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2003年十勝沖地震に伴う新冠泥火山の変動の記録
Memorandum on movement of Niikappu mud-volcano
induced by the Tokachi-oki earthquake in 2003
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Ⅰ

はじめに

Ⅱ

泥火山

2008年9月11日09時20分ごろ，十勝沖の深さ31kmで

新冠泥火山は新冠町市街地の北北西約2kmの高江地

MJMA7.1の地震が発生し，新冠町，新ひだか町，浦幌

区に北西-南東方向に並んで分布する泥火山群である

町，大樹町で震度5弱を観測したほか，北海道から関

（第1図）．佐々（1954）によって，この地域の泥火山は8

東地方にかけて震度4〜1を観測した（気象庁発表）．ま

か所確認されており，北西端のものが第一丘，南東端

た，北海道，青森県，岩手県で津波が観測された．こ

のものが第八丘と命名されている．このうち第二〜五

の地震でめだった被害は報告されなかったが,翌日以

丘は現在では位置が不明瞭となっている．千木良・田

降，新聞やテレビなどにより日高管内新冠町の新冠泥

中
（1997）
・土志田ほか
（2007）
は，当地区の第一，第六，

火山で変動が発生したとの報道があった．

第七，および第八丘をそれぞれ，泥火山（Mv）3，4，5

新冠泥火山は北海道指定天然記念物であり，地震の
際に変動を起こすことで知られている．泥火山は，ガ

および6と呼んでいる．
泥火山の山体は，直径100m〜250m，高さ5〜20mで，

スを伴った異常な高間隙水圧下の泥水が，地下から上

低い楯状火山状から洗面器を伏せた形のものまでいく

昇して噴出して形成されるもので，世界各地の変動帯

つかの異なった形態をしている．第八丘は，緩やかな

に分布する（Martinelli and Panahi,2005）.しかし，地震

皿を伏せたような斜面（底部：直径約250m高さ約5m）

に応答して変動を繰り返す泥火山は多くはない．今回

の上に洗面器を伏せた形状の部分（下部山体：底面の

の地震でも，新冠泥火山の第八丘で噴泥現象が発生し，

短径90m，長径110m，高さ5〜6m）に小円丘部（上部山

1m近く隆起した（新冠町役場HP：付録1）．その状況は

体：直径約45m，高さ3〜4m）が載ったような形態をし

2003年十勝沖地震の際の変動に比べると，規模はやや

ており，山頂部（直径約20m）はやや平坦である（第2

小さいという．
前回，2003年十勝沖地震の際の泥火山の変動は，多
くの研究者が訪れて観察しているが，変動についての
詳しい記載は行われていない．筆者らも地震の後，ト
ピックとしての紹介（田近ほか，2003；廣瀬ほか，
2004）や学会での報告（中迎ほか，2004）を行ったが，
亀裂・噴泥の状況や推定される噴泥過程などについて
は，記録としては残していなかった．将来の変動状況
との比較検討のためにも，過去の変動状況の記録は必
要である．
以上のことから，2003年十勝沖地震に伴う泥火山の
変動について写真などの資料と観察した事実を，この
機会に取りまとめておくことにした．報告としては時

第1図

期を逸してしまったが，今後の検討の参考資料となれ
ば幸いである．

*大阪市立大学大学院理学研究科
（現所属：東邦地水㈱）
**大阪市立大学大学院理学研究科
***㈱中田測量
****㈱シン技術コンサル

Fig. 1

新冠泥火山の位置
国土地理院 GSI Map 12500をカシミール3D
で表示して加筆.
Location map of Niikappu mud-volcano.
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泥火山の形成年代については最終氷期以降の極めて
新しい時代（千木良・田中，1997）で，有珠b火山灰
（西暦1663年）降下時点にはほぼ現在の形状が出来上が
っていた（黒沢ほか，1996）
と考えられている．
これらの泥火山は地震の際に亀裂の発生や噴泥現象
が見られることが知られている．とくに第八丘では
1952年十勝沖地震（筒浦，1952；中央気象台，1954；
佐々，1954）以降，1968年十勝沖地震（北海道大学理学
部地質学鉱物学教室，1968），1981年浦河沖地震（加藤
ほか，1982），1994年北海道東方沖地震（黒沢ほか，
1996）などの大地震時に，噴泥や山体の変形が記録さ
第2図

Fig. 2

第八丘の立体画像
地上設置型レーザースキャナによる測量成
果（㈱中田測量）から作成．底部の上に下部
山体そして上部山体が載る．
3D-imaging of Dai-hachi-kyu hill, Niikappu
mud-volcano.

