

制し相対的に S/N を向上させる F-X 予測フィル

ター処理を実施した．

（16）帯域通過フィルター（Bandpass…Filter）

　零位相帯域通過フィルターを適用した．周波数

通過帯域は以下に示す通り時間方向に可変とし

た．
往復走時 [sec] 通過帯域 [Hz]

0 6-40
6.0 6-35
12.0 6-30

（17）……キ ル ヒ ホ ッ フ 型 時 間 マ イ グ レ ー シ ョ ン

（Geometry-oriented…Kirchhoff…Time…Migration）

　時間断面上の反射点位置を実際の位置に移動さ

せ，回折波を回折点に復元することを目的とし

て，キルヒホッフ型時間マイグレーションを適用

した．マイグレーション速度は時間及び空間方向

に平滑化した重合速度を用いた．

（18）深度変換（Depth…Conversion）

　重合速度プロファイルから，時間及び空間方

向に平滑化した平均速度分布を用いて，Vertical…

Stretch 法による深度変換を実施した．

　第 3 図に標準処理で得られた CMP 重合時間断面図

を示す．また，対比のため，第 4 図に 1986 年段階

の CMP 重合時間断面図を示す．

3.2　MDRS 処理

　CRS 法及び MDRS 法による高精度イメージングに

おいては，残差静補正適用後の CMP アンサンブルを

入力とした．

（1）CRS 法

　MDRS 法の第一段階として CRS 法を適用した．

直線状の 2 次元測線における CRS 法の走時近似

式は，

　ここで TO（mO,hO）と T（xm,h）は CMP- ハーフオ

フセット座標におけるゼロオフセット反射波線とその

近軸波線の往復走時，xm-xO は中点間の距離，h はハ

ーフオフセット，vO は地表付近の媒質の速度である．

KN,…KNIP は N 波（Normal…wave の略；反射面上の各点

から同時に発する波で，観測面（地表）に向けて進行

する）と NIP 波（Normal… incident… point… wave の略；

ゼロオフセット反射波線の反射点からの点震源波動で

ある）と呼ぶ仮想の波の到来方向と波面の形状に関す

るパラメータである．αは地表への NIP 波の入射角

を表し，KN と KNIP はそれぞれ N 波と NIP 波の地表付

近での曲率である．

　本解析では，αの一次元探索，αと KNIP の二次元

探索，αとKN の二次元探索，という順の3ステップで，

各パラメータの範囲と刻み幅を適切に設定し，センブ

ランス値を最大にするパラメータを探索した．

（2）MDRS 法

　本調査地域では，褶曲構造及び衝上断層群が卓越し，

ゼロオフセット断面上で反射波が交差する状況（コン

フリクティング・ディップ）が予想される．このよう

な状況に対応するため，第二段階として，高精度 CRS

解析として位置付けられる MDRS 法を適用し，複数

の交差する傾斜を持つ反射面のイメージングの改善を

実施した．MDRS 法は，S/N 比を改善しながらコンフ

リクティング・ディップのイメージングを達成するこ

とが可能である．

　MDRS 法ではまず予測した反射波の出現角の範囲を

幾つかの領域に分割し，それぞれの領域で CRS 法を

適用した CRS 重合記録（MDRS サブセクション）を

作成する．次に，CRS 法の副産物であるセンブランス

アトリビュートを参照し，サンプル単位に MDRS サ

ブセクションの並び替えを行うセンブランス・ソート

法によって反射波イベントを抽出する．最後にこれら

の重ね合わせを行って MDRS 重合記録を作成する．

　第 5 図に MDRS 解析における Super… Gather の

例を示す．左側には標準処理の CMP 重合処理結果

（CMP100-300）と CMP…Gather（CMP100，NMO 後）

を示した．CMP… Gather においては，発震点の抜けや

トレースエディットなどにより，トレースのオフセッ

ト間隔が疎らであり，1.5 秒以深で反射波を確認する

ことが困難である．第 5 図の右側に CRS 重合処理結

果（CMP100-300）と CRS…Super…Gather（CMP100，

NMO 後）を示す．CRS…Super…Gather においては，50

ｍ間隔でトレースが最大オフセットまで密に存在し，

浅部から深部まで全域に亙って反射波を確認すること

が容易である．

（3）CRS による速度構造の推定

　CRS 法では，NMO 速度や RMS 速度を明示的に推
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第 3 図　再解析標準処理　CMP 重合時間断面図．
Fig.3　    CMP stacked time section by standard processing of this study.
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第 4 図　1986 年既往処理の CMP 重合時間断面図．
Fig.4　…   CMP stacked time section by previous processing in 1986.
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定しているわけではないが，CRS のパラメータから

RMS 速度プロファイルを推定することが可能である．

標準処理の速度解析結果と同じ傾向の速度構造が得ら

れ，MDRS 解析の妥当性を確認した．

3.3　MDRS 重合後の処理

　標準処理の CMP 重合後と同様の処理を適用した．

（1）……キ ル ヒ ホ ッ フ 型 時 間 マ イ グ レ ー シ ョ ン

（Geometry-oriented… Kirchhoff… Time… Migration）…

前節（17）と同じ．

（2）……深度変換（Depth…Conversion）…

前節（18）と同じ．

　 第 6 図 [1]，[2]，[3] に MDRS 解 析 で 得 ら れ た

MDRS 重合時間断面図，MDRS 重合後時間マイグレー

ション断面図，MDRS 深度断面図を示す．

4．考察

　再解析の標準処理断面図（第 3 図）を 1986 年当

時の結果（第 4 図）と見比べると，全体としてイベ

ントの連続性が向上した．極浅部から走時 2s 付近の

部分は，再解析の方がイベントが連続し振幅も強いが，

それ以深は両断面に大きな差はない．

　MDRS 処理断面図（第 6[1] 図）を CMP 重合処理結

果（1986 年処理（第 4 図）及び今回の標準処理（第

3 図））と比較すると，Super… Gather 生成による平滑

化の影響は否めないものの，認定できる反射面が増え

いずれも連続性が良い．走時 2s より深い部分の東傾

斜のイベントは，標準処理では弱振幅で断片的に認

められるだけであるが，MDRS 処理により連続性の向

上が顕著である．厚真川横断箇所において浅部デー

タが欠落していた CMP220 ～ 250 付近では，Super…

Gather による内挿効果によって，浅部がイメージン

グされている．一方，極浅部に関しては，MDRS 処

理よりも標準処理結果の方が分解能が高い．また，

MDRS 重合時間断面図では，3s より深部で西に緩く

傾斜する短いイベントが見られ，調査地の地層傾斜な

どから，これらは偽像である可能性が高い．

　国安ほか（2004）によれば，日高山地西縁部から

石狩低地に至る中央北海道南部地域は 3 つの地質構

造帯から成り立つと考えられる．西側の勇払地域は，

浅部における構造変形が極めて乏しく，主に滝の上層

以下の地質によって構成される伸張性構造群が地下深

部の地質構造を支配している．東側の日高山地西縁部

は，強力な圧縮性の造構応力場で，深部にまで至る複

数階建てのデュープレックス構造で特徴付けられる地

域である．両者の中間に位置する馬追丘陵部は，浅部

ではスラストなどの圧縮性構造が発達するが，深部で

は正断層による伸張性構造の発達で特徴付けられる遷

移地域に相当する．本測線は，この遷移地域のさらに

西部に位置する．石狩低地帯南部の千歳 - 苫小牧地域

の東部地域では数条の伏在褶曲の存在が指摘されてい

る（佐藤ほか，1998）．本測線西部域の静川背斜構造

は，こうした伏在褶曲の一つであり，日高衝突帯前縁

第 5 図　CRS 解析のスーパーギャザ．
Fig.5　  Super gather of CRS processing.
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第 6[1] 図　MDRS 処理　重合時間断面図．
Fig.6[1]　  MDRS stacked time section.
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第 6[2] 図　MDRS 処理　時間マイグレーション断面図．
Fig.6[2]  　MDRS time migrated section.



―  86  ―

平成 23 年度　沿岸域の地質・活断層調査　研究報告

第 6[3] 図　MDRS 処理　深度断面図．縦横比は 1:1．
Fig.6[3]　    MDRS depth section. No vertical exaggeration is applied.
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褶曲・衝上断層帯の西側先端部でその影響を強く受け

ている．

　本再解析では，MDRS 処理を適用した結果，静川背

斜を中心とする伏在褶曲構造，その褶曲構造を規定す

る衝上断層群の解釈に必要な堆積盆に関する基本形状

把握が可能となった．静川背斜頂部に掘削された「静

川 SK-4 号井」（CMP410/SP209）では，振老層（川

端層）及び滝の上層の層厚が厚く，古第三系には到達

していない（浅野ほか，1989）．検層結果を参照する

と，平取 - 軽舞層基底相当 1500m 以深では P 波速度

は漸増傾向を持ち，岩相はシルト・泥岩が主体であり，

凝灰岩が数レベルで挟在するに止まっている．反射断

面図では，この区間は反射波に乏しい Transparent な

反射パターンを示しているが，その以深においては，

静川背斜頂部位置で往復走時 2.5-3.5 秒に数条の深部

反射波が抽出された．これらの反射波群は CRS 解析

の速度情報を参照すると，石狩層群夾炭層及び礫岩層

相当である可能性が高く，見掛けで約 20 度の東傾斜

を伴い，勇払平野東部域（測線東端）においては約

8000m の層厚を持つ堆積盆深部を構成する．

5．おわりに

　石狩低地東縁断層帯の最前縁部（西縁）について，

断層帯の南部から海域への延長形態を明確にし地質解

釈資料を提示することを目的として，苫小牧付近の既

存反射法地震探査データ（浅野ほか（1989）の「苫

小牧 86」測線）を再解析した．再解析は現在の標準

的な CMP 重合法と特殊処理 MDRS 法を適用した．そ

の結果，極浅部から往復走時 2s 付近までは標準的な

処理により反射面の連続性と振幅強度が改善され，2s

～ 5s の深い部分では MDRS 法により東傾斜を伴う反

射面の連続性と振幅強度が大きく改善された．この東

傾斜の反射面は石狩層群夾炭層及び礫岩層相当と考え

られ，断面東端では深度 8000m に達する．

　今後，この地域の構造形成と石狩低地東縁断層帯の

形状把握を高度化する上で，CRS パラメータ探索手法

の再検討，CRS 速度による重合前深度マイグレーショ

ン適用等，改善の余地は残されていると考えられる．

　本研究は，産業技術総合研究所と（株）地球科学総

合研究所の共同研究として実施した．データ再解析業

務には（株）地球科学総合研究所が同社の地震探査デ

ータ解析ソフトウェア SuperX を使用した．
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1．はじめに

　地震波干渉法の理論は 1960 年代頃から研究されて

きたが，理想的にデータを取得することが困難なこと

もあり，あまり活用されてきたとは言い難い．しかし

ながら，近年，調査機器の高性能化や理論の成熟・普

及が進んだことなどから（たとえば… Shuster,… 2009），

注目されるようになってきた．理想的なデータを取得

することができれば，制御震源の代替として地震波干

渉法を地下構造調査に適用することが可能かもしれな

い．しかしながら，様々な制約により理想的なデータ

を取得することは容易ではない（たとえば相澤ほか，

2008）．人工地震探査に用いるような制御震源を使用

する場合には，振動が効率的に地中の深い方向に伝搬

し，地震波干渉法の適用に適したデータを取得するこ

とができるが，そもそもこの場合は，敢えて地震波干

渉法を適用するまでもない．逆に，人間活動によって

生成される振動，たとえば交通雑音による振動などは

地中深くに伝播しにくく，表面波が卓越する．このた

め，表面波の分散特性を利用した地下構造調査には比

較的適用されているが，実体波が利用されることは少

ない．

　伊藤ほか（2010）によって宮城県北部で実施され

た地震波干渉法実験では，上下動成分を中心に 10m

間隔で受振器を設置し，100m 間隔で 3 成分受振器

を設置した．この結果，上下動成分は表面波が卓越

し，反射法地震探査の処理を適用したものの，その結

果の信頼度は低く，課題を残した．一方，100m 間隔

で設置した 3 成分受振器による水平動成分は，上下

動成分のそれよりもやや表面波が抑制されている様子

が見られた．ただし，これは受振器の間隔が疎である

ために生じた見かけ上のものである可能性も否定でき

ない．また，この実験の際には総延長約 2km に渡っ

て受振器を展開したが，表面波でさえもその到達でき

た最大オフセットは 500m にも満たず，無駄に多チ

ャンネルのデータを取得する結果に終わった．

　この知見をもとに，地震波干渉法を適用して実体波

を抽出することを試みるために，2011 年 3 月に群馬

県館林市において実験を行った（第 1 図）．東北自動

車道を走行する車両が発生する振動に地震波干渉法を

適用し，擬似ショット記録を作成することを試みた．

実験の期間中に東北地方太平洋沖地震が発生し，当初

の目的の実験は中断せざるを得なくなったが，継続し

て自然地震のデータを収録した．

＊…Correspondence
1…産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門…（AIST Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation）

群馬県館林市における地震波干渉法実験
Seismic Interferometry at Tatebayashi, Gunma

伊藤　忍 1＊・山口和雄 1

Shinobu Ito1＊…and Kazuo Yamaguchi1

Abstract: We tried to make pseudo shot records by applying seismic interferometry with traffic noise along highway. During 
the period of the survey, the 2011 Tohoku Earthquake occurred, and the highway was closed. Therefore, we tried to record 
seismograms of aftershocks. In the pseudo shot record, surface wave is dominant with traffic noise, especially for vertical 
components. Direct wave can be seen in the pseudo shot records with aftershocks. However, apparent velocity is still larger 
than what is expected. It seems difficult to make pseudo shot records neither by traffic noise nor by aftershocks. However, it 
may be possible that we can make ideal shot records with both traffic noise and aftershocks. 

