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日高沿岸三石地域の重力異常と浅部比抵抗構造
−明瞭な活断層の知られていない地域での内陸地震の可能性−
The Gravity anomaly and resistivity structure around the Mitsuishi area, Hidaka coast.
−The possibility of intraplate earthquakes in and around unknown active faults area−
田村 慎・大津 直・鈴木隆広
Makoto Tamura, Sunao Ohtsu and Takahiro Suzuki

Abstract
On September 7, 2011, Mj5.1 shallow（10km depth）earthquake occurred beneath the Mitsuishi area, south-central Hokkaido.
This earthquake is occurred at the area except “major active fault”. But seismic activity in this area is very high and destructive
earthquakes such as the 1982 Urakawa-oki earthquake（M 7.1）occurred. We found remarkable tectonic landform that called
the Houraisan-Chiruitai horst（call “the Horst” as follows）located on the epicenter area. The notable features of the Horst
are as follows（Ohtsu et al., 2012, 2013）
.
1）Top surface of the Horst（about 200 meters height）is significantly higher than surrounding hills（about 150 meters or
less）
, but it is covered by terrace deposits.
2）The Horst is crossed by the Mitsuishi River, but the lowland around the river is about 10 meters height.
From these facts, it is estimated that the Mitsuishi River is antecedent valley. In other words, the Mitsuishi River has already
flowed before uplift of the Horst. Also, the Horst might be an active structure and related to the earthquake.
So, we carried out electrical resistivity survey and gravity survey to interpret the subsurface structure beneath the Horst,
and the association with earthquakes.
Electrical resistivity survey was made at 14 points in Sep. 2012, and we made two lines of two-dimensional resistivity model
across the Horst. In the results, resistivity layer in this area is divided into four layers. Depth distribution of the base of the
first layer（or the top of the fourth layer）shows that the layers from the first to third layer get sharply thinner as closer to
the Horst, and this means that the Horst was probably uplifted.
Gravity survey was made in Aug. 2012 at 80 points, and additionally, we compiled pre-existing gravity data around this
region. The gravity data provided by Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. was very helpful. Finally, a new Bouguer gravity
anomaly and a Bouguer anomaly gradient（the magnitude of the first horizontal derivative of non-filtered Bouguer anomaly）
map of this area was produced on the bases of these gravity data. The new anomaly map reveals a correlation between geological
features and gravity anomaly distributions. Also the anomaly gradient map shows that the Horst is marked by a large-scale
gravity changes with the value of more than 10 mGal/km. But two dimensional analysis of the subsurface structure across the
Horst doesn’t detect a suitable model along the hypothesis.
In the next step, it is necessary to carry out another survey（ex. MT method）to understand a continuous structure from
surface to middle crust（around the hypocenter region of 2011 earthquake）
. And also, it is necessary to execute similar surveys
at the extension area of the Horst, to verify the continuity of structure.

キーワード：活構造，内陸地震，蓬莱山地塁帯，重力探査，電気探査
Key words : Active structure, intraplate earthquake, the Houraisan-Chiruitai horst, Gravity survey, Electrical resistivity survey

Ⅰ はじめに

タイプであった．また，北海道大学地震火山研究観測
センターによる臨時地震観測データを用いた余震震源

2011 年 9 月 7 日，新ひだか町三石付近を震源とする

決定の結果，余震分布はメカニズム解と調和的であり，

内陸地震（M 5.1，深さ 10 km）
が発生した．この地震は

北西―南東走向，南西傾斜であると報告されている

1982 年浦河沖地震（M 7.1）
の余震域で発生したもので，

（北海道大学地震火山研究観測センター，2011）
．気象

メカニズム解は北東―南西方向に圧力軸を持つ逆断層

庁によるこの地震の諸元は次のとおりである．

２

北海道地質研究所報告，第８
７号，１
‐１
６，２
０
１
５

Ⅱ 電気探査

震源時：2011 年 9 月 7 日 22 時 29 分
震源：北緯 42°
15.6′
，東経 142°
35.3′
深さ：10 km
地震の規模：Mj
（気象庁マグニチュード）
＝5.1
各地の震度（震度 4 以上）