れている．それぞれの地震の新冠町における震度（ま
たは推定震度）は4〜5である（中央気象台，1954；北海
道大学理学部地球物理学教室，1969；札幌管区気象台，
1982；鏡味・岡田，1993；鏡味ほか，1995）．
なお，新冠泥火山の周辺の地質は，主に新第三紀中
新世の礫岩・砂岩・泥岩からなる受乞層，これを覆う

図）．この形状から見て，第八丘は，比較的粘性の小

砂岩・泥岩互層を主体とする元神部層，第四紀の段丘

さな泥水による活動から，水分が少なく粘性の大きな

堆積物，沖積層からなる（松野・山口，1958；千木

泥による形成の時期へと2〜3のステージを経て形成し

良・田中，1997）．新第三系は北西-南東方向の背斜構

たものと考えられる．

造（新冠背斜）を構成して分布しており，泥火山はほぼ

第3図
Fig. 3

泥火山の空中写真
a:第七，八丘を南東から見る．b:第八丘の「噴泥」を北西から見る．黒矢印は亀裂の跡．c:第一丘の変動を北
西上空から．d:bの山頂部の拡大．a,b,dは2003年10月1日撮影（シン技術コンサル）．cは2004年5月25日撮影.
Bird s view of Niikappu mud-volcano. a : Dai-shichi- and Dai-hachi-kyu hills. b: Mud eruption of Dai-hachikyu hill. c：Cracks of Dai-ichi-kyu hill. d: Zoom-up of top of Dai-hachi-kyu hill.
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第4図
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第八丘のスケッチマップ
a〜lは第5図写真の位置．等高線図は地上設置型レーザースキャナによる測量成果
（㈱中田測量）
から作成，
等高線間隔は20cm．
Geomorphological sketch map of mud eruption on September 23, 2003, Dai-hachi-kyu hill,Niikappu mudvolcano.

この背斜軸の上に並んで分布する．

とともに，地表変形の状況をより詳細に捉えるために，
メンシー社製3D地上型レーザスキャナGS-200（中田・

Ⅲ

変動と調査の概要

原口，2004）を用いて高分解能測量を行った（第2図）.
これによる等高線図に現地での簡易スケッチを重ねた

2003年十勝沖地震では，9月26日午前4時50分の本震

のが第4図である．

（MJMA8.0）直後と同日午前6時8分の最大余震（MJMA7.1）

Ⅳ

時に土地所有者谷口貞保氏によって第八丘の噴泥が目

第八丘の変動

撃され，地表変形が確認された．2003年（平成15年）十
勝沖地震（本震）は，襟裳岬東南東沖80kmの北緯41°
46.7 , 東経144°4.7 ，深さ45kmを震源とする巨大地