Keywords: seismic interferometry, 2011 Tohoku Earthquake, aftershock, traffic noise, seismic reflection survey
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2．データ

　実験は 2011 年 3 月 8 日から 17 日まで実施した．

路線は東北自動車道の側道沿いで，高速道路を通行す

る車両が発生する振動を利用することを想定してい

た．受振点の間隔は 10m とし，一展開につき 52 点，

510m の測線長を基本とした．1 時間の連続観測の後

に 8 点，80m ずつ移動するものとし，任意の CMP

において最低でも 440m のオフセットを確保できる

ようにした．測線の総延長は，北は渡良瀬川から南は

東北自動車道館林インターチェンジと交差する国道

354 号線に至る約 7km を予定した．

　収録にはサンコーコンサルタント株式会社製の分散

型探鉱機 DSS-12 を用いた．受振器は OYO… Geospace

社製の固有周波数 10Hz の SNG… 32CT を収納したシ

ングルの 3 成分ユニットを使用した．水平動成分は，

高速道路に平行な成分（以下 H1 成分）と直交する成

分（以下 H2 成分）となるように設置した．サンプリ

ング間隔はオーバースペックではあるがシステムの制

約により 1ms で固定されている．

　3 月 8 日の収録開始から 11 日昼過ぎまでは順調に

車両の振動を収録することができた（第 2 図）．しか

しながら，3 月 11 日に東北地方太平洋沖地震が発生

すると，東北自動車道は通行止めとなり，車両の発生

する振動を収録することは不可能になった．一方，東

北地方太平洋沖地震発生以降，その余震が多く発生し

た．このため，当初の予定を変更し，これらの余震を

収録することにした（第 3 図）．少なくとも多数の有

感地震が発生していることは体感できたが，無感の地

震がどの程度発生しているのかを知ることは困難な状

況であった．どれくらいの自然地震の波形記録が収録

されているのか把握しづらく，また，展開を移動する

際に自然地震の収録を逃がしてしまう可能性を考慮し

て，展開の移動は一日分のデータを収録した後に行う

こととし，日中には展開を移動せずにデータを収録し

た．3 月 12 日以降は，災害復旧のための緊急車両が

走行するようになったが，通常時と比較すると走行す

る車両は著しく少ないため，引き続き展開を 1 日の

日中約 8 時間連続して収録を行い，一日ごとに 80m

ずつ移動した（第 4 図）．結果的に，地震発生前に収

録した測線長は約 1.5km，地震発生後に収録した測

線長は約 1km，両者が重複する部分が生じるため，

第 1 図　…群馬県館林市および邑楽郡板倉町で実施した地震波干渉法適用実験の調査路線．基図に国土地理院発行数値地図 50000…
（地図画像）を使用．

Fig.1　    Survey line of this study in Tatebayashi and Ohra in Gunma on the digital map 50000 (Map Image) issued by GSI.
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第 2 図　…交通雑音の波形記録例（左）およびその相互相関をとり重合して作成した擬似発震記録例（右）．列順に測線に平行な水平動（上），
測線に直交する水平動（中），上下動成分（下）．

Fig.2　    Examples of seismogram by traffic noise (left) and stacked pseudo shot records produced by cross-correlation. Each row 
is horizontal component along survey line (top), horizontal component across survey line (middle) and vertical component 
(bottom).
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第 3 図　…自然地震の波形記録例（左）およびその相互相関をとり重合して作成した擬似発震記録の例（右）．列順に測線に平行な水平動（上），
測線に直交する水平動（中），上下動成分（下）．

Fig.3  　…Examples of seismogram by earthquakes (left) and stacked pseudo shot records produced by cross-correlation. Each row 
is horizontal component along survey line (top), horizontal component across survey line (middle) and vertical component 
(bottom).
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第 4 図　…自然地震に交通雑音が混入する波形記録例（左）およびその相互相関をとり重合して作成した擬似発震記録の例（右）．列順に
測線に平行な水平動（上），測線に直交する水平動（中），上下動成分（下）．自然地震による振幅は交通雑音に対して小さく，
この振幅スケールでは認識できない．

Fig.4  　 Examples of seismogram by earthquakes and traffic noise (left) and stacked pseudo shot records produced by cross- 
correlation. Each row is horizontal component along survey line (top), horizontal component across survey line (middle) and 
vertical component (bottom). The amplitudes of earthquakes are much smaller than that of traffic noise, and they cannot be 
seen in this scale.
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総延長は約 2.3km にとどまった．

　測点は VRS-RTK による GPS 測量を実施する予定で

あった．しかしながら，東北地方太平洋沖地震の発生

により電子基準点の成果公表が停止され，VRS のサ

ービスも停止された．従って精密な測量は未実施であ

り，測点を決定するためにホイールメジャーで測った

程度の精度でのデータがあるのみである．

３．処理

　データは連続収録されているが，ファイルは 30 秒

ごとに個別に生成される．はじめに 156 チャンネル

のデータを成分ごとの 52 チャンネルに分離した．次

に，各ファイルの両端 1.5 秒にコサインテーパーをか

け，サンプリング間隔を 4ms に変更し，DC 成分を除

去した．その後，周波数領域で相互相関処理を行った．

相互相関処理を行った各トレースについて，ダイバー

シティスタックを行った．

4．相互相関記録例

　東北地方太平洋沖地震が発生する前の記録は，常に

高速道路を走行する車両が発する振動を良好に記録し

ていた（第 2 図）．これの相互相関処理を行うと，表

面波が卓越する．水平動成分は H1 成分と H2 成分で

大きな違いは見られない．しかしながら，上下動成分

には水平動成分に比べて明らかに卓越した表面波が記

録されている．

　東北地方太平洋沖地震発生直後には，高速道路を走

行する車両がほぼ皆無となり，また，地震が連続して

発生している（第 3 図）．振動源は東北地方太平洋沖

地震の余震がほぼすべてである．相互相関処理を行っ

た結果には，見かけ速度が表面波と比較して明らかに

速い明瞭なイベントが見られる．3 成分のいずれにも

見られるが，上下動成分では水平動成分に比べて短周

期の成分が卓越している．また，水平動成分には顕著

な後続波が見られるが，上下動成分では明瞭な後続波

は見られない．

　東北地方太平洋沖地震発生翌日には，高速道路を間

欠的に走行する緊急車両による振動と，東北地方太平

洋沖地震の余震による振動が含まれている（第 4 図）．

上述した，東北地方太平洋沖地震の発生前および発生

直後の記録を足しあわせたような印象であり，水平動

成分では後続波が見られるものの，表面波によって不

明瞭となっているように見える．一方，上下動成分で

は表面波が明らかに卓越している．

5．考察

　東北地方太平洋沖地震が発生する前の記録は，車両

が発生する振動を記録しているが，いずれの成分にお

いても表面波が卓越している（第 2 図）．特に上下動

成分の方が水平動成分よりも表面波が卓越している．

このような特徴は，伊藤ほか（2010）によって実施

された宮城県北部における調査と似た傾向にある．伊

藤ほか（2010）では主として上下動成分を収録し，

水平動成分はほぼ 100m おきに設置した．水平動成

分の設置間隔が十分でなかったために断定はできない

が，上下動成分の方が表面波が卓越しているようであ

った．主としてこの知見をもとに本研究では 3 成分

でデータを収録し，この知見が正しかったことを裏付

けている．

　東北地方太平洋沖地震の発生直後は，高速道路を走

行する車両が激減したため，車両が発生する振動はほ

とんど記録されていない（第 3 図）．一方，余震が続

発したため，これに伴う振動が収録されている．この

記録を相互相関処理して垂直重合した記録には，表

面波はほとんど見られない．卓越しているのは見かけ

速度の速いイベントである．測線の北端（CH1）に地

表震源を想定した擬似ショット記録には，見かけ速度

が 10km/s 程度のイベントが見られる．逆に，南端

（CH52）に地表震源を想定した擬似ショット記録に

は，見かけ速度がほぼ無限大のイベントが見られる．

堆積層中を伝播する際に期待される速度は 1.5km/s

程度であるが，いずれもそれに比べて著しく速い．東

北地方太平洋沖地震の震源域は南北に極めて広く，余

震も広範囲で発生している．全体として本研究の測線

から見ると，余震の発生域は北に偏在している．この

ため，北寄りの受振器に到達した振動は地表で散乱さ

れ，他の受振器に到達することがある程度期待でき

る．しかしながら，南寄りの受振器に到達した振動が，

地表で散乱されて北に向けては伝播しにくいと考えら

れる．したがって，特に南寄りの受振器による波形記

録をリファレンスとして作成した擬似ショット記録で

は，地表で散乱されたイベントよりも，震源から直接

到達したイベント同士の相関が良くなっていると考え

られる．

　震源が偏在している影響が大きいということは，こ
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れをそのまま重合しても，直達波の見かけ速度を反映

しない擬似ショット記録が作成されてしまうことを意

味している．正しい見かけ速度を反映した擬似ショッ

ト記録を作成するためには，測線の方向の延長上で発

生している地震の記録を抽出するなどの工夫が必要で

ある．また，一方向からの擬似ショット記録しか作成

できないため，反射法地震探査の処理を行うには十分

な速度解析を実施できない，十分な重合数やオフセッ

トを確保できないといった制約が生じることになる．

　いずれの振動を用いても単独で実用的な擬似ショッ

ト記録を作成するには至っていない．しかしながら，

たとえば，交通雑音による擬似ショット記録で卓越す

る表面波の振幅を調整して，自然地震を用いて作成し

た擬似ショット記録から表面波の成分を差し引くなど

の処理により，実用的な擬似ショット記録を作成する

ことが可能になるかもしれない．

6．まとめ

　高速道路を走行する車両が発生する振動を用いて地

震波干渉法による擬似ショット記録の作成を試みた．

また，東北地方太平洋沖地震が発生したために，その

余震を用いて地震波干渉法による擬似ショット記録を

作成した．両者を比較すると，車両の振動では表面波

が，特に上下動成分で卓越した．自然地震では少なく

とも直達波は見られるようであるが，測線からみて震

源が偏在することにより，見かけ速度の大きいイベン

トが卓越するようである．いずれの記録を用いても，

単独で実用的な擬似ショット記録を作成することは困

難であることが示唆された．しかしながら，これらの

性質が著しく異なることから，両者の性質を利用した

処理を行うことで，実用的な擬似ショット記録を作成

することが可能になるかもしれない．
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要旨

　苫小牧沖で浅部地下構造を広域的に把握するため

2012年9月に海底重力調査を実施する予定しており，

今回，それに先立ち既存の重力データの編集作業を行

った．なお，海底重力の計画測定点は沖合 10km，海

岸線に沿って 70km についてほぼ 2.5km 間隔に配置

され，総測点数は100点である．既存の編集データは，

陸上重力データと船上重力データで，海底重力データ

は含まれていない．

1．はじめに

　編集地域は，石狩低地東縁断層帯を陸域に含み，南

方延長域が海底重力調査域である．重力データを編集

することにより苫小牧沖の浅部地下構造も広域的に把

握することができる．また，海底重力調査に先行して

既存で重力データを編集することにより重力異常の概

要が把握できる．例えば，急勾配構造に対応して断層

構造が推定でき，重力測定点を有効に配置することに

役立つことが期待される．

2．編集地域と編集データ

　海底重力の計画調査範囲は，苫小牧沖の海岸線に沿

った約 70km ×沖合約 10km（約 700km2）の太平洋

に面した沿岸であり，今回編集を行った範囲はそれら

を含む．編集範囲は，北緯 42°～ 43°，東経 141°～

142°30′である．測定点分布図を陸域データ，船上

重力データとともに第 1 図に示す．既存の陸域編集

測点を見ると明らかに測点が粗い部分があり，海底重

力調査と並行して補足測定を実施する予定である．陸

域データについては，広島ほか（1998）による「苫

小牧地域重力図」が出版されており編集データの詳細

が参照できる．海域のデータについては，白嶺丸によ

る地質調査所の GH762 航海，GH774 航海，GH823

航海，GH06 航海，海上保安庁海洋情報部による

HS7201 航海のデータを編集した．白嶺丸は LaCoste

船上重力計により取得され，HS7201 航海については

TSSG 船上重力計により取得された．TSSG 船上重力

計のデータについては，ドリフト等の精度に問題があ

る（測位，水深には問題は見られなかった）と考えら

れたので編集の際，ウエイトを下げて編集を行った．

3．海底地形データ

　本調査海域における水深は，沖合 10km でも総じ

て浅く（50m 以下）海底重力計の測定能力内に十分

収まっており，ウインチも小型で済み測定能率も良好

＊…Correspondence
1…産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門…（AIST Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation） 
2…産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質調査情報センター…（AIST Geological Survey of Japan, Geoinformation Center）

苫小牧沖の重力データの編集
Gravity Data Compilation of Coastal Area of Tomakomai, Hokkaido

駒澤正夫 1＊・大熊茂雄 1・上嶋正人 2

Masao Komazawa1＊ , Shigeo Okuma1 and Masato Joushima2

Abstract: In order to know the shallow underground structure of the coastal area of Tomakomai, seafloor gravity investigation 
will be conducted in September, 2012. In advance of the survey, the compilation of the existing gravity data was performed. 
The planned seafloor gravity stations are arranged about 70 km along the coastline and 10 km of offings, and about 2.5-km 
interval, and the total number of measurement points is about 100. The compilation data are land gravity data and shipborne 
gravity data, and seafloor gravity data is not contained.

