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３．１ 断層帯の地下構造解明のための反射法地震探査および重力探査 

 

(1) 業務の内容 

 

(a) 業務題目 断層帯の地下構造解明のための反射法地震探査および重力探査 

 

(b) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

国立大学法人 東京大学大学院理学系研究科 

国立大学法人 東京大学地震研究所 

国立大学法人 静岡大学理学部 

国立大学法人 千葉大学理学部 

国立大学法人 東京大学地震研究所 

財団法人 電力中央研究所 

准教授 

教授 

教授 

教授 

教授 

上席研究員

池田 安隆 

岩崎 貴哉 

狩野 謙一 

伊藤 谷生 

佐藤 比呂志 

阿部 信太郎* 

* 現在の所属：財団法人・地震予知総合研究振興会 

 

(c) 業務の目的 

従来のデータによれば、諏訪湖より北の糸魚川－静岡構造線断層帯（以下、「本断層帯」）

は（低角で）東へ傾斜していると予想される（萩原ほか，1986; Ikami et al., 1986;大久

保ほか,1990, 2000; Matsuta, 2002; Matsuta et al., 2004; Sato et al., 2004a, 2004b）。

一方、諏訪湖より南では西傾斜であることを示唆するデータがある（平川ほか，1989；隈

元・池田，1993；井上ほか,2000；狩野ほか，2004）。このように、本断層帯は諏訪湖付近

を境に南と北で大きく構造が異なる可能性があるにも関わらず、その実体は未解明であっ

た。平成 14～16 年度に実施された文部科学省のプロジェクト「糸魚川－静岡構造線断層帯

に関するパイロット的な重点的調査観測」では、この問題を解決するための予備的な調査・

観測として、松本盆地南部および長野県富士見町地区において反射法地震探査と重力探査

を実施した（文部科学省研究開発局，2005；Ikeda et al., 2004；池田ほか，2004）。その

結果、北部セグメントと南部セグメントの浅部構造に関してはおおよその見通しが得られ

た。しかし、同断層帯のより深部の構造とセグメント境界部分の構造に関しては、依然と

して未解明であった。本研究の目的は、糸魚川－静岡構造線を横切る複数の測線上で反射

法地震探査と重力探査を実施することによって本断層帯の地下構造とその走向方向への変

化の全貌を解明することにある（図１）。 

本断層帯の地下構造を明らかにすることは、以下のような意義がある。（1）上述のよう

に、本断層帯のうち、諏訪湖より北は（低角で）東へ傾斜していると予想される。もしこ

の予想が正しければ、被害域は本断層帯の東側の広い範囲に及ぶ。一方、牛伏寺断層の傾

斜が地下の震源断層面を代表しているものとして高角の破壊面を想定した場合、被害域の

中心は松本盆地東縁となる。また、諏訪湖以南では、被害は断層帯の西側の広い範囲に及

ぶと予想される。本研究で実施する反射法地震探査と重力探査の結果は、震源断層の形状
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を明らかにし、強震動による被害域を予測する上で重要な拘束を与えるであろう。（2）GPS 

観測による地表変位場や微小地震観測から震源断層の地下深部における応力蓄積の過程を

推定する際に重要な拘束を与える。本断層帯の深部ではクリープすべりが生じている可能

性がある。したがって、本研究により断層面の形状がわかれば、観測される地表変位場か

ら断層面のどの部分でどれだけの速度のクリープすべりが生じているかを明らかにするこ

とができる。（3）上述の予想によれば、本断層帯は諏訪湖付近を境に南と北で大きく構造

が異なり、したがってここが破壊領域の境界（セグメント境界）となる可能性がある。（4）

本研究により地表断層と地下の震源断層面との関係が明らかになる（浅部におけるすべり

分配の有無）。本断層帯は、並走する複数の地表断層からなる部分がかなりある。したがっ

て、個々の地表断層上でのトレンチ調査によって得られた古地震データから震源断層の挙

動（活動間隔等）を推定する際に、このことが重要となる。また、地表断層のすべり速度

データから地下の震源断層面上でのすべりベクトルを決定する上でも、重要な拘束を与え

る。 

 

(d) ５ヵ年の年次実施計画（過去年度は、実施業務の要約） 

1) 平成 17 年度： 

甲府盆地北部において深さ数 km までの構造を高分解能でイメージングすることを

目的とする浅部反射法探査と、より深部の構造をイメージングすることを目的とする

深部反射法探査、および重力探査を実施した。浅部反射法探査の測線長は 12 km であ

る。広角反射法探査は、浅部反射法探査測線を東および西に延長した全長約 40 km の

測線上において実施した。また深部測線上では発破およびバイブロサイス集中発震を

行って広角反射法探査および屈折法探査データの取得も同時に行った。重力探査は、

反射法探査測線上で 50～300 m 間隔で実施した。 

2) 平成 18 年度： 

セグメント境界の浅部構造を解明することを目的として、諏訪盆地の縁において浅

部反射法探査を計４測線で実施した。重力測定は、反射法探査測線上において 100 m

間隔で実施した。 

3) 平成 19 年度： 

セグメント境界の深部までの構造を把握することを目的として、反射法地震探査を

諏訪市から辰野市までの北北東－南南西方向の測線に沿って実施した。受振器は、反

射法地震探査測線の北北東方向に延長し、屈折・広角反射法探査データも取得した。

総測線長は約 21 km である。重力測定は、諏訪湖の水域を除く反射法探査測線上で 100

～200 m 間隔、屈折法探査測線上では 200～1000 m 間隔で実施した。また、湖上にお

ける重力データの欠損を補うために、諏訪湖北岸に沿う測線上でも重力測定を行った。 

4) 平成 20 年度： 

本断層帯の南端がどこまで及んでいるかを確かめることを目的として、甲府盆地南
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方の富士川上流域で反射法地震探査と重力探査を実施し、地下構造の解明を試みた。