Ⅳ. 1 第八丘の地表変形
変動は山頂平坦部の西〜北側を中心に発生してい

震であり，新冠町北星町における震度は6弱であった．

る．ここでは，平坦面の北西縁にそって幅約4m長さ

また，最大余震でも震度5強を記録している．目視で

20mの領域が亀裂に添って耕されたように盛り上が

きる地表の変形は，第八丘の上部の小丘状部に認めら

り，ブロック化した表土や粘土（合わせて泥塊と呼ぶ）

れ一部は下部山体に及んだ（第3図a,b,d）．筆者らの現

が主に西側と北東側に広がった（第4図）．このため，

地調査時には他の泥火山には変動はないと見ていた

上空から見ると泥塊が蝶あるいは砂時計のような分布

が，その後撮影した空中写真を見直すと第一丘にも真

を示す
（第3図b,d）
．

新しい亀裂が写っており，これについても亀裂が発生

頂部の変動域は，西側から主にNE-SW，ENE-WSW

した可能性が大きい（第3図c）．また第八丘の南東麓の

方向の3〜5列の連続する断裂とそれにほぼ直交する断

駐車公園では路面の変形や亀裂の発生が認められた．

裂によって，ブロック化し，モザイク状に盛り上がり，

第八丘の噴泥・地表変形と南側山麓の地表変形につ

塊はしばしば不規則に転倒している．変動域の輪郭を

いての現地調査は，地震の翌日2003年9月27日に石丸

構成するのは，平坦面の外縁に沿った南側が落ちるセ

と田近が実施した
（田近ほか，2003；廣瀬ほか，2004）
．

ンスの正断層型の小崖（最大比高約50cm）と，それに

また，10月1日には志村と田近がセスナ機で上空から

対をなす形で北側が落ちるセンスの正断層型小崖（同

観察し，2004年5月には石丸が北海道防災ヘリコプタ

じく0〜30cm）である．これらは，全体として半環状

ーから観察している（第3図）．原口と中迎ほかは，10

（半同心円状）のグラーベンのような形態をしている

月26日に現地に入るとともに，11月5日には中田ほか

（第5図a,b）
．
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Fig. 5 Occurrence of mud eruption（part1）
．
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第5図
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第八丘の変形と噴泥（その2）
a：同心円方向の亀裂に規制されて暗灰色粘土や表土がブロック化．東方向を見る．b：同心円方向の亀
裂に規制されて搾り出された青灰色粘土，北西部．c：北に向かうジグザグ状亀裂．d：逆向き微小崖と
それによる流下泥塊のトラップ．e：上部山体の裾の表土が過褶曲した2列のリッジ（矢印）．f：搾り出さ
れた2列の粘土.g：かき混ぜられたような噴泥．h：亀裂に沿って見られる青灰色泥とそこからきたと見
られる泥跡（矢印）．i：泥水の跡．j：低角な面を滑る泥．k：流下した泥塊．l：泥塊と草の濡れた跡．
Occurrence of mud eruption（part2）.
a: Blocks controlled by semi-concentric fissure. b : Bluish clay squeezed along semi-concentric fissure. c: Zig-zag
fissure. d: Mud blocks trapped by micro scarp. e: Pressure ridges. f: Squeezing out of bluish clay. g: Scrambled clay.
h: Trace of low viscous mud. i: Trace of muddy water. j: Sliding of mud on low angle plane. k: Sliding and
spreading of mud blocks. k: Mud blocks and wet glass.
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土と青灰色粘土が入り混じり，全体として波打ったよ
うな産状を示す（第5図g）．また引きちぎれたように低
角の面に沿って滑っている（第5図j）．どちらの粘土も
指圧で容易に変形しなかったことから，これらは噴出
時もかなり高い粘性の粘土であったことが伺われる．
一方,西側の「かき混ぜ部」の一部には割れ目にそって
これより低粘性の明青灰色シルト・粘土の流動した跡
があり，これから噴出したと見られる泥が高いところ
に付着しているのが観察できた（第5図h）．この周辺で
は亀裂にそって粘性の低い泥水が噴いて溜まったと推
定される跡も見られ（第5図i），流体が噴出したことは
確かである．なお，調査時には既に水たまりは見られ
第6図 南東麓のスケッチマップ
Fig. 6 Sketch map of southeast foot of Dai-hachi-kyu
hill, Niikappu mud-volcano.