Keywords: sea floor gravity survey, Hokkaido, Bouguer anomalies, graben structure, ship-borne gravity
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と期待される．海底重力データの補正で留意せねばな

らないのは，測点周辺で精密な地形データによる地形

補正が必要であることである．今回，日本海洋データ

センターによる海底地形デジタルデータ M7000 シリ

ーズのうち当該地域である津軽海峡東部 M7006 を基

礎データとして用いて地形補正に使用する DEM のメ

ッシュ構成に合わせてメッシュ化した．本調査域の沖

合で海底地形が急激に深くなるため地形補正の精度を

確保するため沖合域も含め極近傍・近傍地形補正用の

200m メッシュの DEM を作成した．

4．重力データの処理手法及び編集

　ブーゲー異常図を作成するに当たり，陸域も含め

て統一した手法によって各種補正を行い，重力デー

タを編集した．測定重力値は，日本重力基準網 1996

（JGSN96）に準拠させ，地球規模の広域トレンド除

去（緯度補正）には正規重力式による値（測地基準系

1980）を用いた．先ず，船上重力データの基礎的表

現であるフリーエア異常Δ go’ は次式で求めた．

　ただし，g はエトベス補正済重力値，gobs は重力の

観測値，δge はエトベス補正，γは正規重力値（緯

度補正），β（=0.3086mGal/m）は鉛直勾配，ρは

地殻の密度（仮定密度），G（6.6730 × 10-3… mGal・

cm3･g-1・m-1）は万有引力定数，CA は大気補正値，h

は高さで標高値（陸上データのみ適用，航海データは

h=0 として処理）である．正規重力値は 1980 年の

IAG 重力式により算出した．ブーゲー異常Δ g0" は次

式から求めた．

　ただし，陸域と海域の地形を合わせた全地形補正値

T（ρ）は，地殻の密度をρ，海水の密度をρW とし

ている．TL（単位密度換算）は測定面と地殻上面もし

くは海水面で挟まれた部分の地形補正値，TW（単位

第 1 図　測定点分布図．背景の陰影図は地形．
Fig.1  　…Distribution of gravity stations. Shaded relief map denotes topography.
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密度換算）は海水域部分による地形補正値である．地

形補正は，地形を球面効果による湾曲を考慮した仮想

扇形の集合体に近似する方法（駒澤 ,1988）で実施し

た．海水の密度として 1.03 ｇ /cm3，地殻の密度とし

て 2.3 ｇ /cm3 を各々仮定して算出した．

5．ブーゲー異常

　海域の調査エリアの海底は岩石の露出はあまり見ら

れなかったが，陸域の表層の平均的な密度と考えられ

る 2.3g/cm3 を仮定密度として編集し，ブーゲー異常

図をカラーコンター表示として作成した（第 2 図）．

概略の特徴を以下にのべる．沿岸部については，水深

が深くないので仮定密度を変えても見た目にはコンタ

ーのパターンの違いはあまりないが，沖合の船上重力

データを編集すると海底地形とは異なる構造を呈す

る．一方，陸側は基盤の露出が見られるところを中心

に仮定密度が 2.3g/cm3 程度でコンターのパターンが

滑らかになることが判った．特徴的なブーゲー異常と

して , 陸側からのコンターパターンが海側にもスムー

ズに繋がっている．つまり，海岸部では東部の日高町

～新ひだか町の沿岸部を除いてコンターは海岸線に平

行するようなパターンがあまり見られない．浅部構造

を抽出するため深部構造に由来する広域傾向面を除去

した残差重力図を作成し，第 3 図に示す．広域傾向

面を上方接続 1km と設定したため，ほぼ数 km 以浅

の地質構造を示している．正値は赤色の，負値は青色

のコンターで表示した．また，活断層（活断層研究会編，

1991）を太い実線で併記した．残差重力の特徴とし

てゼロ値線が断層状構造の最急勾配構造を示し，石狩

低地東縁断層帯と対比が良いことが判る．また，苫小

牧は正値域を示すが，それは南に海域に伸び，基盤が

隆起していることを示している．

第 2 図　…苫小牧沿岸域のブ－ゲ－異常．仮定密度は…2.3g/cm3．コンター間隔は 2.5mGal．…
緑ドット：重力測点．灰色のコンターは水深を示す．

Fig.2  　…Bouguer anomalies of Coastal Area of Tomakomai Area. Assumed density is 2.3g/cm3, and 
contoured at 2.5mGal interval. Green dots: Gravity.stations. Grey contours denote bathymetry 
map.
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第 3 図　…苫小牧沿岸域の残差重力．…
上方接続 1km を広域トレンドとして除去し，コンター間隔は 1mgal で表示した．緑ドット : 測定
点分布．太い実線は活断層（活断層研究会編，1991）．

Fig.3  　…Rresiduals of Coastal Area of Tomakomai Area. Regional trend is removed with upward 
continuation of 1km, and contoured at 1mGal interval. Green dots:Gravity stations. Thick short 
solid lines indicate active faults.
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要旨

　勇払平野の南に面した海底には，苫小牧東港を北端

とする比高 5-10m の直線的な西落ちの海底崖地形が

見られる．また海底崖地形の近傍を軸とする伏在背斜

が認められている．この海底崖地形がどのような構造

によるものかを調べるため，海岸沿いでこれらをまた

ぐようにそれぞれ 80m のオールコアボーリング調査

を 2 本（BT1,… YF1）おこなった．両コアの間隔は約

4.5km である．

　どちらのコアも主に生痕と貝破片を含む細粒砂～泥

（内湾もしくは外洋の波浪限界以深の堆積物）と淘汰

の良い細礫～中礫（沿岸州）からなる。鍵層となるテ

フラは見つからなかった．放射線年代測定から沖積層

の基底を確認した．両コアについて現在花粉，古地磁

気，貝化石などの分析が進行中である．

1．ボーリング調査の概要

　勇払平野は石狩低地帯東縁断層帯の南西側に位置す

る（第 1 図）．石狩低地帯東縁断層帯は約 4 万年前に

噴出した支笏火砕流堆積物の堆積面を変形させる活褶

曲および活断層からなる（平川・越後，2002；石山ほか，

2010）．一方勇払平野の南に面した太平洋沿岸には，

この断層帯に平行な方向に直線的に延びた，苫小牧

東港を北端とする比高 5-10m の西落ち崖地形が見ら

れる（第 2 図）．この崖地形の近傍には，反射法地震

探査によって伏在背斜が認められている（佐藤ほか，

1998; 小松原・小松原 ,… 2011）．この海底崖地形と伏

在背斜は位置的に石狩低地帯東縁断層帯に関連したも

のである可能性が高い．しかし海底崖地形が実際に活

構造であるかどうかや，伏在背斜が第四紀後期に活動

したかどうかは明らかになっていない．そこでこの海

岸崖地形をはさむように東側と西側の 2 地点（陸上）

でオールコアボーリングを掘削した．東側のコアは伏

＊…Correspondence
1…産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門（AIST, Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation）

ボーリングによる勇払平野沿岸の活構造調査
The boring survey across the possible active fault along the Yufutsu coastal 

lowland, Hokkaido Island, northern Japan

小松原純子 1＊・小松原琢 1

Junko Komatsubara1＊ and Taku Komatsubara1

Abstract: Some tectonic structures have been expected beneath the Yufutsu costal lowland because it is located between the 
fault zone in the north mountain area (the fault zone along the eastern margin of the Ishikari Plain), and the fold-thrust belt 
in south offshore, and their trend is north-south. In addition there is a sharp lineament in bathymetry with 5-10 m drop and 
also north-south trend, which is possibly an active fault. To estimate the connection and activities of these geologic structures, 
we took two all-core boring survey (80m each) along the coast. They were arranged 4.5 km apart, between them the possible 
active fault and fold on the seafloor comes on shore across the coastline. It was expected to reveal whether the sharp lineament 
is due to a fault activity or erosional process, from comparing two cores.
Both of cores mainly consist of alternation of 3-8 m units of fine-grained sand to mud including trace fossils and shell 
fragments (suggesting inner-bay environment), and well-sorted granule to pebble (longshore bar). No distinct volcaniclastic 
layer was found which was expected as a key bed, Pollen, paleomagnetism and shell assemblages from both cores are 
analyzing now for evaluating an activity of tectonic movements along the Yufutsu coast.

Keywords: Ishikari lowland, Yufutsu lowland, last interglacial, boring survey, active fault, radiocarbon dating
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第 1 図　…石狩低地帯の平野と活構造の分布．…
平野分布は産業技術総合研究所地質調査総合センター（2009），海底地形は海上保安庁水路部（1982）および
日本水路協会（2009），活断層分布は中田・今泉（2002）による．

Fig.1  　…Lowlands and active tectonic structures in the Ishikari Area.  
Lowlands are based on Geological Survey of Japan (2009), bathymetry is based on Survey 
of the Hydrographic Department, MSAJ (1982), active tectonic structures are based on Nakata 
and Imaizumi (2002).
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在背斜軸とほぼ一致する．平成 23 年 4 ～ 5 月に東側

のボーリングコア BT1 を，同 12 月に西側の YF1 を

掘削した．掘進長はどちらも 80m である．

2．ボーリング掘削地点

　BT1 の掘削地点は苫小牧市弁天地内，緯度経度は

北緯 42 度 36 分 56.02 秒，東経 141 度 47 分 17.49

秒（世界測地系），標高は 3.5m である（第 3 図）．

YF1 の掘削地点は苫小牧市勇払 1-2、緯度経度は北緯

42 度 37 分 29.5 秒，東経 141 度 44 分 16.1 秒（世

界測地系），標高は 1.74m である（第 3 図）．

3．コア試料の掘削および解析手法

　コア試料の掘削は BT1 については明治コンサルタ

ント株式会社 ,YF1 については株式会社レアックスに

依頼して行った．両コアとも掘削口径 86mm，サン

プラー内径 65mm のサンプラーを使用し，押し込み

工法，打ち込み工法，泥水の送水もしくは無水の回転

掘削で実施した．スライムを除いたコア試料の回収率

は BT1 で 89.4%，YF1 で 95.6% である．

　コア試料は半裁し，片方については写真撮影，記

載，はぎ取り標本を作成し，残りはアーカイブとして

保管した．もう半分については軟 X 線写真撮影用の

第 2 図　…ボーリング掘削地点．…
地形図は国土地理院発行数値地図 25000（地図画像）「上厚真」および「勇払」，海底地形は海上保安庁
水路部（1982）を使用．

Fig.2  　…Localities of boring survey． 
Geographic map is based on Digital Map 25.000 (Map Image), Kamiatsuma and Yufutsu, bathymetry is 
based on Survey of the Hydrographic Department, MSAJ (1982).
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スラブ試料とプラスチックキューブ試料を採取したあ

と，10cm ごとに花粉および珪藻分析用の試料を採取

した．貝化石，テフラ分析，年代測定用試料は適宜採

取した．

　キューブ試料採取には有限会社ヤキルス製のプラス

チックキューブ（容積 7cc）を用いた．キューブ試料

は半裁したコアから礫の多い層準を除き 10cm おき

に採取した．採取直後に重量を測定した後，交流消磁

による古地磁気測定を行った．その後乾燥機で 60 度

48 時間乾燥させて再度重量を測定し，その差から含

水率を求めた．その後 63μm のふるい上で水洗後，

重量を測定し含泥率を求め，さらに残渣を 250μm

と 2mm のふるいでふるって砂の粒度組成を求めた．

　はぎ取り試料の作成には東邦化学工業株式会社製の

グラウト剤 OH-1AX を水で 10-20% に希釈したもの

を使用した．軟 X 線写真撮影用のスラブ試料採取に

は厚さ 1cm 幅 5cm もしくは 6cm，長さ 25cm の株

式会社理学製の透明プラスチックケースを用いた．撮

影時の X 線の条件は電圧 40kV，電流 3mA，照射時

間は 5-12 秒，センサーはアールエフ株式会社製のデ

第 3 図　…ボーリングコア BT1 および YF1 の柱状図と粒度組成分布．
Fig. 3  　…Columnar sections and grain-size components of BT1 and YF1.
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ジタル X 線センサー NAOMI を用いた．

　全体でスラブ試料は BT1 が 56 個，YF1 が 125 個，

キューブ試料は BT1 が 357 個，YF1 が 301 個（う

ち含泥率・粒度組成を求めるのに用いた数はそれぞれ

159 個と 131 個）であった．

　年代測定は堆積物中の植物片を拾い出してイオン交

換水で洗浄し，株式会社地球科学研究所に AMS での

測定を依頼した．

　花粉分析は有限会社アルプス調査所に，珪藻分析は

株式会社パレオラボに，テフラ分析は株式会社古澤地

質に依頼した．

　古地磁気測定は産総研地質調査研究部門の植木岳雪

博士に，貝化石の鑑定は同中島　礼博士に依頼した．

4．コア試料の概要

　どちらのコアも主に生痕と貝破片を含む細粒砂～泥

と淘汰の良い細礫～中礫からなる（第 3 図）．粒度組

第 4 図　…ボーリングコア BT1 の代表的な堆積相の写真．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
コア上下の数字と左端のスケールは深度（ｍ）を示す．軟 X 線写真がある層準についてはコア写真の右側に並べた．15…–…16…m，
39…–…40…m、70…–…71…m は礫層の典型的なものを深度ごとに示したもので，いずれも granule から pebble サイズ，最大径は 4…
cm 程度の亜円礫からなり，礫支持で比較的淘汰がよい．29…–…30…m，56…–…57…ｍ，76…–…77…ｍは細粒層の典型的なもの深度ご
とに示している．いずれも泥～細粒砂からなり，生痕が多く見られ，貝殻片を含む．19.25… –… 19.55… m の火山砕屑物層は主成
分分析により Toya テフラであることが確認された．53.78…m には保存の良い巻き貝化石が発見された（鑑定依頼中）．

Fig. 4  　…Typical sedimentary facies in BT1. Figures above, below and left side of the cores are depth in meters. Softex photos are 
arranged on the right side is present. 15 – 16 m, 39 – 40 m and 70 – 71 m show typical gravel layers, composed of 
subrounded relatively well-sorted, clast-supported granule to pebble, up to 4 cm diameter. 29 – 30 m, 56 – 57 m, 76 – 77 m 
show typical fine layers, composed of mud to fine-grained sand, including trace fossils and shell fragments. 19.25 – 29.55 m 
shows volcaniclastic layers, identified as Toya tephra based on main component analysis. 53.78 m shows a well-preserved 
spiral shell fossil (species unknown).
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第 5 図　…ボーリングコア YF1 の代表的な堆積相の写真．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
詳細は第 4 図に準ずる．深度 10…–…11…m，42…–…43…m，75…–…76…m は礫層の典型的なものを深度ごとに示したもので，いずれも
ほとんどの礫径が 1…cm 以下で，礫支持で淘汰がよい亜円礫からなる．18… –…19…m，57… –… 58…m はどちらも極細粒砂と泥の互層
が生痕で撹乱されている．砂層中にはラミナが残っていることもある．36.3…–…36.4…m にはカキの貝殻片が含まれていた．

Fig.5  　…Typical sedimentary facies in YF1. Detailes are the same as Fig. 4. 10 – 11 m, 42 – 43 m and 75 – 76 m show typical gravel 
layers, composed of subrounded, relatively well-sorted, clast-supported granule to pebble, mostly up to 1 cm. 18 – 19 m and 
57 – 58 m show typical fine layers, composed of alternations of mud and very fine-grained sand, including shell fragments, 
disturbed by trace fossils. Laminas remain in sandy parts in some cases. 36.3 – 36.4 m contains Ostrea fragments.

