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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（2002）～16（2004）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、諏訪湖以北のセグメントと諏訪湖以南のセグメント

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、本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。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、諏訪湖より北で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、本断層帯において発生した地震による被害

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、被害は本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。 
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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

loading 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) 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（slip partitioning）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。 

4) 上記 1）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。 

5) 本断層帯の起源は古く、その北部（諏訪湖以北）は中期中新世のリフトベースン

形成時に遡る。一方、白州付近より南部は、中期中新世の付加帯形成に関わる断層

を起源とする。本断層帯のうち、諏訪－白州間のセグメントの起源は不明である。

上記 4）のセグメント区分は、このような本断層帯の起源と密接に関係している可

能性が高い。本断層帯は、西南日本弧と東北日本弧との会合部に位置し、本州弧の

大規模な地質構造改変過程において重要な役割を演じている（図１）。本研究はこの

問題の理解に重要な拘束を与えると考えられる。 

 

(d) ５ヵ年の年次実施業務の要約 

 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。重力探査は、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、



 8

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。重力探査は、諏訪湖の水域を除く反射法探査測線

上では 100～200 m の測点間隔で、屈折法探査測線上では 200～1000 m の測点間隔

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。重力探査

は、反射法探査測線上において 100～200 m の測点間隔で実施した。 

 5) 平成 21 年度： 

辰野－諏訪測線（平成 19 年度）および本断層帯南部延長の鰍沢測線と身延－早

川測線（平成 20 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を行

った（データ処理方法については後述する）。また、パイロット的な重点的調査観測

で実施した松本測線・牛伏寺測線（Line1 および Line2；平成 14 年度）および富士

見測線（平成 15 年度）のデータについても同様の高度処理を施した。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に拘束を与え、予想される破壊セ

グメントとその境界部の構造をより精度良く明らかにした。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した。 

 

(２) 平成 17～21 年度の成果 

 