なかった．その後聞いたいくつかの調査報告では，水
たまりの記述があるが，それは翌日以降の降雨による
ものである．

外縁の小崖を分断して山麓方向に延びる断裂も発生

一方，モザイク状に破壊された暗灰色粘土または表

した．おもなものとしては，北西側のNW方向の正断

土は，とくに北側〜北東側の変動域の中で，盛り上が

層型小崖，北側ではNNE方向に伸びる開口亀裂などが

り，ブロック化ししばしば転倒している．分離した泥

認められた（第5図c）．これらの変位量は山麓方向に小

塊の最大のものは1.9m×1.2m×1m程度であり，普通

さくなっている．南側に見られるS〜SSE方向の開口

径0.5〜0.2m程度の菱形の四面体〜直方体が多い．

亀裂もこのような放射状断裂の一部である可能性があ

泥塊は西側と北東側にこぼれて，外縁を乗り越えたも

るが，延長がやや長く，その方向がNNE方向の開口亀

のは斜面を滑り落ちている（第5図k）．西側の山頂部に

裂とともに泥火山群の配列方向にほぼ一致することが

は表土起源の泥塊はほとんど見られないが，斜面には

注目される．

分布していることから，西側山頂部の表土の大部分は

上部斜面の西側山腹には数列の逆向き（麓側が上が

表土の塊として西側斜面に滑り落ちたと見られる．な

り山頂側が落ちたセンスの）小崖が発生した（第5図d）．

お，泥塊が分布する斜面の牧草には泥が付着して山麓

高さは10〜20cm，延長数mのごく低い逆向き小崖であ

方向に倒れており，泥塊表面には牧草による擦痕が形

る．

成されていたことから，大部分は泥水に濡れた状態で

一方，これらの反対側の斜面にあたる南東側の上部

滑りおちたものと推定される（第5図l）．流下した泥塊

山体の裾には表土が過褶曲した1〜2列の段差（圧縮リ

の中には，中腹の微小な逆向き小崖に捕捉されて停止

ッジ）が発生した（第5図e）．このリッジは上部斜面を

したと推定されるものが見られた（第5図d）．このこと

巻くように等高線に沿って分布し，その南端から上述

は，泥塊の流下と同時かそれ以前に逆向き小崖が形成

のSSW方向に開口断裂がジグザクに伸びて下部斜面に

したことを示している．

まで達している．

表土および表層付近を構成する暗灰色粘土は隆起
し，亀裂の発生に伴って，ブロック化したと見られる．

Ⅳ. 2

噴泥の状況

噴出した泥塊は，新鮮な青灰色の粘土（青灰色粘土）
と，褐色がかった暗灰色粘土（砂岩亜角礫を含む）およ

地下からの圧力の大きい西側では，それに続いて青灰
色粘土と流体の上昇が続き，表土の大部分は外側にこ
ぼれ落ちたと推定される．

び植生のついた表土起源のものからなる．調査した地
震発生の翌日にはすでに表面に乾燥クラックが密に生

Ⅳ. 3 南東麓の地表変形

じており，噴出時の状態からは変化していたが，大ま

第八丘の南東麓に位置する道道209号滑若新冠停車

かな形態は保存されていた．また随所に水などの流体

場線およびサラブレッド銀座駐車公園でも道路構造物

を伴っていたと見られる痕跡が認められた．

の破壊・変形が発生した（第6図）．この道路は第八丘

噴泥は主に搾り出される（squeezed out）ような産状

の裾を切りとった形で作られており，主な変形は1）

を示す部分と，噴きだして，かき混ぜられたような部

丘側（低い切土法面）の植生ブロックと縁石ブロックの

分（scrambled part）からなる．いずれも，西〜北西側の

破壊・開口，2）車道アスファルトの亀裂，3）駐車場ア

部分で認められ，NE-SW，ENE-WSW方向の亀裂にそ

スファルトの亀裂，4）コンクリートブロック舗装され

って発生した（第4図）．搾り出された青灰色粘土は幅

た歩道部分の座屈変形，雨水枡の回転や蓋のずれ，5）

50cm前後，高さ30〜40cmまで盛り上がっている（第5

トイレ及び浄化槽の抜け上がり，および6）駐車公園南

図f）．また，かき混ぜられたような部分は，暗灰色粘

側法面の崩壊，である．

（田近
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第7図 南東麓の構造物の変形
位置は第6図参照．説明は本文参照．
Fig. 7 Deformation of road construction. Location is showing in Fig.6.
丘側法面のコンクリート植生ブロックや縁石は，