成では礫質な層準以外は極細粒砂～泥が卓越してい

る．代表的な層相の写真を第 4 図（BT1）および第 5

図（YF1）に示した．BT1 の深度 19.25–19.50m に見

つかった火山灰層は火山ガラスの主成分組成化学分析

と屈折率測定により Toya に対比された．また，YF1

の深度 40.35 ｍ以浅には 2 次堆積性の軽石が多く存

在するが，それらは屈折率測定果と一部試料の主成分

化学組成分析から支笏火砕流堆積物に由来するものと

判断された．それら以外に両コア間の対比および年代

層序確立に利用可能なテフラは発見されなかった．

5．放射性炭素年代と沖積層基底

　放射線年代の結果は第 1 表に，コア間の対比は第 6

図にまとめた．BT1 では深度約 16m よりも浅いとこ

ろでは 1 万年前よりも若い年代が，それよりも深い



―  107  ―

ボーリングによる勇払平野沿岸の活構造調査

ところでは 2 万年前よりも古い年代が出るため，深

度約 16 ｍの礫層の基底を沖積層の基底と推定した．

これは Toya が深度 20m 付近に出てくることと矛盾

しない．YF1 では深度 28m から約 1 万年前の値が得

られていること，深度 40.35 ｍより支笏火砕流堆積

物の 2 次堆積物が産出すること，および層序の連続

性から沖積層の基底は深度約41m付近と考えられる．

第 6 図　…放射性炭素年代とボーリングコア BT1 および YF1 の対比．
Fig.6  　…Correlation between BT1 and YF1 based on radiocarbon dating.
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6．まとめ

　池田ほか（1995）および Moriwaki（1982）によれば，

最終氷期以降の勇払平野は沿岸流による砂礫州が溺れ

谷を塞いで前進し，現在の海岸線までが埋め立てられ

た．少なくとも沖積層中の礫層は河川によるものでは

なく海流によって発達した砂礫州をなしていたと推定

される．今後貝化石や珪藻化石の分析結果により棲息

深度のデータを追加し 2 本のコアの堆積環境変遷を

明らかにする予定である．さらに花粉化石・古地磁気

測定により最終間氷期以前の地層中に年代対比可能な

マーカーを見出し，コア間の対比から海底崖地形の活

動性の評価を行う予定である．

…
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要旨

　本研究課題は，関東平野の臨海部に位置する東京低

地，およびそれに隣接する中川低地・荒川低地下流部

の浅層地盤を構成する沖積層を研究対象として，その

地質学的特徴の解明，ボーリングデータベースの構築

とそれらに基づく三次元地質モデリングの構築，そし

て，これらの地質学的研究成果を基礎に，沖積層の地

盤工学的特性，沖積層を原因とする地震動増幅特性の

評価研究を実施している．平成 23 年度には，浅層地

盤の地質モデルの高精度化手法を開発し，その具体的

事例として，東京低地北部～中川低地南部域に分布す

る沖積層基底面のサーフェスモデルを作成した．本報

告では，これらの研究成果の概要を紹介する．

1．はじめに

　海岸平野の沖積低地を構成する沖積層は，最終氷期

最盛期頃までに陸域の河成侵食で形成された開析谷

をその後の海進に伴う堆積作用で充填した地層であ

る．縄文海進の高海水準期には海岸侵食によって台地

が後退して形成された波食台と海食崖地形が形成さ

れ，後の堆積物がその地形面を被覆している（池田，

1964；井関，1983；Matsuda,…1974；Kaizuka…et…al.,…

1977；遠藤ほか，1983）．したがって，沖積層の基

底面は開析谷の地形面および地表面近くは海岸侵食地

形で特徴づけられる．このような沖積層基底面は，地

震防災や建築物基礎の評価においては，重要な物性境

界として重要視されている．その理由は，沖積層基底

＊…Correspondence
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2…福岡大学理学部地球圏科学科…（Department of Earth System Science, Faculty of Science, Fukuoka University） 
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関東平野沿岸域の浅層地盤モデル（速報）
－沖積層基底面のサーフェスモデルとその作成手法－

Geologic model of shallow-ground and its method in the Kanto Plain
: A surface model of the Chuseki-so basal plane and its methodology

木村克己 1＊・花島裕樹 1・石原与四郎 2・西山昭一 3

Katsumi Kimura1＊ , Yuki Hanashima1, Yoshiro Ishihara2 and Shoichi Nishiyama3

Abstract: The article presents as an annual report the outline of a surface model and its methodology of the basal plane of the 
latest Pleistocene to Holocene incised-valley fill, called the Chuseki-so in Japan, based on borehole database. These detailed 
results have been submitted to the other jounal. The study area, ranging from 35°42’ 45” to 35°53’ 00” north latitude and 
from 139°45’22.5” to 139°55’52.5” east longitude, is located in the northeastern part of the metropolitan area in Japan, where 
the northern Tokyo and the southern Nakagawa lowlands and the adjacent uplands extend. The procedure of the method to 
construct the surface model is the followings : (1) to determine the basal horizon of the Chuseki-so based on borehole data 
of 5700 sites to get the primary point data, (2) to make a 3-D boundary line between the alluvial lowland and the adjacent 
Pleistocene upland areas, (3) to add secondary point data to adjust the surface model to the incised-valley geomorphologic 
features, such as boundary lines between terrace and cliff, and continuous lines of channel, (4) to make 50m mesh elevation 
data of each buried geomorphic horizontal plane unit, as mentioned above, resulting from the space interpolation calculation 
of primary point data, and finally, (5) to construct the whole surface model using both the above 50m mesh elevation data and 
all point data included in the other area. The BS-Horizon program (Nonogaki et al., 2008) is used for the space interpolation 
calculation of point data. Among the above procedure, the key to compensate a shortage of borehole data is the method of 
both (3) and (4), which are based on the view points of geologic and geomorphologic formation process and history.

Key words: Kanto plain, Chuseki-so, Holocene, borehole data, surface model, method
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面を介して，上位の沖積層は極めて軟弱であり，その

下位は支持層にあたる更新統の堆積物が分布している

場合が多いからである．しかも基底面が開析谷の谷壁

など急傾斜をなす場合は，局所的に地盤強度が急激に

低下し，異方性の効果も加味される．沖積層基底面の

正確なサーフェスモデルを得ることは応用地質学的に

も重要であると考えられる．しかし，沖積層基底面の

元になるボーリングデータは，通常，十分な数量と密

度で利用できるわけではない．これまでの研究では，

中西ほか（2007），田辺ほか（2008）の比較的最近

の研究でも，そのような不十分なボーリングデータを

基礎に空間補間計算処理を行って沖積層基底面のサー

フェスモデルを求めているため，基底面標高の急変や

段丘面や谷筋の連続性が表現できていない．そこで，

H23 年度には，地質情報の密度が十分でなく，地層

境界面が側方に急変する場合におけるサーフェスモデ

ルの作成手法を新たに開発し，その具体的事例として，

東京低地北部～中川低地南部域において沖積層基底面

のサーフェスモデルを作成した．この研究成果は，学

術論文としてとりまとめて投稿している．本稿では，

この研究成果の概要を速報として紹介する．

2．モデル地域と沖積層の概要

　研究対象地域は，北緯 35 度 42 分 45 秒 -53 分 00

秒，東経139度 45分 22.5秒 -55分 52.5秒の範囲で，

東西 13.3km，南北 17.1km の面積を有する（第 1 図）．

地理的には，関東平野中南部において中川低地・荒川

低地・東京低地からなる沖積低地が広い範囲を占め，

これらの低地に隣接して調査地域東縁に下総台地，北

西縁に大宮台地，南西縁に武蔵野台地がそれぞれ位置

している．

　対象地域の沖積層については，これまで，産業技

術総合研究所の都市地質研究プロジェクト（木村，

2004）において，9 地点において層序ボーリング調

査とコア試料の高精度解析が実施されており（第 1

図），沖積層の堆積相・年代が明らかにされ，シーケ

ンス層序に基づく地形・地質発達史モデルが提示され

ている（石原ほか，2004；木村ほか，2006；田辺ほか，

2006；中西ほか，2011）．木村ほか（2006）は，調

査地域の沖積層をシーケンス層序学的に総括し，沖積

層が，下部から上部へ順に，網状河川，蛇行河川，エ

スチュアリー，デルタの各堆積システムから構成され

ることを明らかにした．

3．サーフェスモデルの構築手法

　沖積層基底面のサーフェスモデルは，以下の 4 つ

の解析・処理過程を経て求められる．各過程のデータ

やモデルのそれぞれは，モデル作成時のデータベース

として保存されており，第三者によるデータ・モデル

の検証だけでなく，データが更新された時にサーフェ

スモデルを更新することは容易である．また，各過程

で順次更新して得られるサーフェスモデルは，第一次，

第二次，そして最終の第三次と呼称する．

（1）実ポイントデータの作成

　沖積層基底面の推定に際し，「沖積低地」，「沖積低

地と台地の境界近傍」，「台地」の三つのエリアではそ

れぞれ異なるデータが用いられる．

ボーリング柱状図からポイントデータの作成

　ボーリングデータベースに登録された個々のボーリ

ング柱状図について，沖積層基底面の深度を決定し，

基底面標高のポイントデータを得た．利用したボーリ

ングデータは 5,718 本であり，沖積層基底面深度を

第 1 図　…モデル地域の位置図．…
参考図として東京低地と中川低地における沖積層基底面
の等標高線図（遠藤ほか，1983）が引用されている．

Fig.1  　 Index map of the study area, which shows contour 
lines of the basal surface of the latest Pleistocene 
to Holocene incised-valley fills (the Chuseki-so) in 
the Tokyo and the Nakagawa Lowlands (after Endo 
et al., 1983) A square area in the map indicates the 
surface model area of the Chuseki-so presented by this 
article. Red circles show borehole sites referred as the 
standard stratigraphy of the Chuseki-so in this article.
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定めたデータは，全域で 4,342 本，モデル地域内で

は 3,442 本となった（第 2 図）．

　解析にあたって，ボーリング柱状図解析システム（木

村，2011）を利用して，モデル地域内で，400m 間

隔で東西方向に断面線を設定し，幅 200m で各断面

線に全ボーリングデータを投影することで，基本とな

る東西性の地質断面図を 43 枚，補助断面として，基

本となる東西地質断面間の中間に投影幅 100m で 42

枚の東西断面図，古荒川谷が東西に伸びる西部域では

南北断面図や北東－南西断面図各 10 枚をそれぞれ作

成した．個々の断面図において，周囲のデータとの対

比，標準的な沖積層と基盤の更新統に関する層序・堆

積相・N 値の垂直変化の特徴などに基づき，個々のボ

ーリング柱状図について沖積層基底面境界を定めた．

なお，ボーリング柱状図の電子化の形式は，すべて，

国交省による土質・地質調査成果電子納品要領による

第 2 図　…モデル地域における沖積層基底面の第二次サーフェスモデル．
Fig.2  　…Second-step surface model of the basal plane of the Chuseki-so. Red color circles: primary point data of borehole data, green 

color rectangles: secondary point data. Black line: the boundary line. Contour lines in the upland area are based on elevation 
values of 50m mesh of toposurface.
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ボーリング交換用データ形式（XML，ver.2.10；国交

省，2004）に準拠している．

沖積低地と台地境界の三次元ラインの作成

　地表面での沖積層の分布境界は，沖積低地と台地と

の境界であり，そして，沖積層基底面と地表面との交

線に当たる．その位置は，国土地理院が刊行している

数値地図 5m メッシュ（標高）で作成した地形段彩図

と傾斜分布図，ボーリングデータの沖積層・更新統と

の境界深度情報に基づいて求めた．境界位置について

は，緯度・経度情報に標高のデータを加えることで，

三次元のラインとして定めた．標高値は，境界ライ

ン上に約 250m 間隔に境界上点を置き，数値地図 5m

メッシュ（標高）により該当する位置の標高を付与し

て求めた．

台地地形面のメッシュデータの作成

　前述の沖積低地・台地境界の三次元ラインを基準に

して，その外側にあたる台地域は，平坦であり沖積層

が分布していないことから，最終氷期最盛期頃の開析

谷形成時当時の台地状の地表面を近似していると考え

られる．そこで，沖積層基底面のサーフェスモデルの

入力データとして，台地地形面の数値地図 5m メッシ

ュ（標高）を使用して，算術平均によって 5m メッシ

ュを間引き，50m メッシュを作成した．

（2）実ポイントデータによる第一次サーフェスモデ

ルの作成

　以上の作業で得られたデータ（実ポイント）を入力

データとして，空間補間計算処理を行い，第一次サー

フェスモデルを求める．サーフェスモデルを得るため

の空間補間計算では，野々垣ほか（2008）が開発し

た BS-Horizon を利用した．同プログラムは，塩野ほ

か（2001）による「データを満たす曲面の中で最も

滑らかなものを求める」という最適化原理を引き継ぎ，

与えられたポイントデータを計算結果がどれだけ満た

しているかを示す評価値（平均エラー値ほか）を得る

ことができる（野々垣ほか，2008）．さらにこの手法

は，不等式による制約条件を設定することができるこ

とから，前述の通り，境界近傍点については不等式を

用いた条件設定を行った．計算処理の際，最適化原理

の曲面の滑らかさの指標である m1,… m2, データの充

足度にあたるペナルティαの三つのパラメータを定め

る必要がある．第一次と第二次の段階では，面の滑ら

かさを重視して，α＝ 32 とした．一方，後述すると

おり，第三次の段階では，データ充足度を重視して，

α＝ 1024 を採用した．

（3）地形・地質学的評価による補填ポイントデータ

と第二次サーフェスモデルの作成

　第一次サーフェスモデルにおいて，埋没平坦面と侵

食崖との境界，台地面から流下する谷底低地下に伏在

する大小の谷地形については，ボーリングデータの限

られた数量とその偏在のため，実態に即した面が求め

にくい．そこで，侵食崖は走向方向にその傾斜が一定

していること，谷地形は台地から本谷底まで連続する

ことなどの地形的特徴を考慮して，ポイントデータを

補填する．本作業は，ボーリング柱状図解析システム

（木村，2011）を利用して行った．この作業で得た補

填ポイントデータを上記（2）の実ポイントデータに

合わせて入力データとして，（2）と同様に空間補間

計算処理をして第二次サーフェスモデルを求める（第

2 図）．

（4）古地形面区分と第三次サーフェスモデルの作成

　沖積層基底面が示す河成段丘面などの地形平坦面と

急斜する段丘崖とは，本来は遷急線を境に急激に変化

するものであるが，ボーリングデータが地形の急変を

表現するには十分な密度でないエリアにおいては，標

高変化が平均化されゆるやかな斜面として表現され

る．同様に，開析谷本谷底につながる支流の谷筋も，

本来連続しているものが，局所的な凹み地形として表

現されやすくなる．その上，空間補間計算の結果出現

するアンダーシュート・オーバーシュートが標高差の

大きい段丘崖の上・下端に発生しやすい．こうした実

際の地形表現から乖離した形状発生の問題点を解消す

るために，古地形区分図（第 3 図）によるデータ制

御の手法を導入する．

本手法は，以下の三段階を経る．

1）……（3）までの過程で得られた第二次サーフェスモデ

ルと個々の柱状図の土質・N 値情報，および地形・

地質発達史に基づき，古地形区分図を作成し，個々

の埋没平坦面と谷筋，および斜面とをエリア区分

してそれぞれの境界ラインを定める．

2）……上記で得られた各埋没平坦面について，同一形成

史にあたる埋没平坦面毎に，それぞれのサーフェ

スモデルをそのエリアに属する実ポイントデータ

から別途空間補間計算処理で求め，その結果を

50m グリッド標高値としてエクスポートする．

3）……2）で得られた各平坦面のグリッドの標高値と斜

面や谷筋などのエリアに属するポイントデータ全

体を入力データとして，最終的な第三次サーフェ

スモデルを計算処理によって求める．
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4．沖積層基底面のサーフェスモデルの俯瞰図