反射法地震探査は、浅層と深部の両方をターゲットとして実施した。重力測定は、測

線上において 100～200 m 間隔で実施した。 

5) 平成 21 年度： 

諏訪湖測線（平成 19 年度）で取得した反射法・屈折法地震探査データの高度処理

と並行して、諏訪湖とその周辺地域の地表地質調査を実施する。これによって、反射

法・屈折法地震探査データの処理と解釈（特に浅部構造の解釈）に拘束を与え、予想

される破壊セグメント境界の構造をより精度良く明らかにする。また、平成 20 年度

に実施した身延－早川測線および鰍沢測線の反射法・屈折法地震探査データの解釈に

拘束を与え、本断層帯南端部の構造を解明するために、同測線とその周辺地域におい

て地表地質調査を実施する。 

 

(e) 平成 20 年度業務目的 

平成 20 年度の調査目的は、反射法地震探査を基軸とした制御地震探査と重力探査を本断

層帯の南方延長を横切る測線上で実施し、その地下構造を解明することにある。 

従来の活断層マップでは、本断層帯の南端は甲府盆地までであり、その南方延長部は活

断層とは見なされていなかったが（図１）、以下の二つの理由により、本断層帯が甲府盆地

を越えてもっと南までアクティブであると予想されることとなった。（1）2005 年度の探査

（御勅使川測線）の結果、下円井－市ノ瀬断層は鮮新世ないしは第四紀前期以降 15～20 km

以上の水平短縮をしている可能性が高いことが分かったが（Ikeda et al., 2008 in press）、

この断層は従来の活断層マップによれば御勅使川の南 10 km ほどで消滅し、それ以南には

延びていない（活断層としてマッピングされていない；活断層研究会，1991；中田・今泉，

2002；池田ほか，2002，など）。 15～20 km ものすべり量がわずか 10 km の間で０になる

とは考え難く、市ノ瀬断層は甲府盆地を越えてもっと南方までアクティブである可能性が

高い。（2）甲府盆地の（特に西縁部の）重力負異常は、盆地を埋積する低密度の堆積物で

説明できる。この負異常は、盆地南西端の狭窄部をこえて更に南まで、富士川に沿って延々

と連続する（図１）。しかしこの狭窄部では、地表に盆地／トラフ充填堆積物は露出せず、

巨摩山地や御坂山地を構成するものと同じ比較的高密度の岩石しか分布しない（図２）。し

たがってここでは、巨摩のスラストシートに覆われて地下に低密度のトラフ充填堆積物が

存在すると予想される。甲府盆地の出口は、かつて南に開いたトラフを成していたが、下

円井－市ノ瀬断層の水平短縮によって閉じた可能性がある。 

富士川河谷狭窄部の地下構造を解明することは、本断層帯から発生する地震の評価に必

要であるばかりでなく、伊豆弧の沈みこみが南部フォッサマグナの屈曲構造・本断層帯の

形成過程等とどのように関係するかを理解する上でも極めて重要である。 

 

(2) 平成 20 年度の成果 
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(a) 業務の要約 

本断層帯の南端がどこまで及んでいるかを確かめることを目的として、甲府盆地南方の

富士川流域における２測線上で反射法地震探査と重力探査を実施し、地下構造の解明を試

みた。大柳川に沿う全長 5.6 km の測線（鰍沢測線）は浅層構造をターゲットとし、早川に

沿う全長 17.8 km の測線（身延－早川測線）は深部構造をターゲットとする。大柳川測線

の探査結果から、下円井－市之瀬断層と甲府盆地南縁の曽根丘陵断層帯とがこの付近で収

斂し、複雑な地下構造を形成している可能性が明らかになった。早川測線のデータについ

ては、今後より高度な処理を施した上で解釈する必要があるが、本断層帯の地下構造とそ

の発達過程を理解ずる上で重要な基礎資料が得られた。 

 

(b) 業務の実施方法 

今年度は、本断層帯の南方延長を横切る２測線上において反射法地震探査と重力探査を

実施した。測線１（鰍沢測線）は、大柳川に沿う全長 5.6 km の測線であり、市之瀬断層の

南延長と考えられる曙逆断層を横切る。この測線は浅層構造を高分解能でイメージングす

ることを目的に設定された（図 1-3；表 1）。測線２（身延－早川測線）は、早川に沿う全

長 17.8 km の測線であり、糸魚川－静岡構造線（狭義の）とその東側の静川層群の褶曲・

断層構造を横切る。この測線は断層・褶曲構造の深部延長までをイメージングすることを

目的に設定された（図 1-2,4；表 2）。両測線上での反射法地震探査と重力探査の実施方法

を以下に述べる。 

 

 

1）反射法地震探査データの取得 

測線１（鰍沢測線） 

本測線上での反射法地震探査及び重力探査の調査諸元を表 1に示す。調査測線は山

梨県峡南地域に位置する南巨摩郡鰍沢町の大柳川沿いに位置し、受振及び発震点共に

大柳川左岸の県道 407 号十谷鬼島線沿いに設定した。調査時期が紅葉シーズンと重複

したため、想定以上の乗用車が十谷温泉方面に乗り入れ、それによる車両ノイズが観

測中に発生した。また、定常ノイズ源としては、鉄工場、木工工場及び小規模産業廃

棄物施設等が散在していたが、その影響は低かった。 

受振機材は有線テレメトリーシステム G-DAPS4A を用いた。受振点間隔は 12.5 m と

し、合計 451 点の受振点を総延長 5.6 km の測線上に固定展開し、すべての発震信号

を 451 点の受振点で観測し記録した。その結果、高分解能反射法と併せて屈折法デー

タ解析に資するデータが取得された。 

発震点はスタックアレイと対称サンプリングを実現するために隣接受振点の中点

に設定した。調査測線は、鰍沢町鳥谷地区の民家密集地区間約 750 m を横断するが、
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測線全域に関する発震点の割合は約 88%まで確保された。発震は、大型バイブレータ