(a) 業務の要約 

糸魚川－静岡構造線断層帯は日本列島の内陸活断層の中で も活動度の高い活断層帯

のひとつである。本断層帯は諏訪湖付近を境に、北と南でその性状が大きく異なるため、

ここに顕著なセグメント境界が存在する可能性が高い。本断層帯の浅層から深部までの形

状を調査し、その地下構造の全体像を明らかにすることを目的として、反射法を基軸とし

た制御地震探査と重力探査とからなる調査研究を実施した。その結果、以下の知見が得ら

れた。： 

塩尻より北では、糸魚川－静岡構造線の主断層面は東傾斜である。一方、これより南で

は断層面は西傾斜であることが分かった。同断層帯の中部では、逆断層とその上盤側を併

走する左ずれ断層とが存在し、いわゆる「すべり分配」（slip partitioning）が顕著に

認められる。本研究による地下構造探査の結果、すべり分配は表層現象であり、地表で併

走する２列の断層は地下浅部（0.5～2 km）で収れんし、それより深部では、傾斜する断

層面上で斜めすべりが生じていることが分かった。これは、本断層帯が現在の広域応力場

に完全には適合していないことを意味し、したがって、断層面の強度が小さいことを意味

する。 
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(b) 業務の実施方法 

1）反射法地震探査データの取得 

表１に、本プロジェクトとそれに先立つ「パイロット的な重点的調査観測」で実

施した反射法地震探査データの取得仕様を示す。また、図２にはこれらすべての測

線の位置を示す。受振機材は主として有線テレメトリーシステム G-DAPS4A を用い

た。ただし、平成 17（2005）年度甲府測線、平成 19（2007）年度辰野－諏訪測線、

および平成 20（2008）年度早川－身延測線においては、測線末端部でのデータ取得

に独立型データ収録装置 MS2000D を使用した。受振点間隔は、深部構造の解明を目

的とする長測線探査の場合は 25 m を標準とし、測線末端部で独立型データ収録装

置を設置した区間においては 50 m を標準とした。浅層構造を高分解能で観測する

場合には 5～12.5 m とした。平成 14（2002）年度松本測線、平成 15（2003）年度

富士見測線、平成 17（2005）年度甲府測線、平成 19（2007）年度辰野－諏訪測線、

および平成 20（2008）年度早川－身延測線では、受振点を補間して断層帯近傍区間

のみ 12.5 m 間隔（標準は 25 m 間隔）とすることによって、深部探査データの取得

と同時に高分解能データの取得を行った。 

発震は、主として大型バイブレータ震源を用い、アクセスが困難な場所や人家の

密集した場所では中～小型バイブレータや小型インパクタを適宜用いた。深部構造

の解明を目的とする長測線探査では、大型バイブレータ３～４台（諏訪湖上ではエ

アガン２台）のアレイを組んで発震した。各長測線探査においては、測線端点を含

む数点でダイナマイト発破または大型バイブレータ（諏訪湖ではエアガン）による

多重発震を行い、屈折法解析のためのデータ取得も行った。 
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表１ 反射法地震探査データ取得仕様の概要。「パイロット的な重点的調査観測」

で実施した３測線（平成 14（2002）-15（2003）年度）を含む；これら３

測線のデータは、平成 21（2009）年度に再処理を実施した。各測線の位置

は図２を参照。 

年度 測線名 測線長 受振点

間隔 

発震点

間隔 

震源 備考 

2002 Line 1 

松本  

13 km 12.5～ 

25 m 

10 m 大型バイブレータ

３台 

多重発震３点； 

一部区間では小型

バイブレータ１台 

2002 Line 2 

牛伏寺 

0.5 km 5 m 15 m 小型バイブレータ

１台 

 

2003 富士見 13 km 12.5～ 

25 m 

25～50 

m 

大型バイブレータ

３台 

多重発震３点； 

一部区間では小型

バイブレータ 1 台 

2005 甲府 40 km 12.5～ 

50 m 

200～ 

1000 m 

大型バイブレータ

４台 

発破２点， 

多重発震１点 

2006 Line 1 

塩尻 

5.1 km 10 m 10 m 大型バイブレータ

１台 

一部区間では小型

インパクタ１台 

2006 Line 2 

岡谷 

2.7 km 10 m 10 m 大型バイブレータ

１台 

 

2006 Line 3 

下諏訪 

3.1 km 10 m 10 m 大型バイブレータ

１台 

一部区間では小型

インパクタ１台 

2006 Line 4 

茅野 

3.2 km 10 m 10 m 大型バイブレータ

１台 

一部区間では小型

バイブレータを併

用 

2007 辰野−諏

訪 

21 km 12.5～ 

50 m 

12.5～ 

200 m 

大型バイブレータ

４台 

一部区間ではエア

ガン２台，または中

型バイブレータ１

台 

2008 Line 1 

鰍沢 

5.6 km 12.5 m 12.5 m 大型バイブレータ

１台 

 

2008 Line 2 

身延-早

川 

17.8 km 25 m 25～ 

50 m 

大型バイブレータ

１～３台 

多重発震６点 

 

2）重力異常データの取得 

表２に、本プロジェクトとそれに先立つ「パイロット的な重点的調査観測」で実

施した重力異常データの取得仕様を示す。重力測定は、各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、 寄りの一等重力点との比較測定

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。測定点は、断層帯の近傍で 50

～100 m 間隔とし、遠方では 200～1000 m 間隔で配置した。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、
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終点として一日毎に閉塞測定を行った。 