（このブロックも破壊）
に達している
（第3図b）
．

ブロックの継ぎ目の部分で両側から衝突したように

駐車場アスファルトの亀裂は，分離帯の破壊部分

破壊している（第7図a,b）．しかし，継ぎ目は開口して

（かたずけられていて詳細不明）からブロック舗道の

いるものが多い．これは，ブロックの伸びの方向に

縁石まで続く．同じようなSSE方向，幅10cm程度の

伸長収縮（あるいは震動）を繰り返したためと推定さ

開口亀裂は西側にもあり，亀裂の両側に砂があった

れる．

が，起源はさだかではない
（第7図c）
．

道路路面アスファルトの亀裂は調査時点で修復が

ブロック舗道は道路や駐車場のアスファルト側か

完了していたが，谷口氏と新冠町郷土資料館の新川

ら押されて座屈し，縁石側に乗り上げたり，撓んだ

学芸員は9月26日に道路のアスファルトが道路の延長

りしている．また曲線部ではブロックが道路の伸び

方向から押されたように捲れあがっていた様子を確

の方向に押され座屈して上に凸に変形した（第7図d，

認している．修復部分は3か所で最も東側が大きく幅

e）．これらの変形をみると，北西方向に位置する第

65cmであり，あとの2本は10cm以下である．方向は

八丘側とくに路面アスファルトの亀裂付近から南側

いずれもNNW-SSE方向であり，第八丘南側の亀裂の

に向かって圧縮されたように見える．

方向に対応する．修復跡の北端は駐車場との分離帯

浄化槽周辺などの地表変形は地震動による埋め立
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て地盤の変形とも考えられるが，法面の崩壊は上述の

い記載が残されているのは1952年十勝沖地震（M8.2）

駐車場の開口亀裂の延長にあたる．なお，2003年8月

である（札幌管区気象台，1954；佐々，1954）．札幌管

には新冠地域は台風10号による豪雨による崩壊が多発

区気象台（1954）によれば，1952年十勝沖地震の変動域

している．この崩壊が地震時の崩壊かどうかは確認し

は本報告で「上部山体」と呼んでいる部分であり，この

ていない．

部分に放射状の亀裂が発生した．亀裂によりブロック

Ⅴ

考察と議論

Ⅴ. 1 変動の過程
以上の観察から，第八丘の変動は地下の流体の上昇

化した範囲は頂部の北側（やや西寄り）の半円形の領域
であり今回の変動域に近い．噴き出した青色粘土の位
置は中央部に近い領域であるが，佐々（1954）のスケッ
チによる粘土塔（径80cm，高さ60cm）の位置は西側で