Ⅱ．1

探査概要

電気探査は 2012 年 10 月 1 日〜5 日にかけて，新ひだ

震度 5 強：新ひだか町三石旭町

か町内の 14 地点で実施した．第 2 図に探査地点を，付

震度 4：新冠町北星町，新ひだか町静内山手町

表 1 に探査測線の一覧を示す．
探査は垂直比抵抗探査法（シュランベルジャー法）を

今回の地震と 1982 年浦河沖地震の震央，メカニズ

採用した．これは観測点を中心にその両側に電位・電

ム解，2000 年以降に発生した浅発地震（深さ 40 km 以

流電極を左右対称に配置して電流を流し，測定される

浅）
の震央分布
（気象庁ウェブサイト）
，および加藤
（1991）

電位差から地下の比抵抗構造を求める手法である．

による活断層の分布を第 1 図に示す．
1995 年兵庫県南部地震（阪神大震災）以降，国は調

探査には IRIS INSTRUMENT 社製 SYSCAL-R 2 を用
い，ハンディ GPS を用いて探査地点の測量を行った．

査対象断層をリストアップし全国の活断層調査を行っ

探査地点の決定に際し，得られた結果から蓬莱山地塁

てきた．その後，2000 年鳥取県西部地震（M 7.3）をは

帯を横断する二次元比抵抗断面分布を求めるため，地

じめ，2004 年新潟県中越地震（M 6.8）や 2008 年岩手・

塁帯を横断する三石川に沿って 5 地点を，地塁帯の東

宮城内陸地震（M 7.2）など次々に内陸地震が発生した

端を流れる鳧舞川に沿って 9 地点を配置した．測線長

が，いずれもリスト外の地域で発生したことが注目さ

は 600〜3000 m の範囲で行った．

れた．この事は，明瞭な活断層の分布が知られていな
い地域においても，内陸地震の研究が必要なことを示
唆する．しかし，未だに確立された調査手法はなく，
そのためリスク評価の段階に至らない状態である．
日高沿岸域でも，1982 年浦河沖地震（M 7.1）が発生
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探査結果

一般的に地下における地質は均質でないため，電流
電極の間隔を変えると測定される比抵抗値 ρa（見かけ
比抵抗）も変化する．このため，電極間隔と見かけ比

するなど地震の活動度は非常に高い地域とされるが，

抵抗値を両対数グラフにプロットし，得られる曲線

活断層の分布は少ない．加藤（1991）
において長さの短

（VES 曲線）を解析することによって，探査地点下の

い 2 つの断層（御園断層，荻伏断層）
の存在が指摘され，

垂直方向の比抵抗構造を求めることが出来る．解析に

うち荻伏断層については活断層研究会（1991）
でその北

はリニアフィルター法（村上，1985 など）を用いて各

西延長部を含めて荻伏活動セグメントとして記載され

探査地点に対する一次元比抵抗構造解析を行った．

ている程度である．

測定結果および一次元比抵抗解析結果を付図 1〜2

2011 年の地震も明瞭な活断層の分布が知られてい

に示す．観測結果と解析はおおむね整合しているが，

ない地域で発生したが，改めて震源域付近の地形を見

K-a 点のデータはばらつきが大きく信頼性の低い結果

直したところ，蓬莱山地塁帯と呼ばれる特異な地形が

となったため，以降の解析から除外した．

存在していることがわかった（第 2 図）
．

Ⅲ 重力探査

この地塁帯は標高 200〜230 m の台地状に分布する
もので，周囲の丘陵地が標高 150 m 以下の中で有意に
高い．また，この地塁帯を三石川が横断しているが，
河川周囲の低地は標高 10 数 m である．もし，過去か