１台を用い、３回のスイープを標準仕様としたが、集落横断区間ではバイブレータの

出力を低減しスイープ回数を２回にした。標準発震エネルギーを確保できた発震点は

全点に対して約 79%であった。スイープ周波数は、浅部高を分解能イメージングする

ために後述する身延－早川測線の場合よりやや高周波に（8-80 Hz）設定した。 

大型バイブレータ１台による比較的低エネルギーの発震であったにもかかわらず、

屈折波初動は全展開区間（約 5.6km）において到達が確認された（図４）。受振記録

を見ると、全般的にバイブレータ震源に由来するＳ波が顕著であり、曙礫岩層が地表

に分布する区間での発震（VP 2161-2225）では分散性の強い表面波が浅層部の有意な

反射波群を被覆している。西八代層群が地表で認められる区間の発震（VP 2001-2160）

では、東に緩やかに傾斜する反射波列が往復走時 0.2～0.5 秒において間歇的に確認

された。一方、巨摩山地側の櫛形山層が地表に分布する区間では、曙衝上断層に相当

する西傾斜の反射面を見出すことは困難であった。しかしながら、広角領域のオフセ

ット範囲（1.5～2.0 km）において、緩やかな東傾斜を持つ反射面が往復走時 0.5～

1.0 秒に認められた。 
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 調査測線 鰍沢測線

発震系パラメータ

震源 バイブレータ（HEMI）

バイブレータ台数 1台

標準発震点間隔 12.5m(道路沿い)

発震区間 5.6km(道路沿い)

スイープ長 12 sec

スイープ周波数

総発震点数 401点

受振系パラメータ

受振点間隔 12.5ｍ

受振器種別 SM-7/SM-24 10Hz

受振器数/受振点 3-9個組

展開長 5.6km（固定展開）

総受振点数 451点

記録系パラメータ

サンプルレート 4msec

チャンネル数 451(固定)

記録長 6sec

重力測定

測定点数 58点

測定間隔 100 m 間隔

表１．鰍沢測線（測線１）の調査諸元

3回(標準)標準発震回数/発震点

高分解能反射法 調査項目/測定諸元

 
 

測線２（身延－早川測線） 

本測線上での反射法地震探査及び重力探査の調査諸元を表 2 に示す。調査測線は、

早川及び雨畑川に沿って西行し奥沢谷に至る（図 1、図 4）．その全長は 17.8km（投

影測線長 12.4km）である。本測線における調査では、有線テレメトリー方式の受振

システムを測線中部から東部（RP 1～609）で使用したほか、独立型データ収録装置

MS2000D を測線西部（RP 1001～1105）で使用した。 

測線東部区間の受振点（RP）1～419 は県道 37号南アルプス公園線沿いに設置した。

この間に点在する計４カ所（RP 95～110、112～116、207～211、255～265）の砂利選

別及び濁水処理施設を伴う採石場と測線西部に位置する採石施設（ニッケイ工業株式

会社雨畑工場）が平日及び土曜日の昼間に稼働していた。また、これら施設の稼働時

間帯は間断無く大型車両が測線上を通行していた。そのため、バイブレータ発震は夜

間（17:30～翌日 2:00）に実施した。夜間測定作業時にも、日本軽金属工業蒲原製造

所（RP 176～180）、日本軽金属工業角瀬発電所（RP 376）及び測線東端域の峡南工業
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団地、東京電力変電施設等の定常ノイズ源の存在が認められた。RP 420 から RP 552

までの区間と RP 1013 から RP 1027 までの区間は、狭隘な県道を避け、雨畑川の河床

に敷設されたニッケイ工業株式会社雨畑工場の作業路上に受振点・発震点を配置した。

受振機材は有線テレメトリーシステム G-DAPS4A と独立型データ収録装置 MS2000D を

併用した。受振点間隔は 25 m とし、合計 714 点の受振点を総延長 17.8 km の測線

上に固定展開し、すべての発震信号を 714 点の受振点で観測し記録した。その結果、

高分解能反射法と併せて屈折法データ解析に資するデータが取得された。 

 

広角反射法/屈折法 広角反射法/屈折法

(高エネルギー発震) (集中発震)

震源

バイブレータ台数 1台

標準発震点間隔 50m(投影測線上) - - 25m(投影測線上)

発震区間 15.2km（道路沿い） - - 5.4km（道路沿い）

スイープ長 20 sec 20 sec 24 sec 16 sec

スイープ周波数

総発震点数 195点 4点 2点 222点

受振点間隔

受振器種別

受振器数/受振点

展開長 15.2km（固定展開）

受振測線長(GDAPS-4A) 15.2km

受振点数（GDAPS-4A） 609点 

受振測線長(MS2000D) -

受振点数（MS2000D) -

総受振点数 609点

サンプルレート

チャンネル数 609(固定)

記録長 6sec

測定点数

測定間隔

発震系パラメータ

110点

100-200 m 間隔

重力測定

4msec

714(固定)

10sec

記録系パラメータ

2.6km

105点

714点

3-9個組

17.8km（固定展開）

15.2km

609点 

25m

 SM-7/SM-24 10Hz

受振系パラメータ

バイブレータ（HEMI）

3台

標準発震回数/発震点 16回 40回
125回(SP-1V), 110

回(SP-6V)
2-3回(標準)

調査項目/測定諸元

表2．身延－早川測線（測線２）の調査諸元

稠密反射法 高分解能反射法
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測線２におけるバイブレータ発震は、探査対象毎に異なる標準発震仕様を設定した