　以上の処理過程を経て作成した沖積層基底面のサー

フェスモデルの俯瞰図（第 4 図）は，台地面の平坦

面と谷底低地の谷地形から沖積層基底面を構成する波

食台，3 段の埋没河成段丘面，本谷底，これらの平坦

面を画する斜面，およびこれらの地形を侵食する谷地

形を明瞭に表現している．サーフェスモデルの数値デ

ータは 50m メッシュグリッドの標高値で表現されて

いる．

5．最後に

　沖積層基底面のサーフェスモデルを詳細化すること

の目的には，地形・地質学的な特性の解明に加えて，

物性境界として応用的課題への活用がある．これまで

も，地盤工学的利用，自然災害防止への活用を目的と

して作成される地盤図の多くは，沖積層基底面の等高

線図を作成している．沖積層基底面は，最新期の沖積

層とその基盤層との境界であるため，都市圏が位置す

る海岸平野部では特に，軟弱層と支持層との境界面を

近似する物性境界として主要な面となっている．その

ためにも，面の形状が正確である必要があり，特に，

埋没平坦面と急な侵食崖の形状・傾斜，両者の境界の

位置，谷筋の分布位置は重要である．
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1．はじめに

　産業技術総合研究所では 30 年以上にわたり日本周

辺海域での反射法音波探査を実施し，その成果を海底

地質図として公表してきたが，その膨大なデータセッ

トの持つ可能性を活かすべくデータベースを作成し

て一元化を目指してきた（岡村ほか，2009）．データ

ベースはほぼ完成に近づき，シームレスなデータ閲

覧，検索も容易になり，外部からのデータ提供依頼へ

の対応も充分こなせるようになっていた（佐藤ほか，

2011）．しかし，2011 年 3 月 11 日の東日本大震災

によりシステムが損傷してしまった．本報告では震災

時の損傷状況とその後の復旧，その反省に立った代替

システムの構築状況について報告する．

2．東日本大震災によるデータベース被害状況

　2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地

震の際，職員は即座に屋外に避難したが，その時デー

タベースは無停電装置に接続して通常起動していたも

のの作業はさせておらず，待機状態にあった．後日電

源復旧後に被害状況を確認するとシステムの筐体が倒

れたり，落下して物理的に大きく破損していることは

なかったが，おそらく停電によりシステムは停止して

いた．設置された無停電装置によって電力供給停止直

後に正しい動作停止手続きが踏まれたかどうかは不明

である．状況確認のためシステムを起動させると通常

通りに動作し，いくつかの動作を試してみて特にエ

ラーが発生しなかった．そのため，損傷無しと判断し

てそのままシステムを起動させたのだが，時間の経過

とともにデータシステムの物理的母体であるワークス

テーションのオペレーションシステム（OS）である

Red…Hat…Linux の起動すらしなくなった．

　保守契約によるメンテナンスを受けた結果，ハー

ド面では記録装置である内蔵ハードディスクドライ

ブ（HDD）が損傷していることがわかった．内蔵

HDD は HDD4 台による RAID… 5（Redundant… Arrays…

of…Independent…Disks…5）の構成をとっており，HDD1

台の損傷に耐えうる冗長性を持っていたが，今回は 2

台以上が同時に損傷したために復元不能に陥ってしま

った．一旦起動した後に動作しなくなった経緯や原因

は不明だが，起動状態で大きな余震を何度か被ったこ

とによる HDD のヘッドかプラッタの損傷，あるいは

本震による損傷が記録を徐々に壊したのだろうと想像

される．他に RAID… 5 構成の外部 HDD も接続してあ

ったが，こちらは一年経過した現在も問題なく動作し

＊…Correspondence
1…産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質情報研究部門（AIST, Geological Survey of Japan, Institute of Geology and Geoinformation）
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日本周辺海域の反射断面データベースの復旧と代替システムの構築
Recovery of database of seismic profile and backup system

佐藤智之 1＊・岡村行信 2・荒井晃作 1

Tomoyuki Sato1＊ , Yukinobu Okamura2 and Kohsaku Arai1

Abstract: Database of seismic reflection profiles was damaged by the Great East Japan Earthquake on March 11, 2011. The 
database had been already recovered with replacing of hard disk drives and re-installing of operation system and databese 
software. After the recovery, we compress the raw dataset to ease of backup. As a result, compressed law dataset become 
a substitute data-search system which is executable without a proprietary software on Linux, Mac OS X, and Cygwin on 
Windows.
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ている．

　ソフト面では，OS およびデータベースソフトウェ

アが内蔵 HDD に記録されていたため失われた．整理

して登録されていたデータセットは外付け HDD に記

録されていたため失われなかったが，ソフトウェアの

専用形式で複雑に関連付けされた形で保存されていた

ため，ソフトウェアが失われることで実質使用不可能

となってしまった．

　データベース登録元の音波探査デジタルデータおよ

び位置情報も外付け HDD に記録されていたため，幸

い既存調査デジタルデータの散逸は免れた．

3．復旧状況

　震災後の損傷状況確認の後，内蔵 HDD4 台の交換

と OS，データベースソフトウェアの再導入を行った．

震災前までの作業でソフトウェアの不具合を複数発見

しており，最新版ではそのいくつかが修正されている

ため，OS とソフトウェアは震災前のものではなく最

新版を導入した．加えてこれまでの反省に立って生デ

ータを再整理してからデータベースシステムへ登録し

なおした．2011 年度中に再登録まで全て完了し，震

災前と同等の状態へと復帰した．

4．代替システムの構築

　今回のような大震災は極めてまれではあるものの，

災害への備えは必要である．むしろ災害時にこそ，過

去の地下構造データを使用し現象の地質学的把握が必

要となり，災害に強い，あるいは復旧しやすいシス

テムが望まれる．今回システムが失われたのは，母

体であるワークステーションが損傷したからである．

システムに採用されていた RAID 構成による冗長性

は HDD 単体ごとの突発的な故障には有効であるが，

RAID 全体に同時に影響を及ぼす地震，火災や停電に

対してはそれほど有効ではないことがわかった．また，

データセットがデータベースソフトウェアの専用フォ

ーマットにて保存されており，それに依存していたこ

とも復旧の妨げとなった．

　利便性の高いデータベースを利用する以上，要求さ

れる専用フォーマットを利用するのは不可避として

も，その一台に 30 年以上にわたる調査結果全てを委

ねるのは危険である．将来的には専用フォーマットが

古くなって利用できなくなる可能性も考えねばならな

第 1 図　…ダグラス・ポーカーアルゴリズム適用前後の位置情報精度の比較．測線 gh1002 を例に間引き前後の測線を
上下にずらして示す．位置情報のデータ容量は 1% 以下に圧縮されているが，直線部分はもちろん，方向転
換時の円軌跡もデータ間引き後でも残っている．計算上の最大誤差は数 m である．測線上の黒点は反射点
500 毎の位置，数字は反射点番号の千の桁を示す．

Fig.1  　…The line maps of seismic profiles before (upper) and after (lower) the compression of the position data 
with douglas peucker argorithm. Example line is gh1002.
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らず，現状では一般的かつ規格が公開されたフォー

マットである SEG-Y 形式およびテキスト形式の状態

でも整理されたデータセットを保持している必要があ

る．この状態ならば外付け HDD や別の計算機にバッ

クアップするだけでなく，一般的なソフトウェアを使

えばバックアップ先にてデータを利用することも可能

である．とはいえ，日本周辺海域を覆う膨大なデータ

であるため，データ量の圧縮と簡易な検索システムの

作成が必要であると考えた．

　まず，データ量圧縮のため位置情報の間引きを行っ

た．従来生データは共通反射点ごとの緯度経度を全て

テキスト形式で羅列していたが，データ量が大きく

て取り回しも悪く，検索時やソフトウェア（例えば

GMT など）を利用して地図上に測線を描画させる際

にも不便であった．簡易な作業用に 100 反射点ごと

に間引いたデータを利用することもあったが，精度の

維持とデータ量圧縮のバランスが悪かった．そこで折

れ線データ点の間引き法であるダグラス・ポーカーア

ルゴリズム（Douglas… and… Peucker,… 1973）を用いて

データ点の間引きを行った．アルゴリズムの詳細は省

略するが，間引き前の全点と間引き後の点列を結んだ

折れ線との距離が指定した値以内に収まるようにデー

タ点を間引くことができるアルゴリズムである．今回

はこれを元に 500 反射点ごとのデータ点が必ず残る

ようにアルゴリズムを改造して用いた．これにより断

面観察時に有用な要所ごとの座標が明確に残り，解釈

しやすくなる．全測線の位置データに対し，まず測地

系を全て WGS84 に変換し，最大誤差距離 0.001 度

（数 m 程度．緯度と経度で単位長が異なるため厳密で

はない）で改造したダグラス・ポーカーアルゴリズム

を適用した．その結果，全位置データ容量が 319MB

から 1.8MB となり，1% 未満まで圧縮できた．本シス

テムで対象としている反射法音波探査の場合ほとんど

の区間が直線であるために非常に有効に作用したよう

だ．位置精度についてもメートルオーダーで確保され

ているため（第 1 図），測量誤差を考えれば実用的と

考える．また，圧縮前データも合わせて保存してある

ため，より厳密性を期したい場合はそちらを使えばよ

い．

　この位置データ圧縮により，検索や作図が比較的容

易となった．位置データには測線名と航海名も入って

いるため，1.8MB の位置情報ファイルをテキストエ

第 2 図　…データベース管理されている反射法音波探査デジタルデータの 4000 本を越える全測線図．1.8MB ま
で圧縮した位置情報のテキストデータを元に作図ソフトウェア（GMT）で作成した．測線ごとに色を
変えてある．断面の表示はできないが，データベースシステムを介さずに測線の検索までは可能である．

Fig.2  　…Line map of the all seismic lines. This map was made based on compressed navigation data without 
database software as a substitute data-search system.
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ディタや表計算ソフト（MS-Excel など）で読み込む