Ⅲ．1

探査概要

ら現在まで同じ標高で地塁帯が分布していたならば，

重力探査の対象領域として，新ひだか町および浦河

三石川は地塁帯を横断することはできなかったはずで

町，新冠町の一部を含む地域（北緯 42°9′〜42°25′，

ある．したがって，三石川は「先行谷」
であり，地塁帯

東経 142.22°
〜142°
48′
，約 30×35 km）
を設定した．

は河床レベルより下に伏在していたものが次第に隆起

重力探査は蓬莱山地塁帯を中心に実施した．探査は

してできた「活構造」
である可能性が高いと推察される

2012 年 8 月 27〜30 日に実施し，合計 80 箇所で行った．

（大津ほか，2012 および 2013）
．

測定データを付表 2 に示す．

我々は平成 24 年度職員奨励研究によって地形・地

さらに，大学，企業等の既存探査データを取りまと

質調査，物理探査（重力探査，電気探査）
を行い，既存

め広域的な重力異常を把握した．用いたデータは，石

の活断層調査と異なるアプローチからの活構造の検出

油資源開発株式会社による日高沿岸地域の重力探査デー

を目指した．本論では，重力探査および電気探査，お

タ（非公開），国土地理院による測定データ（国土地理

よびそれらのデータを用いた浅部構造解析結果につい

院，2002）
，旧地質調査所による重力データ（地質調査

て報告する．

総合センター，2004）
，宮町ほか（1987），Maruyama et
al.（1991）
である．最終的に，対象領域外の探査点を含

日高沿岸三石地域の重力異常と浅部比抵抗構造
（田村

慎・大津

直・鈴木隆広）
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第１図
Fig. 1

本調査対象領域の地形，活断層（加藤，1991）
および浅発地震活動（気象庁ホームページ）
Topography, active faults（Katoh, 1991）and shallow seismic activity map（Japan Meteorological Agency website）
of study area.

第２図

第 1 図の黒枠内，蓬莱山地塁帯周辺の地形図，および電気探査地点図
図中三角印は三石川沿いの探査点，星印は鳧舞川沿いの探査点をそれぞれ示す
Map of a black-framed portion in Fig.1. Electrical resistivity survey points in this study are also shown. Triangles
indicate surveys along the Mitsuishi River, and stars indicate surveys along the Kerimai River.

Fig. 2
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む 3,389 地点のデータを用いて重力異常図の作成等を
行った．第 3 図に対象領域内の既存および新規探査点
分布を示す．