（表 2）。測線２の屈曲は顕著であるため、全発震点は直線投影測線を前提として配

置された。発震作業は、測線西端部を除外した身延－早川測線の 15.8 km（投影測線

10.8 km）において実施した。（1）高分解能反射法データは、糸魚川－静岡構造線近

傍の 5.4km の区間（VP 117 から VP 477 まで；図 4では通常３桁の発振点番号に 5000

を加えた番号をふって区別してある）において取得された（発震点数 222 点）。投影

測線上の発震点間隔は受振点間隔と同一の 25m であり、従ってほぼ完全な対称サンプ

リングのデータが取得された。大型バイブレータ１台を用い、３回のスイープを標準

仕様としたが、標準発震エネルギーを確保できた発震点は結果的には約 28％であっ

た。スイープ周波数は、浅部を高分解能でイメージングするために 8～80 Hz とやや

高めに設定した。（2）稠密反射法データは、測線西端部を除く身延－早川測線の全区

間 15.8 km（投影測線 10.8 km）において発震点間隔 50 m （投影測線上で）毎に実

施した。大型バイブレータ３台を用い、16 回のスイープを標準仕様とした。投影測

線全域に関する稠密反射法発震点の割合は約 89%まで確保された。スイープ周波数は

8～40 Hz とした。発震作業は、ノイズを避けるために原則として夜間 17:30～翌日

2:00 の時間帯に実施した。実測した夜間のノイズレベルは昼間より 24～30 dB 低か

った。本断層帯下盤側の安山岩質火砕岩や上盤側のスレート～千枚岩が露出する場所

では、地表の固結度が高いためにベースプレートが 18～20 Hz で共振した。これに起

因する位相制御エラー及び高調波の励起が確認されたので、全点でバイブレータ出力

を 10％程度低下させ、データ品質向上を図った。（3）屈折法及び広角反射法発震点

は、投影測線上において 2.0～2.5 km 間隔で分布する様に、計 6点（SP-1V～SP-6V）

配置した。発震区間両端（SP-1V と SP-6V）では、屈折データ取得を目的として、ス

イープ周波数を 6～35 Hz に設定し、110～125 回の連続発震を行った。中間の４点

（SP-2V～SP-5V）では、深部広角反射波の捕捉を目的として各点 40 回の発震をおこ

なった。 

広角反射法／屈折法発震点の計６点の発震記録を図 6に示す。発震を夜間に行った

ためにノイズレベルは非常に低く、全発震記録において屈折初動が明瞭に確認された。

SP-1V（= RP 18）は測線東端に位置する。この屈折走時に基づき、表層から順に速度 

2.6～3.0 km/sec、 3.8-4.0 km/sec、 4.5～4.8 km/sec の三層を識別できる。この

内、第一層は富士川層群遅沢砂岩層と考えられる。SP-2V（= RP 156）では、卓越周

波数 15～20 Hz 程度の浅部反射波が往復走時 1.0 秒まで認められる。また、広角反射

領域（投影距離 6～9 km）において往復走時 2.0～3.0 秒に微弱な反射波列が認めら

れる。SP-3V（= RP 260）では、震源起因のＳ波及び高調波の発生が顕著であり、埋

設管を伝播する”tube wave”が卓越した。測線東側の広角領域（投影距離 0～2.5 km）

において反射波列が往復走時 1.5～3.0 秒で見出された。SP-4V（= RP 343）の発震記

録では、本断層帯を境として断層下盤側と断層上盤側との速度コントラストが明瞭で、
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それぞれ 3.7 km/sec および 4.7 km/sec の屈折波走時を示す。また、本断層帯下盤側

の投影距離 3.0～4.5 km、往復走時 1.2～2.0 秒において西傾斜の有意な反射波群が

見出された。本断層帯上盤側に位置する SP-5V（= RP 482）と SP-6V（= RP 1014）の

発震記録においても投影距離 2.0～5.5 km、往復走時 2～3 秒において西傾斜の反射

波列が認められる。 

稠密反射法発震点（VP 1～609、 VP 1006～1026）計 195 点においてもノイズレベ

ルは非常に低く、全発震記録において屈折初動が確認された。尚、測線東端部におけ

る発震記録（VP 10～36）では往復走時 5.5 sec に深部反射波が見出されたが、反射

波列の曲率から推定される見掛け速度から判断して、側方反射波と考えられる。 

 

2）重力データの取得 

測線１（鰍沢測線） 

重力測定は、本調査地域内に設けた補助基点を基準として行った。補助基点の重力

値は、一等重力点「甲府」との比較測定により求めた。各重力測定点においては２度

の測定を行い、誤差が規定の値以内であることを確認した。また、地形補正において

測定点から 50 m 以内の極近傍地形の効果を補正するために、各測定点極近傍の二次

元地形断面を作成した。重力計は LACOSTE & ROMBERG 陸上重力計 G-270 を用いた。

測定間隔は原則として 100 m とし、総測定点数は 58 点であった。各測定点の標高は、

三角点などを基準とした間接水準測量もしくは GPS リアルタイムキネマティック測

量によって求めた。その際、水準点もしくは電子基準点と接続し標高の絶対精度を確

保した。重力計のドリフトによる誤差を測定値から取り除くため、補助基点を始点、

終点として一日毎に閉塞測定を行った。実際に観測されたドリフト量は最大でも 

-0.027 mgal/日 であった。 

 

測線２（身延－早川測線） 

測定は、測線１（鰍沢測線）と同様な方法で行った。測定間隔は 100～200 m とし、

総測定点数は 110 点であった。身延－早川測線では平日日中は大型車両交通量が多く、

重力測定は早朝、準夜間に実施した。 

 

3）地震探査データの処理 

測線１（鰍沢測線） 

反射法地震探査データは、通常の共通重合点処理法によって解析した。取得したデ

ータに屈折波初動解析、振幅補償、デコンボリューション、共通反射点編集、重合速

度解析、NMO 補正、残差静補正を施して共通反射点（CMP）重合時間断面を作成した。

次に周波数－空間領域予測フィルター、帯域通過フィルター、基準面補正、差分マイ

グレーションを施して、マイグレーション時間断面を作成した。更に重合速度解析の
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結果を用いて、重合時間断面とマイグレーション時間断面に深度変換を施した。図

7A には、重合時間断面とマイグレーション時間断面を、図 7B にはそれらを深度変換

した断面を示す。 

約 5.6 km の全測線で取得した稠密反射法発震（計 401 点）について、各発震記録

の全オフセットにわたって初動走時を読み取り、それを用いて屈折トモグラフィー

（turning-ray tomography）法による速度構造の解析を行った。速度構造の初期モデ

ルとしては、緩やかな線形速度勾配を伴う水平成層構造を設定した。屈折トモグラフ

ィー解析の結果に対する信頼性を評価するために、100 通りの初期モデルをランダム

に与えて得られた結果を統計的に比較した。これらすべての結果を平均化した速度分

布と標準偏差分布を図８に示す。 

 