ことで，日本周辺全海域のデータセットから任意の測

線やある区画内の緯度経度を持つデータを検索するこ

とも実用的になり，測線図を描画するのも容易となっ

た（第 2 図）．実務用にシェルスクリプト（Linux や

Mac…OS…X に加え，Windows に導入可能な Cygwin で

標準搭載されている Bash 向け）を作成し，2 点の座

標を与えればメルカトル図法上でそれを対角線とする

長方形に含まれる測線を自動的にリストアップすると

同時に GMT によって測線図が作図されるようにし，

データセットに付属してある．専属のデータベースシ

ステムには劣るものの，数 MB のデータとフリーソフ

トウェア上で動作するシェルスクリプトのみで目的海

域のデータセットがすぐに把握できるようになった．

これに容量数百 GB の音波探査データを加えれば，測

線図から断面図を直接参照できないといった制約があ

るものの，既存データ全てを網羅して利用することが

さしあたり可能である．これは物理面，ライセンス面

から特定の機材，計算機環境に依存しないため，バッ

クアップや代替システムの立ち上げが容易であり，万

が一データベースが破損してもデータ参照が可能であ

る．

5．まとめ

　2011 年 3 月 11 日の東日本大震災により日本周辺

海域の反射法音波探査データベースは損傷したもの

の，生の調査デジタルデータセットは残っていたため

にシステムの入れ替えと再登録により復旧することが

できた．さらにこれまでの反省に立ち，位置情報の測

地系を WGS84 に統一するなど，生データの整理を行

った．位置情報のデータ量圧縮を行い簡易検索スクリ

プトを付属させることでバックアップを容易にし，さ

らにバックアップ先でも計算機環境を選ばずにある程

度のデータ検索ができるようになった．
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要旨

　石狩平野と熊本平野における水理地質環境を高精度

に把握し，活断層や潜在する断層との関連について確

認するため，地下水の調査・研究を実施した．石狩平

野については，札幌地区の 28 地点で地下水試料を採

取した．全ての試料は地盤沈下観測井から採取したも

のであり，それらについて幾つかのイオンおよび酸

素・水素安定同位体比を分析した．札幌地区の西部お

よび南部においては，地下水の水質は地形的特徴を反

映したものとなった．豊平川扇状地および発寒扇状地

では，電気伝導度が低い CaHCO3 型の地下水が得ら

れ，その流動速度が速いことが示唆された．一方，低

地部においては NaCHO3 型を示す地下水が得られた．

また，沿岸部西部に位置する 116…m 深の井戸からは，

低 Ca2+、Mg2+ および高 Na+ の明らかに同位体比の小

さな地下水が得られた．本地下水サンプルの採水深度

は，中期更新世野幌層群下部に相当すると考えられ，

その涵養域は手稲山地と推定される．熊本平野につい

ては，現地において水文調査を実施し，一般水質と酸

素・水素安定同位体比分析のための地下水サンプリン

グ，および地下温度構造解析のための地下温度測定を

実施し，水文環境データの収集・解析を行った．

1．はじめに

　沿岸域の地下水は，塩水と淡水のそれぞれが異なる

ドライビング・フォースを持って存在しているため，

その環境は複雑である．また，浅層部に断層などの構

造が存在する場合，地下水の流動はその影響を受け，

地下水環境をより複雑にする．断層は，地質層序境界

と同様に地下水流動の境界となる可能性がある．断層
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Abstract: Three-dimensional hydrogeological database of Ishikari Plain and Kumamoto Plain were constructed to understand 
hydrogeological environment and correlation with active faults in the plain. Total of 28 groundwater samples were collected 
from monitoring wells for land subsidence and analyzed for some ions, oxygen and hydrogen stable isotopes in Sapporo Area, 
Ishikari Plain. In the southern and western part of Sapporo area, the groundwater chemistries reflect the geomorphological 
conditions. The CaHCO3 types with low EC, indicating fast groundwater flow, can be found in the Toyohiragawa and 
Hassamu Fans. On the other hands, the NaHCO3 types are obtained in the lowland area. Groundwater at a depth of 116 m in 
western part of coastal area shows very low isotopes with high Na+ , low Ca,sup2+ and Mg2+. This water obtained from middle 
Pleistocene, lower part of Nopporo Formation, is likely to be recharged at Teine Mountains. As for the Kumamoto Plain, 
groundwater samplings for chemical analysis and subsurface temperature measurements for thermal analysis had been carried 
out in situ. 
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の存在は地下水流動を阻害するだけでなく，反対に水

みちとして地下水流動を卓越させる場合もあり，地下

水データの広域分布には，断層に沿った地下水データ

の異常値の分布が確認されることがある．このように，

地下水データの分布から断層の存在を推定することが

可能であるが，一般に地下水データの取得地点は井戸

の分布に制限されるため，広域における地下水データ

を把握・解析するためには，既存の資料収集とデータ

ベース化が不可欠である．

　本研究においては，平成 22 年度に引き続き北海道・

石狩平野と九州・熊本平野を対象とし，水文データの

収集（現地調査と既存の過去データ）およびコンパイ

ルを行った．石狩平野については，三次元水理地質構

造を把握するため，当該モデルを作成した．同時に，

作成した三次元水理地質構造モデルへ入力することに

より，第四系および第三系内の水理地質環境の三次元

的なデータの可視化を行った．

2．石狩平野

2.1　石狩平野における水文データベース構築

　石狩平野においては，堆積層の三次元水理地質構造

モデルに加え，水文データベースを構築した．入力し

たデータは北海道立地下資源調査所（1995）を用い，

コンパイルしたデータの総数は，現時点で約 2300 件

である．

　鮮新統もしくは中新統内の地下水水質分布を求める

という目的を達成するためには，まず 3 次元的な地

下地質分布を明らかにし，この地下地質分布と井戸

スクリーン深度を比較する必要がある．3 次元的な地

下地質構造については，現在，越谷ほか（2011）が，

既存ボーリングからクリギング法による補間をおこな

うことによって推定をおこなっている（越谷モデル）．

越谷モデルに用いられているボーリング資料は，矢野

ほか（1989），坂川ほか（2004），防災科学技術研究

所（2009），丸井（2000），その他の論文および報告

書に基づくデータである．

　越谷モデルでは，地層を H（完新統），Q3（上部

更新統），Q2（中部更新統），Q1（下部更新統），N3

（鮮新統），N2（上部～中部中新統），N1（中部～下

部中新統）に区分しているが，本報告に関連するの

は，Q1と N3の間とN3と N1の間の深度領域である．

そこで，Q1，N3，N1の基底面を描画した．これら3

つの基底面の大きな違いとして，Q1 では長沼町－広

島町間を境界として南北に 2 つの凹構造が認められ

るのに対し，N1 では 2 つの凹構造が南北に延びる谷

構造となり，最深部は千歳空港付近になっている．

　井戸および水質データは，酒匂ほか（1977），松波

ほか（1979），二間・松波（1985），北海道立地下資

源調査所（1995），北海道立地下資源調査所（2004），

山口ほか（1964），山口ほか（1963），小原（1992），

深見（2009），国交省全国地下水資料台帳を用いた

第 1 図　採水地点と地下水質のシュティッフダイヤグラム表示
Fig.1  　…Sampling points and groundwater quality represented by Stiff diagram.
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（2583 データ）．これらの資料には緯度・経度情報（あ

るいは緯度・経度を推定できる情報）が掲載されてい

る．したがって，各井戸地点の地質構造を越谷モデル

によって推定することができる．そしてスクリーン情

報がある井戸については，スクリーン上部と下部の中

間点の深度を地下水採取深度とし，スクリーン情報が

ないものについては，井戸底を地下水の採取深度と仮

定して地下水を採取している地層を判別した．

2.2　現地調査

　2010 年および 2011 年度に，石狩市と札幌市にて

合計 28 地点の地下水調査を実施した．採水地点を第

1 図に，調査結果を第 1 表に記す．調査地点は全て

地盤沈下観測井であり，井戸内に採水器を下ろして

第 1 表に示した採水深度にて採水を行った．現地測

定項目は，水温と電気伝導度である．採取した地下水

試料は空気が入らないようポリビンに詰め，実験室

にてアルカリ度（HCO3
- として記載、0.02N…H2SO4 滴

定法），および一般水質の Cl-、NO3
-，SO4

2-，Na+，K+，

Mg2+，Ca2+ を分析した（イオンクロマトグラフィー・

Dionex…DX320J 使用）．また，δ 18O およびδ D につ

いては，波長スキャンキャビティリングダウン分光法

（WS-CRDS 法）を用いて PICARRO 社の L2120-i で測

定した．本手法は吸収分光法の一種である波長可変半

導体レーザー吸収分光法を応用したものである．気体

分子は近赤外線領域に固有の吸収線を持っており，本

手法では波長調整したレーザー光を水サンプルから

生成した水蒸気中を通過させることにより，そのレー

ザーの減衰程度から異なる同位体比をもつ水分子のモ

ル濃度を計算し，その値を用いて同位体比を算出する

（Gupta… et… al… .,… 2009）．測定精度の詳細については山

中・恩田（2011）に記載されている．

井戸名 緯度 経度 井戸深度 採水深度（m) EC値（ms/cm） pH 水温 HCO3
-

(°） (°） (m) (m) (μS/cm) (℃) (ppm)

道立地質 43.08125 141.33306 120 50 240 8.5 14.0 86

中島公園 43.04528 141.35606 30.2 25 220 6.8 13.1 50

開建2号 43.06019 141.32672 66.5 57 340 8.8 13.9 107

北発寒 43.11378 141.27219 130 108 370 8.5 14.2 130

内外緑地 43.14453 141.30939 180 137 280 9.2 13.4 193

八軒観測所（浅） 43.08767 141.32506 48 20 190 8.9 13.3 70

八軒観測所（深） 43.08767 141.32506 165 150 500 8.5 13.6 174

山口A 43.13628 141.23200 35 23.5 500 8.7 14.3 271

山口B 43.13628 141.23200 146.5 116 690 9.1 14.3 354

新港東A 43.21697 141.31514 81.3 64 440 7.9 12.2 227

新港東B 43.21697 141.31514 188.7 162 270 8.1 12.1 116

手稲東2号（浅） 43.07919 141.28306 90 40 120 8.6 13.3 44

手稲東2号（深） 43.07919 141.28306 90 86 120 8.6 13.7 52

花畔A 43.19806 141.32058 58.7 48 510 9.4 12.1 236

花畔B 43.19806 141.32058 12 10 350 7.6 12.1 42

丘珠観測所（浅） 43.12681 141.40289 50 32.5 210 8.7 13.0 112

丘珠観測所（深） 43.12681 141.40289 162 121 170 8.6 13.7 112

樽川A 43.16064 141.28444 87 58 390 8.3 12.6 173

樽川B 43.16064 141.28444 200 145 320 7.9 13.1 131

分部越A 43.18769 141.28542 200 185 300 8.8 12.5 151

石狩No1 43.15939 141.24697 200 150 530 7.5 13.1 223

屯田B 43.13786 141.33106 130 113 310 7.7 12.7 130

あけぼの小学校 43.04628 141.34517 40 13 160 9.5 13.4 58

北光小学校2号 43.07761 141.36139 40 32 190 8.8 13.0 80

北光小学校3号 43.07761 141.36139 18 14 550 7.0 13.8 222

丘珠小学校1号 43.11447 141.39647 118 100 200 8.4 12.5 130

福移中学校1号 43.15256 141.43731 140 123 240 9.0 14.5 117

篠路小学校2号 43.14694 141.37147 65.5 25 180 8.4 13.9 111

最大値 43.21697 141.43731 200 185 690 9.5 14.5 354

最小値 43.04528 141.23200 12 10 120 6.8 12.1 42

平均値 103 80 320.4 8.4 13.2 141

第1表 分析結果
Table 1 Results of survey and chemical analysis.

第 1 表　分析結果
Table 1  Results of suvey and chemical analysis.
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2.3　地下水調査結果

2.3.1　扇状地および低地部

　調査地点の地形は，豊平川扇状地，発寒川扇状地，

北部低地，花畔低地帯に分類される（第 2 図：北海

道土質コンサルタント，1994）．採水した井戸の深さ

は12～200mであり，採水深度は10～185mである．

得られたデータの水温は 12.1 ～ 14.5℃，電気伝導度

は 120 ～ 690 μ S/cm とかなりの幅を示した．最も

低い 120 μ S/cm を示したの地点は，手稲東 2 号（浅）

および手稲東 2 号（深），最も高い 690 μ S/cm を示

したのは山口 B である．

　水質データを用いて描いたヘキサダイヤグラムの分

布を第 1 図に示す．豊平川扇状地は JR 函館本線付近

を扇端とする．豊平川扇状地には豊平川から相当量

の地下水が涵養されており（山口，1965 など），酸

化的な地下水が支配する領域は扇状地とほぼ一致す

る（高野ほか，1999）．あけぼの小学校，中島公園，

開建 2 号周辺では電気伝導度が低いが，その理由は，

流動の速い扇状地地下水に影響されているためと推察

される．扇端と北部低地の境界付近に位置する北光小

学校，道立地質，八軒観測所では，電気伝導度の高い

地下水も認められる．北光小学校 3 号井では 14m 深

の地下水の硫酸イオン濃度が 200ppm を超えている

が，この理由は現時点では不明である．

　最も電気伝導度が低く，CaCHO3 型を示す手稲東 2

号は，発寒川近傍に位置している．山口ほか（1957）

の地下水面図によると，この周辺の地下水は発寒川扇

状地から函館本線に向かって流動しており，豊平川扇

状地と同様に，本地点に発寒川から地下水が供給され

ていると考えられる．手稲東 2 号の低電気伝導度は

流動性の扇状地地下水を反映していると思われる．

　一般に，扇端から先に広がる低地部では地下水の

流動速度が急激に緩やかになると考えられる．丘珠

付近に広がる北部低地は泥炭やシルトなどからなり，

溶存酸素量の低下，電気伝導度の上昇（尾崎ほか，

1965），鉄イオン濃度の上昇（佐藤ほか，1982）等

が生じている．これは本地域の地下水をとりまく環境

が酸化環境から還元環境に変化したことを示す．北

部低地部に位置する篠路小学校 2 号井，福移中学校 1

号井，丘珠観測所，丘珠小学校では，深度 123m か

井戸名 F- Cl- NO2
- Br- NO3

- SO4
2- PO4

3- Li+ Na+ NH4
+ K+ Mg2+ Ca2+ δD δ18O

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (‰) (‰)

道立地質 0.1 20.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1 18.4 0.1 4.1 5.3 16.5 -73 -11.4

中島公園 0.0 17.7 0.0 0.0 1.1 22.5 0.0 0.0 12.6 0.0 2.4 4.6 19.8 -74 -44.7

開建2号 0.1 17.3 0.0 0.0 0.0 15.2 0.1 0.0 17.8 0.0 3.5 8.2 18.5 -73 -44.6

北発寒 0.1 18.8 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 38.5 0.0 7.9 4.6 13.4 -81 -12.1

内外緑地 0.2 10.1 0.0 0.0 28.0 0.1 3.4 0.0 36.0 0.0 20.1 4.4 7.0 -79 -11.7

八軒観測所（浅） 0.0 18.4 0.0 0.1 0.0 4.6 0.0 0.0 16.2 0.0 3.3 5.9 7.4 -68 -11.1

八軒観測所（深） 0.1 92.8 0.1 0.3 3.0 0.1 0.1 0.0 75.2 0.0 13.6 8.5 14.2 -75 -11.4

山口A 0.2 16.4 0.2 0.1 1.8 14.7 0.4 0.0 76.0 0.0 10.2 13.0 25.1 -67 -10.8

山口B 0.2 28.5 0.0 0.2 0.0 0.1 4.0 0.0 127.2 3.8 17.9 3.6 12.1 -92 -13.1

新港東A 0.3 14.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 43.7 4.1 11.9 11.0 23.4 -75 -11.7

新港東B 0.2 6.2 5.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 19.1 0.0 9.8 7.3 15.0 -72 -11.2

手稲東2号（浅） 0.0 20.2 0.0 0.0 2.6 0.2 0.0 0.0 8.0 0.0 1.1 2.9 12.5 -68 -10.8

手稲東2号（深） 0.1 26.3 0.0 0.1 5.6 0.4 0.0 0.0 8.8 0.0 1.2 3.8 16.2 -67 -10.6

花畔A 0.2 41.6 0.0 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0 93.7 5.0 7.6 5.5 8.1 -74 -11.5