を採用した．
Ⅲ．2

探査結果

重力測定において用いた重力計は Scintrex 社製の CG-

今回得られた稠密な重力データから得られたブーゲー

3 M 型重力計である．本研究では閉塞測定を利用した

重力異常分布図を第 4 図に示す．ここで仮定密度は2.67

相対測定を行うため，観測拠点の新ひだか町静内付近

g/cm3 である．得られた重力異常図は，対象領域北東

の国土地理院一等水準点 7968 を基準点とした（付表で

部に広がる正の異常域と，西部〜南西部の負の異常域

は SZN と標記）
．

で特徴付けられる．これは日高衝突構造の影響による

これらの基準点と絶対重力既知点である北海道大学
理学部内の一等重力点（北緯 43°04′24″，東経 141°20′

と考えられる．
表層付近の密度構造を把握するためにはこれらの広

24″
，標高 15 m，重力値 980477.57 mGal）との往復閉塞

域的な成分は不要であるので，重力異常分布図の範囲

測定を行うことで，新しい基準点の絶対重力値を決定

から求めた一次傾向面
（傾斜方向：約 N 50°E，傾斜：0.5

した．

mGal/km）を差し引くことで広域成分を除去した残差

測定点座標は主に現地にて GPS を用いて測量した．

ブーゲー重力異常図を作成した（第 5 図）
．

測量にはライカジオシステムズ社製 SR 20 GPS 受信機

得られた残差重力異常図は，対象領域中央部に北西

を用いた．得られたデータは国土地理院電子基準点

―南東方向に楕円状に広がる 2 つの正の異常域で特徴

「三石」
および「静内」
の提供データを用い，ライカジオ

付けられる．表層地質資料（和田ほか，1992；酒井ほ

システムズ製ソフトウェア「ライカジオオフィス」
を用

か，2000）によると，南側の正の異常域は蓬莱山地塁

いて解析を行った．位置決定精度は水平・標高とも 10

帯で代表される蛇紋岩の分布域に対応し，北側の異常

cm 以内であった．

域は玄武岩岩脈の分布域に対応している．また，北西

各測点で得られたデータに対し，潮汐補正およびド

部に負の異常域が分布しているが，これは静内川流域

リフト補正，器械高補正を行い，測定点での絶対重力

の堆積層分布域に対応している．このように，特徴的

値を算出した．潮汐補正値は中井
（1979）
により算出し，

な残差重力異常は表層地質の分布状況と概ね一致する

潮汐補正済みの重力値について，現地基準点での開始

結果が得られた．

時と終了時における重力差が時間に比例するものと仮

重力異常分布から密度急変帯に関する情報を抽出す

定して，重力差を基準点での観測時刻からの経過時間

るため，勾配強度分布図を作成した．この手法は，重

に比例して補正している．なお，本測定で用いた重力

力異常の水平方向の微分，つまり，勾配の異常を調べ

計のドリフト値は約 10 μGal/h であった．また，器械

ることによって重力異常の急変帯を定量的に検証し，

高補正は 0.3086 mGal/m で算出している．その後，ブー

対象領域の断層場および構造ブロックのテクトニクス

ゲー異常値を，

との関連を調べるものである．勾配強度値の算出には，

＋AC
BA=g−γ＋β h−BC
（ρ）
＋TC
（ρ）

残差重力異常分布
（第5図）
に対し，GMT
（Generic Mapping

の式から算出した．なお，ここで

Tools）
ソフトウェア（Wessel and Smith, 1995）を用いて

g：絶対重力値

1 秒メッシュの格子点で作成したバイナリグリッドデー

γ：正規重力値

タをスプライン関数 B（x, y）とし，勾配強度の定義と

β：フリーエア勾配

して，

h：標高

!

!

!"
!"
! "!! "
"
!
!
# !

BC：ブーゲー補正値
TC：地形補正値

としたものである．作成された強度分布図は，勾配

AC：大気補正値
ρ：補正密度

異常の方向性がなく，その強度のみが絶対値として示

である．

されることに注意する必要があるが，これにより重力

フリーエア補正は一律に 0.3086 mGal/m とした．絶

異常急変帯を視覚的に捉えやすくなる．

対重力は JGSN 96 に準拠し，正規重力値は GRS 1980

第 6 図に勾配強度の計算結果を示す．ここで示した

に基づいて算出した．ブーゲー補正は半径 80 km の範

勾配強度の範囲は 0〜18 mGal/km であり，通常では勾

囲で有限の球帽による補正（萩原，1978）
によって行っ

配強度が 5 mGal/km 程度を超える場合には，重力異常

た．地形補正は Yamamoto（2002）による球面地形補正

の急変帯として認識されることが多い．

法により算出，数値地形モデルは国土地理院の 50 m

図では明瞭な急変帯がいくつか検出された．中でも

DEM を使用した．大気補正値は 0.87―0.0965 h で算出

中央部（42°15′N,142°36′E 付近）にほぼ北西‐南東方

した．ブーゲー補正および地形補正に必要な補正密度

向の走向を持つ，約 10 km にわたって連続する10mGal/

値については，一般的な地殻平均密度である 2.67 g/cm

3

km 以上の明瞭な急変帯が特徴的である．

日高沿岸三石地域の重力異常と浅部比抵抗構造
（田村

第３図

慎・大津

直・鈴木隆広）
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Fig. 3

重力探査地点．図中三角印は新規に探査を実施した地点．丸印は地質調査総合センター（2004），国土地理
院（2002）
，宮町ほか（1987）
，Maruyama et al.（1991）
，石油資源開発株式会社（非公表）
の探査地点．
Previously and newly installed gravity stations in this study. Triangles indicate newly obtained data and circles indicate
previously obtained data（GSJ（2004）
, GSI（2002）
, Miyamachi et al.
（1987）
, Maruyama et al.
（1991）and unreleased
data by JAPEX）
.

第４図
Fig. 4

ブーゲー重力異常図．コンターは 2 mGal
Bouguer anomaly map with 2 mGal contour.
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第５図
Fig. 5

残差ブーゲー重力異常図．コンターは 2 mGal
Regidual Bouguer anomaly map with 2 mGal contour.