測線２（身延－早川測線） 

測線２の反射法地震探査データ処理は、測線全長（17.8 km）にわたる深部反射法

データの処理と、断層近傍区間（RP 221-447；長さ 5.4 km）での高分解能反射法デ

ータの処理とを、それぞれ独立に行った。 

深部反射法地震探査データとして用いたのは、稠密反射法発震点（VP 1～609、VP 

1006～1026；計 195 点）、広角反射法及び屈折法発震点（SP-1V ～SP-6V；計６点）、

および高分解能反射法発震点（VP 5117～5143、5230～5336、5349～5375、5386～5396、

5403～5437、5470～5475；計 77 点）である。データ処理法は基本的に測線１の場合

と同じである。図 9A には、重合時間断面とマイグレーション時間断面を、図 9B には

それらを深度変換した断面を示す。 

高分解能反射法地震探査データとして用いたのは、高分解能反射法発震点（VP 5117

～5143、5221～5477；計 222 点）である。データ処理法は基本的に測線１の場合と同

じである。図 10A には、重合時間断面とマイグレーション時間断面を、図 10B にはそ

れらを深度変換した断面を示す。 

約 17.8km の全測線区間で取得された、バイブレータ集中発震（計６点）および稠

密反射法発震（計 195 点）について、各発震記録の全オフセットにわたって初動走時

を読み取り、それを用いて屈折波トモグラフィー法による速度構造の解析を行った。

測線１のデータに対して行ったのと同様にして誤差評価を行った。その結果得られた

平均化した速度分布と標準偏差分布を図 11 に示す。 

 

4）重力データの処理 

得られた重力データに対して、フリーエア補正、地形補正、ブーゲ補正などの諸補

正処理を行った後、仮定密度 2.67 g/cc としてブーゲ異常値を計算した。なお、地形

補正計算は、観測点から 50 m 以内の極近傍領域まで、実測した二次元地形断面を用

いて行った。此処で求めたブーゲ異常値は、各測定点の標高における値であり、ジオ



 16

イド面へ引き戻す補正は行っていない。 

 

(c) 業務の成果 

 

1）調査地域の地質構造の概要 

本調査地域は、北を大柳川に、南を早川の下流とその支流である雨畑川に、西を早

川に、東を富士川に境される。この地域に分布する地層は、西から東に、瀬戸川層群、

櫛形山層群、静川層群（富士川層群）、西八代層群に区分されている（図２、図12，

図13）。以下にそれらの地層の特徴と地質構造、地層の境界となる断層についての概

要を述べる。 

瀬戸川層群： 瀬戸川層群については、唐沢・狩野（1993）および杉山（1995）

に基づいてその特徴をまとめる。本層群は四万十帯南帯に位置する地層で、黒色泥岩

を主体とし、珪質泥岩や砂岩を挟在している。地層は北北東－南南西～南北の走向を

もち、西または東に急傾斜している。本地域より南方の安倍川上流地域より北に分布

する瀬戸川層群は緑色片岩相の変成作用を受けて、泥岩中には急傾斜したスレート劈

開が発達している。劈開の姿勢は層理面とほぼ平行するか、やや半時計回りに斜交し

ている。変形・変成作用のために本地域周辺からは時代決定に有効な化石は産出して

いないが、南からの岩相の連続性から判断すると、本層群の堆積年代は古第三紀始新

世から前期中新世頃、付加年代は前期中新世の後期頃と考えられる。 

糸魚川－静岡構造線： 本地域の糸魚川－静岡構造線はその西側に分布する瀬戸

川層群を半時計回りに斜断し、東側に分布する櫛形山層群の構造を半時計回りに斜断

している。小山（1984）によると、この地域の糸魚川－静岡構造線は北北西－南南東

の走向をもち、西に中～高角（45～70°）に傾斜し、断層面の上盤側数 10 cm は角

礫状に破砕されている。本構造線が第四紀後期に活動したとする証拠は得られていな

い。 

櫛形山層群： 櫛形山層群は、南部フォッサマグナの巨摩地塊（天野，1986; Amano, 

1991）の南部の糸魚川－静岡構造線と後述する曙逆断層に挟まれた地域に分布してい

る。主として安山岩質、場所により玄武岩質や石英安山岩質の火山角礫岩、凝灰角礫

岩、塊状溶岩からなり、火山礫凝灰岩、凝灰質砂岩などを挟む。岩相が複雑に変化し、

地層の姿勢が計測できる場所が少ないので、本層群内での地層区分と構造の解釈は、

研究者により相違している（小山，1984; 田村ほか，1984; Martin and Amano, 1999）。

全体的には北東－南西の走向を持ち、北西に中角度に傾斜する部分が多い。櫛形山層

群から産する化石は多くはないが、それらに基づけば本層群の堆積年代は前期中新世

の後期から中期中新世の前期と考えられる（Akimoto et al., 2002）．なお、この櫛

形山層群を後述する西八代層群として一括する見方もある（松田，1961; 尾崎ほか，

2002）。 
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曙逆断層： 曙逆断層または曙衝上断層（大塚，1938）は、西側の富士見山を含