花畔B 0.0 26.4 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 15.4 0.1 1.7 3.9 4.2 -67 -10.9

丘珠観測所（浅） 0.7 16.8 0.0 0.0 0.2 0.3 0.9 0.0 37.9 0.0 5.0 1.6 4.2 -74 -11.9

丘珠観測所（深） 0.1 5.8 0.0 0.0 1.7 0.3 0.1 0.0 14.3 0.0 8.5 5.3 11.8 -69 -11.0

樽川A 0.1 26.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 1.2 12.7 16.6 20.9 -81 -12.1

樽川B 0.1 7.8 6.2 0.0 0.1 0.6 0.2 0.0 24.8 0.4 12.2 7.3 17.8 -73 -11.4

分部越A 0.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 23.7 2.0 14.0 7.7 15.4 -72 -11.2

石狩No1 0.2 42.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 52.2 2.7 13.9 9.9 33.1 -79 -12.0

屯田B 0.2 15.9 0.0 0.0 0.0 8.2 0.4 0.0 27.3 0.0 9.2 7.6 19.6 -72 -11.5

あけぼの小学校 0.0 21.0 0.0 0.0 0.3 5.9 0.0 0.0 19.0 0.0 2.7 2.9 8.3 -74 -11.8

北光小学校2号 0.0 20.2 0.0 0.0 0.3 13.5 0.0 0.0 22.6 0.0 3.6 6.2 6.1 -73 -11.7

北光小学校3号 0.0 46.5 0.0 0.1 0.0 200.4 0.0 0.0 19.7 0.0 4.9 18.0 55.4 -72 -11.3

丘珠小学校1号 0.1 6.7 0.0 0.0 3.7 0.0 0.2 0.0 14.8 0.0 6.4 6.3 16.1 -69 -11.0

福移中学校1号 0.1 7.4 0.0 0.0 0.0 23.9 1.3 0.0 54.1 0.0 2.6 0.1 0.1 -72 -11.5

篠路小学校2号 0.2 5.9 0.0 0.0 1.3 0.0 0.2 0.0 13.1 0.0 6.3 5.6 13.7 -70 -11.2

最大値 0.7 92.8 6.2 0.3 28.0 200.4 4.0 0.1 127.2 5.0 20.1 18.0 55.4 -67 -10.6

最小値 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 1.1 0.1 0.1 -92 -44.7

平均値 0.1 21.6 0.4 0.1 1.9 11.5 0.5 0.0 34.6 0.7 7.9 6.7 15.5 -73.4 -13.9

第1表 (続き)
Table 1 (continue).
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ら得られた福移中学校を除いて，SO4
2- 濃度が 1ppm

以下であり，還元的な環境を示す一方，NO3
- がわず

かに検出された．これは一般的な酸化還元シーケンス

とは異なる傾向であり，現時点ではその原因を判断で

きない．
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第 2 図　札幌地域の地形（北海道土質コンサルタント，1994）
Fig.2  　…Topographical classification in sutdy area(Hokkaido Doshitsu Consultant Corporation, 1994).
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2.3.2　花畔低地帯

　花畔低地帯に位置している井戸は，新港東 A，新港

東 B，山口 A，山口 B，花畔 A，花畔 B，内外緑地，樽川，

分部越，および石狩 No.1 がある．この領域の地下水

帯水層は 3 層に区分され，地表から約 20m に位置す

る不圧地下水である U 層，70 ～ 110m 深を中心とし

た M 層，110 ～ 200m 深に L 層（砂層）が分布する（深

見，2007）．最も地下水の揚水量が多い L 層は手稲周

辺では約110m深であり，北東に向かって深度を増し，

石狩丘陵周辺では約 200m 深となる．

　花畔低地帯のデータについて深度と電気伝導度の関

係を示したものが第 3 図であるが，110 ～ 185m 深

の領域（L 層）に電気伝導度の低い地下水が分布する

ことが示されている．通常，電気伝導度は地下水流

動方向に低下することはないため，これらの水は M

層からの涵養を起源としていないことが示唆される．

なお，最も深い分部越 A の位置は，海岸からわずか

100m 内外である．この地点では 1974 年に地下水頭

は +1.5m であったが，2006 年には -5m と低下して

いる．それにも関わらず，現時点では塩水の侵入は認

められない。この理由はおそらく L 層が粘土・シル

ト層に覆われているためと考えられるが，水頭が明ら

かに海水面よりも低い事実を考慮すると，L 層は塩水

化の危機に直面していると考えられる．また，山口 B

の地下水サンプルは L 層から得られているようであ

るが電気伝導度が高く，その他の地下水水質とはやや

異なっている．

　一方，深見（2007）の区分によると，北発寒は扇

状地の不圧帯水層につながる M 層からの地下水であ

る．水質は NaHCO3 型であり，扇状地の地下水の影

響を受けたと思われる手稲東よりもやや電気伝導度が

高い．深見（2007）によれば，さらに北に移るにつれ，

M 層の電気伝導度は上昇する．

　酸素・水素安定同位体比については，δダイヤグラ

ムより山口 B が他とは異なる起源を持つことが明瞭

である（第 4 図）．山口 B は L 層または中期更新世野

幌層群下部に胚胎されている地下水である（嵯峨山，

2009）．札幌市の深度 540 ～ 600m（鮮新世西野層）

にはNaCl型が胚胎されていることが知られているが，

そのδ D は -76.9‰，δ 18O は -11.0‰であり，山口

B とは大きく異なる（松波ほか，2007）．また，札幌

市ジャスマック 1 号井は地下 800m から得られてい

るが，同位体比はδ D=-87.7，δ 18O=-12.5 であり，

この値とも異なっている（松波・鈴木，1997）．山口

Bの水質はMg2+とCa2+濃度が低く，Na+濃度が高いが，

これはイオン交換によるものと思われる．すなわち，

現在得られる NaHCO3 型地下水は，もともと堆積時

の野幌層群に含まれていた塩水（NaCl 型）が，天水

によってフラッシュされている途中に形成されたもの

と考えられる．

　山口 B の地下水は，手稲山地に涵養された地下水

が起源となっていると考えられ，軽い同位体比は温度

効果か高度効果，あるいは両方の効果に起因するもの

であろう．しかし，この地下水の影響は，近傍の地点

（石狩 A や北発寒）では認められない．以上の結果は，

L 層に胚胎される地下水の起源が場所によって異なる

可能性を示唆している．

第 3 図　花畔低地帯の地下水の深度と電気伝導度の関係 .
Fig.3  　…Relationship between groundwater depth and electric conductivity in Bannaguro lowland area.
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2.3.3　断層との関連について

　札幌市（2005），松波ほか（2007）および嵯峨山

（2009）より，今回の地下水を採取した地層は全て第

四系である．山口 B が古い地下水の可能性はあるも

のの，全体として循環性の現世天水が得られていると

考えられる．加えて本地域では地下水揚水が盛んであ

り，地表からの地下水汚染も認められる．以上のよう

に，調査地点の第四系における地下水環境は人為的に

攪乱され，断層に起因する地下深部からのシグナルは

検出しにくい条件である．

3．熊本平野

　熊本平野の地下温度データおよび地下水質データを

収集するため，2009 ～ 2011 年にかけて，熊本県，

国土交通省および熊本市が管理する井戸（計 56 本）

の地下水質の測定および地下温度プロファイルの測定

を行った．

3.1　熊本地域の概要

　阿蘇外輪山西麓から熊本平野およびその周囲の台地

に広がる熊本地域は，特有の地質構造により，一つの

大きな地下水盆を共有している．熊本地域は 11 市町

村（熊本市，菊池市，宇土市，合志市，大津町，菊陽

町，西原村，御船町，嘉島町，益城町，甲佐町）から

なり，生活用水のほぼ 100% を地下水で賄っている

国内でも希有な地域である．また地下水を「公の資産」

と考える “ 公水 ” の理念に基づき，行政界を越えて地

下水保全を行っている．

　熊本地域の地下地質は層序にしたがって成層してお

り，変成岩，中・古生層及び先阿蘇火山岩類を覆って

分布する第四紀の地層が帯水層の主体をなしている．

主なものは阿蘇火砕流堆積物と各火砕流間の堆積物

である．本地域における帯水層は，第 1 帯水層，第 2

帯水層及び第 3 帯水層の 3 つに区分される．以下に，

3 つの帯水層について説明する．

・第 1帯水層

　第 1 帯水層は，花房層や布田層等の Aso-4 ／ 3 間

堆積物を水理地質基盤として存在している．花房層は

菊池台地から植木台地にかけての地域に，布田層は高

遊原台地から託麻台地にかけて分布しており，その上

位の Aso-4 や段丘堆積層等で帯水層を構成している．

また，平野部においては，Aso-4 直下の未区分洪積層

中にみられる連続性のよい粘土層を境として，その上

位の島原海湾層，Aso-4 及び未区分洪積層中の砂礫層

等で構成される．台地部では不圧地下水であるが，平

野部では上位の有明粘土層によって被圧している．

・第 2帯水層

　第 2 帯水層は，変成岩類，中・古生層，金峰山火

山岩類及び先阿蘇火山岩類を水理地質基盤として存在

している．

　本帯水層は，Aso-1，Aso-2，Aso-3 の阿蘇火砕流堆

第 4 図　…δダイヤグラム…
地下水のプロットは d…value=22 の直線を形成する .…
■は札幌市内の温泉水の同位体比（松波・鈴木，1997：松波ほか，2007）.

Fig.4  　…δdaigram. 
Plots of groundwaters froms the line with d=22. The ■ indicate the isotopic compositions of 
deep groundwater in Sapporo City (Matsunami & Suzuki, 1997; Matsunami et al., 2007).
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積物と，砥川溶岩に代表される各火砕流間の溶岩類で

構成され，熊本地域の主要な帯水層となっているもの

である．特に託麻台地から平野部にかけて，表層部に

高い透水性を有する砥川溶岩が分布しており，江津湖

に代表される湧水群へ湧水として地下水を供給するほ

か，水道用水源の主な取水対象層となっている．基盤

とされる先阿蘇火山岩類の表層部には亀裂の発達した

ところがあり，その部分を含んでひとつの第 2 帯水

層を形成している地区もある．地域東部では不庄地下

水であるが，託麻台地の九州自動車道付近より西側で

は布田層によって加圧され，地下水は被圧している．

平野部における地下水位は地表面付近にあり，第 1

帯水層の地下水位よりやや高くなっている．

・第 3帯水層

　主に金峰山火山岩類で構成されており，帯水層の下

限や構造に不明な点が残されているものの，第 3 帯

水層として扱うことができる．主かん養源は金峰山体

と考えられ，上位の未区分洪積層中の粘土層や金峰山

火山岩類上部の強風化部分によって被圧している．

3.2　地下水流動系

　第 5 図は熊本県・熊本市（1994）により報告され

ている 1993 年の渇水期（6 月）と豊水期（10 月）

における第 1 帯水層の地下水位等高線図である．地

下水の流動方向に関しては季節による違いは見られな

いが，豊水期には平野部で数十 cm，植木台地や菊池

図2 

(a) 6月 

(b) 10月 

第 5 図　…熊本地域における第一帯水層の地下水面図．…
（a）1993 年 6 月，（b）1993 年 10 月（熊本県・熊本市，1994）

Fig.5  　…Groundwater table of No. 1 aquifer in Kumamoto area． 
(a) Jun., 1993. (b)Oct., 1993 (Kumamoto prefecture and Kumamoto city, 1994)
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台地で 1 ～ 2m 程度地下水位の上昇が見られる．地

下水位は季節に係わらず，阿蘇外輪山の西側の白川の

両岸で最も高い．白川右岸で地下水は東から西に向か

って流動し，植木台地部で南と北へ向かう流動に分か

れる．白川左岸では，地下水は東から西，あるいは北

東より南西に向かって流動し，江津湖周辺で，緑川水

系で涵養された地下水と合流し，熊本平野を東から西

に向かって流れる．

　第 6 図は同時期に観測された第 2 帯水層の地下水

位等高線図である．第 1 帯水層と同様に地下水の流

動方向に関しては季節による違いは見られないが，地

下水位は全流域で豊水期に上昇している．本地域では

白川中流域には地下水プールと呼ばれる地下水の貯留

図3 

(a) 6月 

(b) 10月 

第 6 図　…熊本地域における第二帯水層の地下水面図．…
（a）1993 年 6 月，（b）1993 年 10 月（熊本県・熊本市，1994）

Fig.6  　…Groundwater table of No. 2 aquifer in Kumamoto area． 
(a) Jun., 1993. (b)Oct., 1993 (Kumamoto prefecture and Kumamoto city, 1995)

構造が発達していることが知られており，地下水プ

ールにおいても両季節間で 10m 程度の水位変動が見

られる．地下水は，白川上流部の両岸で涵養され，中

流部の地下水プールに向かって流動し，そこから熊本

平野に向かって東から西へ流れる．植木台地では第 1

帯水層と同様に一部，北に向かう流れが確認されてい

る．

　第 3 帯水層に関しては，先述したように帯水層の

下限や構造に不明な点が多く残っており，地下水流動

の把握には至っていない．

3.3　調査方法

　2009 年から 2011 年にかけて，本地域において合
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計 56 本の井戸で地下水調査を実施した．採水地点を

第 7 図に，調査結果を第 2 表に記す．調査地点は全

て地盤沈下観測井であり，井戸内に採水器を下ろして

第 2 表に示した採水深度にて採水した．現地測定項

目は，水温，電気伝導度，および pH である．採取し

た地下水試料は空気が入らないようポリビンに詰め保

存し，無機溶存イオン濃度と水素・酸素安定同位体比

を熊本大学水文学研究室にて分析を行った．無機溶存

イオン濃度に関しては，HCO3
- は硫酸滴定法，その他

のイオンはイオンクロマトグラフィを用いて測定し，

水素・酸素同位体比に関しては，酸素は CO2 平衡法，

水素は白金触媒を使用した H2 平衡法を用いて質量分

析計で測定した．

第 2 表　水質・同位体比分析結果．
Table 2  Water chemistry and isotopic data of groundwater samples.

図4 

第 7 図　研究地域における調査井戸の位置図 .
Fig.7  　Location map of research wells in study area.