第６図
Fig. 6

ブーゲー異常勾配強度分布図
Distribution of horizontal gradient of the regidual Bouguer anomaly.
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さらに，急変部は地塁帯の南西境界部にほぼ一致す

出されている．先の比抵抗構造解析の結果とあわせ，

る位置から南東方向に延長し，鳧舞川流域の平野部に

地塁帯周辺で基盤構造が急激に変化している可能性が

分布している．

考えられる．そこで，この変化がどのような密度構造
を反映したものかを捉えるために，二次元タルワニ法

Ⅳ 考察

（Talwani et al., 1959）
を用いた構造解析を行った．
解析は地塁帯を直交する測線（第 5 図の A-B）に対し

電気探査，重力探査の結果を用い，蓬莱山地塁帯を
横断する走向で浅部構造推定を行った．
電気探査によって得られた各点の一次元比抵抗構造

て行った．地下構造モデルは，今回行った探査結果と
表層地質情報などを参考にして作成し，とくに表層付
近の層序・形状については，電気探査から得られた二

を踏まえ，三石川，鳧舞川沿いの 2 本の測線に対して

次元比抵抗構造を参考にした．深部の構造については，

二次元比抵抗断面（第 7 図，第 8 図）を作成し，比抵抗

表層の地質構造が概ね地下まで反映されていると想定

値および深度の特徴から第 1 層から第 4 層の 4 つの層

して作成した．岩石密度情報として，日高幌満地域で

に大きく区分した．以下に比抵抗区分および各層の比

行われた地下構造推定（山本ほか，2001）
や岩石物性値

抵抗値および表層地質（和田ほか，1992；酒井ほか，

データベース
（須田ほか，1991）
を用いた．計算に際し，

2000）
との対比を示す．

密度構造を与えた理論重力値の計算を繰り返し，最終
的に観測値によく合うモデルを採用した．

第 1 層…地表から深度数十 m 付近にかけて分布し，

第 9 図（a）
および（b）に解析結果を示す．図中に示さ

数十〜300 Ω・m の比抵抗値を示す．一部道

れている観測値は，実際の観測値そのものではなく，

路盛土などを含むが，概ね沖積層の砂層，礫

一次傾向面残差図において測線を横切るコンターから

層に対比されると考えられる．

読み取った値である．
（a）は蓬莱山地塁帯に相当する層を北東側に傾斜さ

第 2 層…第 1 層の下，地表下 50〜100 m 付近にかけて

せたモデルである．地塁帯に相当する層が急激に深部

分布し，10〜150 Ω・m の比抵抗値を示す．

へと延びる形状となっていて，重力異常や比抵抗構造

主に鳧舞川沿いの測線で検出される．新第三

の変化を最も簡単に説明できる．

系静内層（硬質頁岩）およびアザミ沢層（砂岩
泥岩互層）
に対比されると考えられる．

一方，2011 年 9 月の地震のメカニズム，および植田
（2006）によると，活構造と推定される蓬莱山地塁帯
（蛇紋岩）が南西傾斜であると想定される．第 9 図（b）