む櫛形山層群から成る巨摩山地と、東側の曙礫岩層（後述）が分布する東に緩傾斜す

る650～250mの上面高度を持つ小起伏地域を境する北北東－南南西方向の断層で、こ

の地域では最も顕著な地形境界を作っている。巨摩山地側の東に急傾斜する山腹斜面

は、富士見山断層崖と呼ばれることもある。 

この断層の露頭は大塚、（1938,1955）、小山（1984）、 狩野ほか（1985）、 久

保田ほか（1989） などで報告されている。これらをまとめると、この断層の傾斜は

60°前後であり、衝上断層よりも逆断層としたほうが良い、断層はその両側に幅数m

の脆性破砕帯を伴っている。 

この断層は、後述するように後期鮮新世の曙礫岩層が作る半波長数km以上の向斜構

造（曙向斜）を大きく反時計回りに斜断し、比高約1000mに達する地形境界を形成し

ているので、第四紀に入ってからも活動的であった可能性が大きい。しかしながら第

四紀後期の活動性については不明である。 

この断層による地形変化は、曙礫岩層分布域の南方で不明瞭になる。その南方延長

については次の４つの見解があり、解決されていない。（1）南東方向に走向を変え

る（大塚，1987; 秋山, 1957）；（2）ほぼ南北方向に延長する（松田，1961）；（3）

走向の変化なく、糸魚川－静岡構造線と合流する（小山, 1984）；（4）北北東－南

南西方向と南北方向に枝分かれする（尾崎ほか，2002）。 

静川層群・西八代層群： 南端部をのぞく地域では曙逆断層の東側、南端部では

糸魚川－静岡構造線の東側では、層序的に上位の静川層群がより西側に、下位の西八

代層群がより東側に分布している。これらについては、1980年代までに多くの研究が

なされてきたが、研究者により地層区分と地層名が異なるものの、大局的な層序と地

質構造の解釈においては大きな違いはない。例えば、静川層群については、富士川層

群と呼ばれることもある。ここでの地層名は秋山（1957）、狩野ほか（1985）に従う

ことにする。また説明の便宜上、層序的に下位から上位にかけてではなく、分布域の

西から東に向かって地層の概要と構造を説明していく。これらの地層の分布域は御坂

地塊（天野，1986; Amano, 1991）と呼ばれている。 

地域南西部では静川層群に属する烏森山凝灰角礫岩層がより西側の瀬戸川層群お

よび櫛形山層群と糸魚川－静岡構造線および曙逆断層を介して接している。この地層

は安山岩質の凝灰角礫岩からなる地層である。この地層中には小縄と初鹿島の間を北

北西にプランジした軸を持つ半波長数kmの背斜が存在し、背斜の北東翼の地層の姿勢

は北西－南東走向で北東傾斜となる（松田，1985: 尾崎ほか，2002）。 

上記の背斜の約2.5km西方には、同方向で西にプランジした向斜を作り地層は北に

開いたV字型の分布をとる。この向斜は曙向斜と呼ばれ、その西翼の地層は北東に高

角に、東翼の地層は北北西に高角に傾斜している。曙向斜の両翼では、下位から烏森

山凝灰角礫岩、遅沢砂岩層、川平泥岩層、曙礫岩層の順に相対的に上位の地層が北側
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に分布していく。曙礫岩層は富士川谷では最上位の海成層で、円礫を主体として構成

される厚さ数kmの礫岩層である。曙向斜東翼の南部では西から東に向かって烏森山凝

灰岩層、三ッ石凝灰角礫岩層、早川橋泥岩層、鰍原泥岩層、西八代層群の順により下

位の地層が露出する。 西八代層群は櫛形山層群と類似した安山岩質の火山岩類を主

体とする地層である。 

地域中東部では、南から北に向かって、三ッ石凝灰角礫岩層、早川橋泥岩層、烏

森山凝灰岩層、遅沢砂岩層、川平泥岩層、曙礫岩層が鰍原泥岩層に向かってアバット

するようして重なっていく。また、手打沢川より北方では同じく曙礫岩層が西八代層

群にアバットしなから重なるとされている。この一連のアバット関係は、「手打沢不

整合」（大塚，1955）として知られている。 

これらの地層の層序と年代を整理すると、以下のようになる。本地域の地層は下位

から西八代層群、鰍原泥岩層、三ッ石凝灰角礫岩層、早川橋泥岩層、烏森山凝灰角礫

岩層、遅沢砂岩層、川平泥岩層、曙礫岩層からなる。地域南部ではこれらの地層は整

合関係、地域中～北部では、西八代層群、鰍原泥岩層が「手打沢不整合」を境して、

より上位の地層とアバット関係で重なることになる。浮遊性有効虫化石に基づくと、

最下位の西八代層群は中期中新世を示し、前述した櫛形山層群と同時代か、やや若く

なり、最上位の曙礫岩層は後期鮮新世に達する（狩野ほか，1985; Akimoto et al., 

2002）。 

 

2）反射法探査断面の地質学的解釈 

 

測線１（鰍沢測線） 

図 14 には鰍沢測線に沿う反射法地震探査断面、屈折波トモグラフィーによる速度

構造、及び重力異常とそれらを総合した地質学的解釈を示す。また、図 15 に曙逆断

層北端部およびその北方延長部周辺の地質と変動地形を示す。  

鰍沢測線の西端部の十谷から柳川までの約２ kmの間には、櫛形山層群が分布する。

この間の櫛形山層群は火山角礫岩からなる戸川累層（Martin and Amano, 1999）で、

北東－南西の走向を持ち、北西に中角度で傾斜する。櫛形山層群と曙礫岩層との境界

をなす曙逆断層は、鳥屋付近（図２；CDP 350 と 400 の間）を通過する。側線の南方

約１ km（図 13 の f2 地点；狩野ほか，1985）と北方約 0.5 km（同 f1 地点）で 60゜

西北西に傾斜する断層面が確認されている。また今回行った調査では、f1 地点とほぼ

同一の場所で、ほぼ南北走向で 35°西傾斜の断層面が確認された。 

反射法地震探査断面上では、曙逆断層の断層面そのものを明瞭な反射面として捕ら

えることはできなかったが、反射面のテクスチャーの境界（40～50 度西傾斜）として

認識できる（図 14 下）。重力異常（図 14 上）は曙逆断層の上盤側（西側）で幅１ km

以上にわたって負異常を示すので、の断層を境に低密度の曙礫層が西側の櫛形山層群
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の下に入り込んでいる様にみえる。しかし奇妙なことに，屈折波トモグラフィーの結