表２ 重力異常データ取得仕様の概要。「パイロット的な重点的調査観測」で実

施した３測線（平成 14（2002）-15（2003）年度）を含む。重力異常探

査の測線は、原則として地震探査測線と一致するが、地震探査測線の延

長部まで拡大して行った測線もある。 

年度 測線名 測線長（地震探査測線

長） 

測定点間隔 

2002 Line 1 松本 20 km (13 km) 100-200 m 

2002 Line 2 牛伏寺 実施せず(0.5 km) 実施せず 

2003 富士見 16 km (13 km) 100-200 m 

2005 甲府 19 km (40 km) 50-400 m 

2006 Line 1 塩尻 7.2 km (5.1 km) 100-200 m 

2006 Line 2 岡谷 4.8 km (2.7 km) 100-200 m 

2006 Line 3 下諏訪 5.0 km (3.1 km) 100-200 m 

2006 Line 4 茅野 4.3 km (3.2 km) 100-200 m 

2007 辰野−諏訪 23 km (21 km) 100-1000 m 

2008 Line 1 鰍沢 5.0 km (5.6 km) 100-200 m 

2008 Line 2 身延-早川 12.5 km (17.8 km) 100-200 m 

 

3）地震探査データの処理 

平成 20（2008）年度までに実施した反射法データの処理は、通常の共通重合点処

理法によって行った。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。 

平成 21（2009）年度には、これまでに取得したデータについて、幾つかの手法で

再解析を行った。再解析の対象としたデータは、 平成 19（2007）年度辰野－諏訪

測線、および本プロジェクトに先立つ「パイロット的な重点的調査観測」で実施し

た平成 14（2002）年度松本測線と平成 15（2003）年度富士見測線を含む。これら

のデータに対して試みた再解析手法は、(a) CRS 法による反射法データ解析、(b) ラ

ンダムな初期モデルによる屈折波トモグラフィー解析、(c)“Fresnel-volume”法

による反射法データのマイグレーション、および (d)“Seismic Skeletonization”

（Li et al.,1997; Vasdevan and Cook,1998,2000）による反射面の抽出である。

このうち前二者が特に有効であった。以下にその手法の概略を紹介する。 

CRS 法による反射法データ再解析： CRS 重合（Common reflection surface stack）

法とは、CMP に属するトレースだけではなく、その近傍の CMP を多数併せた、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
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重合数を得る手法である（Jager et al., 2001; Mann et al., 2007; Schleicher 

et al., 1993）。反射点の異なるトレースの重合を空間解像度の劣化を抑えつつ適

切に行うため、CRS 法におけるムーブアウト補正ではゼロオフセットセクション上

での反射波走時の傾きと曲がりといった CMP 間の挙動が考慮される。このため複雑

な地下構造への適用性が高い。  

ランダムな初期モデルによる屈折波トモグラフィー解析： 平成 15（2003）年度

以降に行われた探査は、基本的に受振器を固定展開とし、測線上のほぼすべての受

振点で記録をとっている。したがってこれらの波形記録は、反射法解析のみならず、

屈折法解析にも有効である。今回、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（turning-ray tomography）法

による速度構造解析を行った。屈折波トモグラフィー解析の結果は一般に初期モデ

ルに依存し、通常の水平成層モデルから出発すると、逆断層面を境とする速度の逆

転構造等が再現できないという問題があった。また、結果として得た速度構造がど

の程度の誤差を含むかを評価することが困難であった。今回、屈折トモグラフィー

解析の結果に対する信頼性の評価を与える方法として初期モデルランダム化による

モンテカルロ型信頼性評価解析を実施した。この手法では、一定の条件化でランダ

ムに生成した多数の初期モデルに対してトモグラフィー解析を実施し、すべての結

果を平均化した速度分布およびその平均値からの偏りを示す標準偏差分布が得られ

る。  

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/cm3 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、ジオイド面へ引き戻す補正は行っていない。 