第 3 層…第 2 層，ないし第 1 層の下に分布し，4〜10Ω・

は地塁帯が南西傾斜となるように作成したモデルであ

m 程度の低抵抗値を示すのが特徴的である．

る．実測値に対応させるためには，一旦北東傾斜し，

新第三系西川層（泥岩）
に対比されると考えら

さらに北東側にも延長部が伏在する必要がある．非常

れる．

に複雑な構造となるが，地塁帯が活構造の折れ曲がり
褶曲部を示し，北東先端部が伏在していると仮定する

第 4 層…主に第 3 層の下に分布する 20〜30 Ω・m の層

ことで，解釈可能と考えられる．

で，三石川上流部でのみ検出される．新第三

大津ほか（2013）では，三石川右岸の杜万部山（標高

系西川層基底の砂岩，礫岩部に対比されると

202.6 m）
の山頂付近の道路法面に，基盤岩である蛇紋

考えられる．

を確認し，三
岩を覆う段丘礫層（トーナル岩の礫など）
石川が先行谷と推定される点とあわせ，地塁帯が「活

得られた比抵抗断面からは，三石川沿い（第 7 図）に

構造」である可能性が高いとした．今回得られた構造

おいては第 1 層や第 3 層の下部境界が三石川の上流（北

解析結果についても，地塁帯が活構造であると解釈す

東方向，図内右側）から下流（南西方向，図内左側）に

ることで，全ての結果を合理的に説明することができ

向かって一旦深くなるが，地塁帯に近づくと急激に浅

る．

くなり，さらに地塁帯を超えた沿岸低地で再び深くな

活構造と推定される構造は約 10 km にわたって連続

る傾向が見られた．同様の傾向は鳧舞川沿い（第 8 図）

しており（第 6 図）
，松田の式（松田，1975）を適用する

においても認められることから，蓬莱山地塁帯を中心

と M 6 級の地震断層となりうる．このため，蓬莱山地

とした背斜構造が存在し，背斜構造の形成が沖積層の

塁帯が活構造である可能性とその活動度について，さ

分布などをコントロールしていること，すなわち地塁

らに検証を進める必要があると考える．そのためには，

帯周辺部が隆起する定常的な地殻変動が発生している

新たなボーリング資料の収集や MT 法探査などの物理

ことを示唆している．

探査を行い，地表下〜数 km 付近にわたる地下構造の

重力探査の結果，蓬莱山地塁帯を中心とする正の残
差異常および地塁帯南西境界部の重力異常急変帯が検

統合的な解釈を試みる必要がある．
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第７図
Fig. 7

三石川沿いの比抵抗断面図
Two-dimensional resistivity model of the line along the Mitsuishi River.

第８図
Fig. 8

鳧舞川沿いの比抵抗断面図
Two-dimensional resistivity model of the line along the Kerimai River.
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９

（a）

（b）

第９図

蓬莱山地塁帯を横断する北東―南西測線（第 5 図内 A-B）
における構造解析結果．
（a）
は地塁帯を北東傾斜させたモデル，（b）
は南西傾斜させたモデル
Fig. 9 A crustal model for the NE-SW profile（A-B in Fig.5）across the Houraisan-Chiruitai Horst. The shape of the Horst
is assumed to have a general dipping trend along（a）NE direction, and（b）SW direction.
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Ⅴ まとめ

なお，本論文の図の一部の作成には GMT（Generic
Mapping Tools）ソフトウェア（Wessel and Smith, 1995）

北海道日高沿岸，三石地域に存在する特異な地形

を利用した．

「蓬莱山地塁帯」
が活構造である可能性について検討す

文

るため，重力探査と既存重力探査資料の収集・コンパ

献

イル，およびシュランベルジャー法電気探査を行い，
それぞれについて地塁帯周辺の浅部構造解析を行った．
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数値地質図 P-2，地質調査総合センター．

電気探査は三石川および鳧舞川沿いの 14 地点で実
施し，リニアフィルター法を用いて各探査地点に対す
る一次元比抵抗構造を求めた．重力探査は地塁帯を中

萩原幸男
（1978）
：地球重力論．共立全書，242 p.
北海道大学地震火山研究観測センター（2011）： 2011 年 9 月 7 日
に発生した新ひだか町三石付近の地震について ．北海道

心とする 80 地点で実施し，さらに大学，企業等の既

大学地震火山研究観測センターウェブサイト．
（http : //hkdrcep.

存探査データを取りまとめ広域的な重力異常を把握し
た．
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られ，地塁帯を中心とする背斜構造の存在を示唆する
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会．437 p.
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付表１ 電気探査における測定点一覧
Appended Table 1 Survey Points of electrical resistivity survey.
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付図１ 観測点 M-1〜M-5 および K-a の測定値と VES 曲線および解析結果
Appended Fig. 1 Survey results and the fit for the Schlumberger sounding curve from M-1 to M-5 and K-a point. And the
resistivity structure from the analysis.
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付図２ 観測点 K-1〜K-8 の測定値と VES 曲線および解析結果
Appended Fig. 2 Survey results and the fit for the Schlumberger sounding curve from K-1 to K-8 point. And the resistivity
structure from the analysis.
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付表２ 重力データ一覧．仮定密度は 2.67 g/cm3 とした．絶対重力は JGSN 96 に準拠している．B.A.はブーゲー異常
値，T.C.は地形補正値．
Appended Table 2 Observed gravity data. Assumed density is 2.67 g/cm3. Gravity values are referred to JGSN 96.
B.A. : Bouguer Anomaly. T.C. : Terrain Correction.
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付表２ 続き
Appended Table 2
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Continued.