果（図８、図 14 中）では、曙逆断層の存在を示すような構造（速度逆転等）は認め

られず、断層上盤側は浅層から連続して高速度層が続いている様に見える。この問題

は、今後の課題として残された。 

鳥屋から久保沢までの約 500m の範囲には曙礫岩層が分布する。大柳川南方で今回

行った地質調査の結果、この区間の曙礫岩層中には南北方向の軸をもつ背斜が存在す

ることがわかった（図 15）。反射法地震探査断面上では、曙礫岩層は成層構造を示し、

その褶曲構造が地表から少なくとも 1000 m まで、不明瞭ではあるが更に深度 2000 m

ぐらいまで追跡できる（図 14 下）。 

反射法地震探査断面上では、久保沢付近（CDP 330 付近）から低角で東に傾斜する

明瞭な反射面が認められた（図 14 下）。この反射面の西側は曙礫岩層の、東側は西八

代層群の分布域であり、したがってこの反射面は両者の境界をなす東上がりの逆断層

であると考えられる。屈折波トモグラフィーの結果（図８、図 14 中）では、この反

射面を境に顕著な速度逆転が認められ、上述の推定を支持している。また、この東傾

斜断層の上盤側（東側）には幅１ km 以上の範囲にわたって負の重力異常があり（図

14 上）、下盤側に低密度の堆積物が存在することを示している。 

曙礫岩層とその東側に分布する西八代層群とは不整合で接し、その境界は急傾斜

の「手打沢不整合」として知られてきた（大塚，1955）。手打沢不整合は久保沢付近

（CDP 330 付近）を南北に通過する。しかし、この不整合は局所的であり、南方に連

続しない。反射法地震探査によって今回発見された東傾斜の逆断層と「手打沢不整合」

との関係を今後再検討する必要がある。  

曙逆断層の北方延長は、今回実施した変動地形調査と地質調査の結果、鰍沢南方ま

で追跡することができた（図 15）。鰍沢南方の富士川左岸には、富士川本流起源の円

礫に覆われた現河床からの比高 100～120 m の河成段丘が存在し、これを変位させる

断層崖が存在することが分かった。断層外の比高は 20～30 m あり、東側低下である

（図 15）。曙逆断層はこの地点を経て更に北方の下円井－市之瀨断層に連続すると考

えられる。今回の探査の結果、曙逆断層は曙礫岩層中の褶曲構造を覆っていることが

分かった。更に新しい発見は、曙礫岩層のトラフの東縁が東傾斜の低角逆断層（手打

沢断層と仮称する）で境され、この断層自体も曙逆断層で覆われていることが分かっ

たことである（図 15）。この手打沢断層は、甲府盆地南縁を画する曽根丘陵断層帯の

南西方延長である可能性がある。糸魚川－静岡構造線活断層帯と曽根丘陵断層帯とは

本地域で収斂し、複雑な地下構造を形成している可能性が高くなった。 

 

測線２（身延－早川測線） 

図 16 には鰍沢測線に沿う反射法地震探査断面、屈折波トモグラフィーによる速度

構造、及び重力異常とそれらを総合した地質学的解釈を示す。 
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測線西端の奥沢谷から角瀬にかけての約６km の区間には、瀬戸川層群のスレート

劈開を持つ泥岩を主体とし、分布域東部の約１km の区間では砂岩が優勢となる（杉山，

1955，など）。この区間の中央付近をとおる北北東－南南西方向の軸を持つ閉じた向

斜（雨畑川向斜）の両翼とも、地層は急傾斜し、スレート劈開も急傾斜している。側

線西端に近い奥沢谷には東西幅約 300 m の分布域を持つ花崗岩の小岩体が露出してい

る。この岩体周辺の地層の層理面およびスレート劈開には露頭規模以上の褶曲が見ら

れ、一部は緩傾斜している。反射法地震探査断面上では、瀬戸川層群中に連続性の良

い反射面は認められず、全体として反射に乏しく「透明」である。また、屈折波トモ

グラフィーによる速度解析の結果も、この区間で速度の速い岩体が浅部から存在する

ことを示している（図 11、図 16 中）。 

角瀬付近を通過する本断層帯は西側の瀬戸川層群と東側の烏森山凝灰角礫岩層の

構造を大きく斜断する北北西－南南東の走向を持つ。この付近では露頭は確認されて

いないが、中～高角に西傾斜していると考えられる。反射法地震探査断面上で本断層

帯は CDP 570～580 付近を通過するが、ここを境に東側の地層は全体として 反射に  

富み「不透明」であり、瀬戸川層群が反射に乏しく「透明」であるのと対照的である

（図 16 下）。両者の境界は深度２km 付近まで比較的明瞭に追跡でき、したがって本断

層帯の傾斜は 50～60°西傾斜である。また、屈折波トモグラフィーによる速度解析の

結果からは、この西傾斜の面に沿って低速度領域が存在する。 

角瀬から小原島西方にかけての約４km 間に分布する烏森山凝灰角礫岩層中には、前

述したように、この区間の中央部付近に北にプランジした軸を持つ背斜構造が推定さ

れている。反射法地震探査断面には、曙向斜とともに、この背斜構造が比較的明瞭に

現れており（図 16 下）、烏森山凝灰角礫岩層およびその下位の静川層群と推定される

1-1.5 km 厚の 反射に富む地層が背斜構造を成し、そのコアには比較的反射に乏しい

岩体がある。この岩体は西八代層群と考えられる。その下位には再び 1～1.5 km の厚

さの西に傾斜した反射に富む地層が現れる深さ５ km 位まで追跡できる（図 16 下）；

地表地質から判断してこれは静川層群の下部層と考えられる。従って、上位の岩体と

は断層（浅部では層面すべり断層）で接していることになる（図 16 下）。 

なお、地域南方で顕著な地形境界となり、活断層の可能性が高い身延断層が本測線

上に延長されるとしたら、東端に近い鰍原泥岩層（静川層群の下部層）の分布域とな

る(松田, 1961; 尾崎ほか，2002)。身延断層の詳細については、研究されていないが、

身延の南方、大城川下流の河床で、西側の火山角礫岩が低位段丘を構成する礫層に低

角（35°）に衝上する露頭が観察できた(狩野、未公表資料)。現在この露頭は、護岸

工事によって被覆されている。上述の層面すべり断層は、身延断層の北方延長である

可能性があり、今後の検討が必要とされる。 

 

(d) 結論ならびに今後の課題 
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本断層帯の南端がどこまで及んでいるかを確かめること目的として、甲府盆地南方の富

士川流域における２測線上で反射法地震探査と重力探査を実施し、地下構造の解明を試み

た。大柳川に沿う全長 5.6 km の測線は浅層構造をターゲットとし、早川に沿う全長 17.8 km

の測線は深部構造をターゲットとした。大柳川測線の探査結果から、下円井－市之瀬断層

と甲府盆地南縁の曽根丘陵断層帯とがこの付近で収斂し、複雑な地下構造を形成している

可能性が明らかになった。早川測線のデータについては、今後、より高度な処理を施した

上で解釈する必要があるが、本断層帯の地下構造とその発達過程を理解ずる上で重要な基

礎資料が得られた。 
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(3) 平成 21 年度業務計画案 