による山体の変形と解釈され，次のような過程を経た

あり，2003年の噴泥の見られた領域に一致する．なお，

と考えられる．

札幌管区気象台（1954）は，上部山体はこの時に隆起し

1）地震により地下の流体圧が上昇，上方に開いた半
環（半円錐〜半円筒）状の割れ目にそって流体が山体上

た（4mかそれ以下）としているが．佐々はそのように
記述していない．

部へ移動．このため2）山体上部とくに西〜北側が膨

頂部の北〜西側の半環状の領域が変動しブロック化

張・隆起．このため表面に半同心円に近い亀裂と放射

する現象は規模がやや小さくなるものの1982年浦河沖

状の亀裂が生じ始める．山体上部西側に発達する山向

地震や1994年北海道東方沖地震でも認められており

き（逆向き）の微小崖の形成が始まる．やがて3）山頂平

（黒沢ほか，1996），地震時に上昇する高圧流体の通路

担部の西側〜北側が亀裂に沿って開口，泥・表土のブ

は，ほぼこの半環状の領域，立体的にはおそらく半円

ロック化と盛上がりが開始する．このとき，具体的に

筒〜半円錐状の通路に固定されているものと考えられ

どのようなメカニズムでブロック化するのかは明らか

る．

ではない．転倒したブロックが認められるので跳躍や

一方，佐々（1954）は山腹〜山麓に同心円状の地割れ

回転も伴ったかもしれない．4）山体の膨張と西側〜北

を記載している．これは麓側が落ちたセンスであり一

側の開口に伴って，山体上部の表層は南東に向かって

部は2003年で見られた過褶曲状段差（圧縮リッジ）に対

押し出され，その表層は移動して過褶曲状の段差を形

応するものかも知れない．なお，佐々の記載したその

成した．一方，5）西〜北西側では割れ目に沿って，青

他の放射状の亀裂や山体の伸びの方向の亀裂，泥火山

灰色粘土および泥水の噴泥が開始する．この噴泥の様

の配列方向の亀裂についても類似の現象が認められ

子は明らかではないが，搾りだされたものの他，ちぎ

る．

れたり，かきまぜられたような形状を示しており，比

以上のように，2003年の調査によって，泥火山の基

較的長い時間，変動域の中で複雑に動き，一部は飛び

本的な形状や噴泥の特徴が，過去の地震の際の変動と

散ったり跳躍したかもしれない．ガスを伴っていたか

調和的であることがわかった．また，レーザー測量の

どうかは不明である．6）押し上げられた泥塊はブロッ

実施によって噴泥や変位の位置やその量を正確にとら

クとして西側と北東側に押しだされた．

えることが可能となった．今後は平常時の状況の定量

南東山麓にみられる変形も主に道路方向の伸長収縮

的な把握が必要である．

（あるいは震動）と，北西方向すなわち第八丘の方向か
らの水平圧縮による変形と解釈できる．亀裂の方向は

Ⅵ

まとめ

泥火山の配列方向（北西-南東）よりもやや北に振れて
いる．これは，山頂部の放射状亀裂から直接つながる
ものではないことを示しており，亀裂は全体として左
雁行配列している可能性もある．1997年に実施された
道道沿いの連続波地中レーダの反射断面図によれば，
地下10m付近の反射面が断裂で変位し，やや盛り上が
ったような形状で分布している（付録2）．

2003年十勝沖地震に伴う新冠泥火山の変動に関する
資料を取りまとめた．
1）2003年十勝沖地震によって第八丘で変動があっ
た．第一丘も変動した可能性がある．
2）第八丘の変動は，上部山体の山頂平坦部の西〜
北側の開口に伴う半環状（半同心円状）グラーベンの形

以上のような泥火山の変動の過程は，マグマ上昇と

成，亀裂に沿った表土や泥のブロック化，泥塊の盛上

地表に発達する断裂との関係（小室・福代，1989）と一

がりであり，グラーベンの外縁から放射状の亀裂も形

致しており，例えばマグマ上昇に伴う有珠山の山体と

成した．

山麓の地表変形の経時変化（三浦・新井田，2002；廣
瀬・田近，2002）
の類似現象とも見ることができる．

3）山頂の変動域のとくに西側では青灰色の粘土が
絞り出されるように盛り上がり，一部は飛び散った可
能性がある．泥水のたまった形跡も認められた．

Ⅴ. 2

過去の地震による第八丘の変形との比較

2003年十勝沖地震と震源距離がもっとも近く，詳し

4）泥塊はやがて西側および北側の山腹に押し出さ
れた．この一部は，西側山腹に出来た微小な逆向き崖

（田近

2003年十勝沖地震に伴う新冠泥火山の変動の記録
淳・中迎 誠・石丸 聡・原口 強・中田 賢・志村一夫）
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質調査報告．十勝沖地震調査委員会（編）十勝沖地震調査報

5）第八丘の南東山腹には，過褶曲状の表土の変形
が発生した．また同じく南東の山麓に位置する道道や
駐車公園で山体方向からの圧縮や強振動による構造物

告
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付録１

2008年9月11日十勝沖の地震（MJMA7.1）に
よる新冠泥火山第八丘の活動．新冠町郷
土資料館新川剛生氏撮影．
Appendix 1 Up-lifting of mud , Niikappu mud-volcano,
caused by Tokachi-oki earthquake
, Sept.11, 2008.
（MJMA7.1）

付録２

Appendix 2

道道滑若新冠停車場線駐車公園付近の電
磁 波 反 射 断 面 図（ 川 崎 地 質 株 式 会 社 ，
1997）
．起点は谷口牧場前バス停．
A：反射断面図 B：解釈断面図
Ground penetrating radar images in
southeast foot of Dai-hachi-kyu hill, along
the prefectural road no.209.
A: GPR profile. B: Interpretation.