地図表示名 地点名 水温(℃) pH ORP(mV) EC(μS/cm) DO(mg/l) HCO3(mg/l) Cl(mg/l) NO2(mg/l) NO3(mg/l) SO4(mg/l) PO4(mg/l) Na(mg/l) NH4(mg/l) K(mg/l) Mg(mg/l) Ca(mg/l) Si(mg/l) δ18OH2O(‰) δD(‰) スクリーン(m) スクリーン平均(m) 井戸深度(m)
P2 熊本2 18.5 6.2 256 236 3.1 88 7 - 45 10 - 19 - 10 9 18 - -6.2 -43 81.5-98/102.5-114.5 99.125 121
P3 熊本3 17.9 7.5 -106 172 2.5 69 11 - 12 1 - 10 - 6 5 13 - -7.0 -47 43-70.5 56.75 81.5
P5 熊本5 17.3 7.6 200 157 3.0 49 13 - 34 2 - 13 - 7 4 13 - -6.7 -45 81.2-86.7/117.8-140 170.875 140
P6 熊本6 18.1 7.3 229 189 7.8 66 7 - 20 10 - 8 - 6 6 15 - -6.5 -44 80-118 99 120
P7 熊本7 18.3 9.0 164 134 2.1 69 4 - 5 1 - 19 - 11 1 4 - -6.4 -45 51.5-91.5 71.5 95
P8 熊本8 17.5 8.5 223 128 1.4 110 17 - 7 10 - 48 - 5 2 4 - -7.2 -48 72.5-83.5/89-111 89 116.5
P10 熊本10 17.5 7.8 230 175 9.8 66 10 - 46 2 - 10 - 7 6 16 - -6.3 -44 58.5-80 69.25 80
P15 熊本15
M1a 蓮台寺(浅) 20.0 7.4 -66 412 1.7 195 16 - 2 25 - 24 - 7 16 22 - -6.9 -45 10.0-15.0 12.5 15
M1b 蓮台寺(深) 19.4 7.6 67 383 2.7 155 17 - 1 43 - 28 - 8 14 19 - -7.1 -47 45-65 55 65
M2a 坪井(浅) 17.7 7.3 -82 336 1.0 178 15 - 0 0 - 21 - 8 12 20 - -6.8 -46 14.2-25 19.6 25
M2b 坪井(深) 17.4 7.4 -72 240 1.6 132 4 - 2 0 - 21 - 8 6 12 - -6.8 -47 34.2-45 39.6 50
M3a 田迎(浅) 19.1 7.8 -171 48 0.6 93 12 - 16 27 - 10 - 7 10 22 - -7.1 -48 9.6-15 12.3 15
M3b 田迎(深) 18.9 7.8 223 265 6.7 209 33 - 11 8 - 37 - 11 17 21 - -7.0 -48 45-60 52.5 50
M5 大津 18.7 8.0 171 292 10.2 76 11 - 12 60 - 10 - 6 12 24 - -7.5 -49 96-116 106 120
M6a 新南部(浅) 18.7 7.7 198 145 9.3 96 11 - 28 15 - 10 - 9 7 25 - -6.8 -46 19-30 24.5 30
M6b 新南部(深) 18.5 9.4 162 106 9.4 45 6 - 1 4 - 6 - 5 2 6 - -6.9 -46 47-58 52.5 60
M7a 天明(浅) 20.8 8.7 91 114 2.3 621 42 - 4 3 - 227 - 14 7 4 - -5.9 -39 5.0-10 7.5 10
M7b 天明(中) 19.2 8.4 52 732 2.2 162 84 - 1 41 - 136 - 5 2 2 - -7.1 -48 50-60 55 60
M7c 天明(深) 22.3 7.8 17 5520 3.8 231 1525 - 0 111 - 712 - 9 52 78 - -6.5 -44 90-105 97.5 120
M8a 沖新(浅) 18.0 7.5 192 230 1.6 275 570 - 0 65 - 482 - 7 32 48 - -6.8 -46 7.0-11 9 15
M8b 沖新(深) 19.1 7.9 -163 290 1.8 162 818 - 0 47 - 508 - 5 31 49 - -6.9 -46 60.5-77 68.75 80
M10 深迫 - 7.5 - 226 - 66 8 - 9 22 - 12 - 5 7 15 - -7.2 -49 23.5-83.5 53.5 90
M11 久保田 - - - - 69 10 - 19 32 - 12 - 6 9 22 - -7.1 -48 88-98 93 103
M12 合志 - 8.4 - 174 - 88 7 - 1 2 - 10 - 5 6 13 - -7.0 -47 58.5-69.5 64 75
M13 須屋 - 7.5 - 285 - 61 39 - 4 3 - 10 - 4 8 23 - -6.8 -45 88-98 93 101
C1a 白川(浅) 20.2 10.2 - 258 - 39 11 0.01 10 70 0.00 18 0.01 8 0 24 12 -7.2 -48 10.4-15.9 13.15 21.4
C1b 白川(深) 19.1 7.7 - 349 - 145 16 0.02 10 62 0.03 21 0.46 9 16 27 21 -7.3 -48 39.5-55.4 47.45 65.4
C2a 田迎(浅) 18.8 7.3 - 203 - 83 9 0.20 7 24 0.04 10 0.00 6 8 16 21 -7.1 -47 22.3-33.3 27.8 35.3
C2b 田迎(深) 19.5 7.6 - 211 - 81 9 0.13 9 26 0.03 11 0.00 6 10 13 23 -7.2 -48 97-108 102.5 110
C3a 御幸木部(浅) 18.9 8.3 - 218 - 101 12 0.08 3 23 0.07 14 0.00 6 14 8 18 -7.0 -47 24.7-35.7 30.2 41.2
C3b 御幸木部(深) 19.6 7.4 - 202 - 81 9 0.00 5 29 0.03 15 0.00 8 10 7 23 -7.3 -48 95.3-106.3 100.8 111.8
C4a 御幸苗田(浅) 18.6 8.8 - 193 - 96 10 0.01 0 7 0.01 12 0.00 5 7 11 5 -7.1 -47 34.7-51.2 42.95 80
C4b 御幸苗田(深) 18.6 8.8 - 158 - 76 9 0.00 0 9 0.00 10 0.03 4 6 12 3 -7.1 -47 82.32-98.82 90.57 115.32
C5 春竹 19.4 8.2 - 328 - 157 26 0.01 1 24 0.00 20 0.15 10 17 21 11 -6.9 -45 44-55 49.5 55
C6 水前寺 19.9 8.1 - 206 3.9 83 10 0.00 0 16 0.00 10 0.00 4 7 14 13 -7.1 -47 39-50 44.5 55
C7a 北部(浅) 19.5 7.6 - 182 3.3 110 12 0.66 9 13 0.00 11 0.02 8 8 20 23 -6.5 -45 54-59.5 56.75 60
C7b 北部(深) 19.7 7.5 - 262 4.0 76 9 0.36 5 7 0.03 10 0.05 6 4 13 26 -6.9 -47 83.5-94.5 89 100
C8 上南部 18.5 9.0 - 147 9.0 49 8 0.02 11 6 0.07 6 0.00 4 3 13 23 -6.8 -46 71.39-93.45 82.42 110
C9 日向東 19.0 7.2 - 254 9.1 81 9 0.06 15 34 0.05 10 0.00 5 9 19 25 -7.1 -50 60-90 75 90
C10 健軍 19.5 7.0 - 239 10.0 76 9 0.01 17 25 0.04 9 0.00 4 8 17 26 -6.9 -47 48-59 53.5 70.8
C11 長嶺 19.3 9.3 - 183 2.7 81 9 0.00 0 11 0.00 10 0.32 6 6 11 2 -7.0 -47 120.5-131.5 126 137
C12a 池亀(浅) 21.2 8.1 - 146 2.6 83 3 0.02 0 2 0.47 10 0.01 5 3 10 24 -7.3 -48 15.5-26.5 21 32
C12b 池亀(深) 19.1 8.1 - 144 3.6 78 3 0.02 0 2 0.03 7 0.00 4 4 13 19 -7.3 -47 59-75.5 67.25 81
C13a 沖新中島(深) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 210
C13b 沖新中島(中) 19.4 8.5 - 736 - 253 110 0.03 0 3 0.00 108 0.02 8 2 5 22 -7.1 -47 51.4-67.9 59.65 100
C14a 飽田(浅) 22.1 8.9 - 311 - 128 23 0.00 0 16 0.22 41 0.00 5 0 2 6 -7.1 -47 71.9-93.7 82.8 109
C14b 飽田(深) 22.6 8.8 - 411 - 150 41 0.00 0 14 0.12 50 0.00 9 1 4 7 -7.1 -47 113-129.5 121.25 135
C15a 天明(中) 22.8 8.6 - 2720 - 211 296 0.01 0 20 0.85 155 0.42 21 6 18 23 -6.9 -45 53.2-75.2 64.2 93
C15b 天明(深) 23.0 8.8 - 1308 - 267 817 0.00 0 125 0.61 407 0.12 25 22 13 17 -6.8 -45 112-145 128.5 145
C16a 力合(浅) 21.4 8.2 - 310 - 140 16 0.01 0 26 0.29 21 0.01 11 16 7 12 -6.9 -46 31.7-42.7 37.2 45.7
C16b 力合(深) 21.9 9.2 - 276 110 14 0.00 0 22 0.11 18 0.00 7 5 17 17 -6.9 -47 121.5-138 129.75 154.5
C17 武蔵丘 - - - - - 76 8 - - 1 - 8 - 4 3 14 - - - 86.5-97.5 92 100
M4 秋津 19.8 7.7 270 251 5.6 74 10 - 11 33 - 13 - 5 9 18 - -7.3 -47 45-55 50 55
M9a 小島(浅) 19.0 8.6 198 529 1.5 285 39 - 0 30 - 82 - 15 22 24 - - - 9.5-12.5 11 15
M9b 小島(深) 19.2 8.0 134 761 1.3 206 180 - 0 21 - 172 - 9 5 13 - - - 58-74.5 66.25 80

採水できず
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3.3　調査結果

　本調査によって得られた地下水の水素と酸素の同

位体比の関係を第 8 図に示す．本調査地域における

地下水には地域的な特徴は見られないが，田上ほか

（2009）により報告された熊本地域の降水の夏期の天

水線上にプロットされることから，主に夏期の降水に

よる涵養を受けていることがわかる．

　本地域におけるヘキサダイヤグラムの分布を第 9

図に示す．本地域における地下水は，Ca-（HCO3）2

型，Na-HCO3 型，Na-Cl 型の 3 つのタイプに大別でき

る．水田や田畑が存在する白河上流から中流部にかけ

ては，一部の地下水に NO3
- が確認され，人為的汚染

の影響が示唆される．各地域における深度とイオン濃

度の関係を第 10 図に示す．前述したように比較的高

い NO3
- 値が白川上流域，詫間台地，高遊原台地，菊

池台地など郊外の地域に見られる．SO4
2- 濃度は概ね

深度と共に低下し，地下水環境がより還元的な状態へ

変化していくことを示唆している．熊本平野におけ

る SO4
2- 濃度の高い深部地下水は，天明（M7c および

C15b）であり，両観測井は著しく高い Cl- 濃度を示

す．高い Cl- および Na+ 濃度は，熊本平野の地下水に

おける特徴でもある．熊本平野における地下水の Na+

と Cl-，ならびに Ca2+ との関係を第 11 図（a）と（b）

にそれぞれ示す．採取した地下水と帯水層との関係が

-60
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第 8 図　熊本地域における地下水試料のδダイヤグラム．
Fig.8  　δ-diagram of groundwater samples in Kumamoto area.

図6 

第 9 図　熊本地域における水質分布 .
Fig.9  　…Distribution map of groundwater chemistry in Kumamoto area.
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不明であるため，本稿では便宜的にスクリーン深度が

50m 未満のものを浅井戸，50 ｍ以上のものを深井戸

と定義した．第 11 図（a）において Cl- と Na+ は高い

相関を示し，また天明や沖新における深井戸から採

取された地下水（M7c，M8b および C15b）は，海水

における Na/Cl 比を示す点線沿いにプロットされる．

しかしながら第 8 図のδダイヤグラムに示されるよ

うに現海水の侵入による影響は見られない．熊本平野

の沿岸部における地下水の導水勾配は非常に小さく

（第 5 図，第 6 図参照），また浅い地下水では両イオ

ン濃度は低下することから，沿岸地域の地下水は，海

成堆積物から洗い出された高い Na+ および Cl- 濃度を

もち，また深度に伴い流動性が低下する地下水である

ことが示唆される．海成堆積物からの洗い出しの影響

が示唆される地下水を除く熊本平野の地下水における

Na+ と Ca2+ の関係から（第 11 図（b）），浅い地下水

ほど Ca2+-rich で深い地下水ほど Na+-rich であること

が分かる．また両者は負の相関を示すことから，滞留

時間の増加に伴ない Ca2+ と Na+ との間でイオン交換

が生じていることが示唆される．
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第 10 図　…熊本地域における地下水の採水深度と溶存イオン濃度の関係 .
Fig.10  　…The relationship between sampling depth and ion concentration of groundwater samples in 

Kumamoto area.
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4.　まとめ

　沿岸域の地質・活断層と水文環境との関係を明らか

にするため，昨年度に引き続き，石狩平野において，

作成した三次元水理地質モデルにコンパイルした水質

データを入力し，地質区分毎に水質を確認した．また，

平成 23 年度は，北海道石狩平野札幌地区の 28 地点

で地下水試料を採取し，一般水質および酸素・水素安

定同位体比を分析した．本地下水が流動している層

は，中期更新世野幌層群下部と考えられ，その涵養域

は手稲山地と推定される．熊本平野についても，現地

において水文調査を実施し，一般水質と酸素・水素安

定同位体比分析のための地下水サンプリング，および

地下温度構造解析のための地下温度測定を実施し，水

文環境データの収集・解析を行った．水質，酸素・水

素安定同位体比と地下水温を複合的に用いることで，

より詳細に地下水流動を推定することが可能になると

思われる．平成 24 年度は，収集・コンパイルした水

文データと活断層との分布を比較検討し，水質の分布

特性と活断層との関係を明らかにする予定である．
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