諏訪湖測線（平成 19 年度）で取得した反射法・屈折法地震探査データの高度処理と並行

して、諏訪湖とその周辺地域の地表地質調査を実施する。これによって、反射法・屈折法

地震探査データの処理と解釈（特に浅部構造の解釈）に拘束を与え、予想される破壊セグ

メント境界の構造をより精度良く明らかにする。また、平成 20 年度に実施した身延－早川

測線および鰍沢測線の反射法・屈折法地震探査データの解釈に拘束を与え、糸魚川－静岡

構造線活断層帯南端部の構造を解明するために、同測線とその周辺地域において地表地質

調査を実施する。 
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図１ 調査地域の地形、活断層、および重力異常。地形陰影図は国土地理院 50 m DEM より 

作成。活断層（赤線）は池田ほか（2002）による。曙衝上断層とその延長を橙色線

で示す。青い細線はブーゲ重力異常を示す（等値線間隔 1 mgal）。重力異常データ

は、地質調査所（2000）および Shichi and Yamamoto (2001) による。「パイロット

的な重点的調査観測」の測線(2003 年度)と本プロジェクトの測線(2005，2008 年度)

を黄色線で示す。2008 年度測線は 鰍沢測線（Line 1）および身延－早川測線（Line 

2）の２測線からなる。 
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図２ 調査地域の地質。尾崎ほか（2002）による。ISTL、糸魚川－静岡構造線；ATF、曙衝

上断層。鰍沢測線（Line 1）および身延－早川測線（Line 2）を赤実線で示す。 
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図３ 調査測線位置図：鰍沢測線（Line 1）。基図は国土地理院発行 1：25,000 地形図幅。 

ATF、曙衝上断層。黒線、受振測線；黒点・黒数字、受振点（RP）位置および番号；

赤点・赤数字、発震点（SP）位置および番号；青線、共通反射点（CMP）重合測線；

青点・青数字、CMP 位置および番号。赤直線は投影測線；数字は受振点東端からの投

影距離（km）を示す。 
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図４ 調査測線位置図：身延－早川測線（Line 2）。基図は国土地理院発行 1：25,000 地形

図幅。ISTL、糸魚川－静岡構造線。黒線、受振測線；黒点・黒数字、受振点（RP）

位置および番号；赤点・赤数字、発震点（SP）位置および番号；青線、共通反射点

（CMP）重合測線；青点・青数字、CMP 位置および番号。赤直線は投影測線；数字は

受振点東端からの投影距離（km）を示す。 
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図５ 鰍沢測線（Line 1）の発震記録例。上図は調査測線図。下３図の各発震記録の上辺

横軸の数字は CMP 番号を示す。 
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図 6A  身延－早川測線（Line 2）東半部の発震記録例。上図は調査測線図；図中の赤直

線は投影測線；数字は受振点東端からの投影距離（km）。下の３つの図の各発震記

録上辺横軸の数字は投影測線上での距離を示す。 
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図 6B 身延－早川測線（Line 2）西半部の発震記録例。上図は調査測線図；図中の赤直線

は投影測線；数字は受振点東端からの投影距離（km）。 

下の３つの図の各発震記録上辺横軸の数字は投影測線上での距離を示す。 
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図 7A 鰍沢測線（Line 1）の重合時間断面（上図）およびマイグレーション時間断面（下

図）。 
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図 7B  鰍沢測線（Line 1）の深度変換した重合断面（上図）および深度変換したマイグレ

ーション断面（下図）。 
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図８ 鰍沢測線（Line 1）に沿う屈折トモグラフィー（turning-ray tomography）法によ

る速度構造解析。地表面における速度と速度勾配をそれぞれ、0.5～2.5 km/sec、 0.5

～3.0 m/sec/m (depth) の範囲の一様乱数によって与えることによって、線形速度

勾配を持つ一次元速度構造モデルを 100 通り生成し、これ与えて得られた結果を示

す。（A）平均波線密度分布；（B）平均化した速度構造；（C）平均速度からの標準偏

差分布；（D）平均化した速度構造に標準偏差を等値線で表して重ねた図。 
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図 9A 身延－早川測線（Line 2）の重合時間断面（上図）およびマイグレーション時間断

面（下図）。 
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図 9B 身延－早川測線（Line 2）の深度変換した重合断面（上図）および深度変換したマ

イグレーション断面（下図）。 
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図 10A  身延－早川測線（Line 2）高分解能区間の重合時間断面（上図）およびマイグレ 

ーション時間断面（下図）。 
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図 10B  身延－早川測線（Line 2）高分解能区間の深度変換した重合断面（上図）および 

深度変換したマイグレーション断面（下図）。 
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図 11  身延－早川測線（Line 2）に沿う屈折トモグラフィー（turning-ray tomography）

法による速度構造解析。地表面における速度と速度勾配をそれぞれ、0.5～2.5 

km/sec、0.5～3.0 m/sec/m (depth) の範囲の一様乱数によって与えることによっ

て、線形速度勾配を持つ一次元速度構造モデルを 100 通り生成し、これ与えて得ら

れた結果を示す。（A）平均波線密度分布；（B）平均化した速度構造；（C）平均速度

からの標準偏差分布；（D）平均化した速度構造に標準偏差を等値線で表して重ねた

図。 
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図 12  調査地域測線近傍の地質。山梨県地質図編纂委員会（1970）による。ISTL、糸魚

川－静岡構造線；ATF、曙衝上断層。鰍沢測線（Line 1）および身延－早川測線（Line 

2）を赤実線で示す。 
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図 13 曙向斜とその周辺の地質。狩野ほか（1985）による。鰍沢測線（Line 1）および身

延－早川測線（Line 2）を赤実線で示す。 
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図 14 鰍沢測線（Line 1）に沿う反射法地震探査断面、屈折波トモグラフィーによる速度

構造、及び重力異常とその地質学的解釈。 
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図 15 曙逆断層北端部およびその北方延長部周辺の地質と変動地形。橙色部分は曙礫層の

分布域（曙礫層の走向・傾斜は狩野謙一の未公表資料による）。茶色は鰍沢南方の

段丘礫層の分布を示す（本文参照）。 
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図 16 身延－早川測線（Line 2）に沿う反射法地震探査断面、屈折波トモグラフィーによ

る速度構造、及び重力異常とその地質学的解釈。 
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