(c) 業務の成果 

1）平成 17（2005）年度甲府測線 

調査地域の地質構造の概要 

本地域においては、四万十層群と新第三系との境界を成す（狭義の）糸魚川－静

岡構造線は第四紀には活動を停止し、それに替わって巨摩山地東縁の断層（下円井

−市之瀬断層）が活動している。本地域において狭義の糸魚川－静岡構造線（四万

十帯と新第三紀層との境界断層）は、調査測線の約４ km 北方の大ナジカ峠付近に

露出している。 ここでは断層面は中角度で西に傾斜する（竹下・伊勢，1994）。測

線の南方に位置する西山温泉北方の早川河床露頭では、断層面は西に 70 度程度傾

斜している（狩野，2002）。測線をはさんだ南北の露頭状況から、本測線付近で糸

魚川－静岡構造線は中～高角度で西に傾斜しているとみなされる。市之瀬断層は重

力異常の解析（隈元・池田，1993）や浅層反射法探査結果（井上ほか，2000）から
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西傾斜の逆断層と推定されている。市之瀬断層の北に連続する下円井断層は、低角

西傾斜の断層露頭を伴うことが従来から知られていた（大塚，1941；平川ほか，

1989；小山，1989；狩野ほか，2004）。 

狭義の糸魚川－静岡構造線の西側に分布する四万十帯の地層は、奈良田ユニット

（山田ほか，1983）と呼称され、古第三紀後記～前期中新世前期の瀬戸川層群に区

分される（Kano & Matsushima, 1988）。この地層は泥質岩を主体とし、強くスレ

ート化ないしは千枚岩化している。瀬戸川層群は笹山断層を境界として、後期白亜

紀の転附峠ユニット（犬居層群）と接する。この地層は主として泥質岩中に砂岩岩

塊を含むメランジュからなり、瀬戸川層群と同様に強くスレート化ないしは千枚岩

化している。狭義の糸魚川－静岡構造線と下円井－市之瀬断層との間に分布する地

層は、前期中新世の後期～中期中新世の巨摩層群である（小坂・角田, 1969）。巨

摩層群の下部（櫛形山亜層群；東側に分布）は主として安山岩－玄武岩質の溶岩と

火砕岩からなり、全層厚は 5000 m 以上である。上部（桃の木亜層群；西側に分布）

は泥岩・砂岩・礫岩からなり、全層厚は 1300 m 以上である。 

下円井－市之瀬断層は顕著な地形境界を成し、その東側には鮮新世～第四紀の堆

積層で充填された甲府盆地が広がる。温泉ボーリングの資料によれば、甲府盆地西

部において盆地堆積物の基盤をなすのは花崗岩類であり、これらは甲府市北部に広

く露出する甲府花崗岩体の一部と考えられる。甲府花崗岩体の年代は中新世中期

（10-13 Ma）である（柴田ほか，1984）。浅層発震測線東端部付近の温泉ボーリン

グ（図３；八田村野牛島・農業体験実習館）では、深度 865 m（標高約 －550 m）

で黒雲母花崗岩の基盤に達する（山梨県，2002）。盆地堆積物は下位から、鮮新世

の水ヶ森火山岩、石和礫岩、第四紀の礫層とその中に狭在する火砕流および岩屑流

堆積物からなる（海野，1988）。盆地堆積層は西に向かって厚くなり、山梨県（2002）

が実施した反射法地震探査の結果によれば市之瀬台地近傍で 大 2300～2400 m に

達する。 

反射法探査断面とその地質学的解釈 

反射法探査は全長約 40 km の測線上において実施した（表３，図３Ａ, 図３Ｂ）。

このうち、中央部の 10.5 km（RP-1～840 の間）は受振点を 12.5 m 間隔で配置し、

浅部構造を高分解能でイメージングする仕様とした。その他の区間での受振点間隔

は 50 m とし、合計 1447 の受振点でデータを取得した（Ikeda et al., 2009)。 
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表３ 平成 17（2005）年度甲府測線の探査仕様 

受振点／観測点 調査項目 

受振点（RP）番

号 

受振点間

隔 

震源 

4018-4053 50 m 

3001-3150 50 m 

１-840 12.5 m 

841-960 (4点

毎) 

50 m 

961-1210 50 m 

深 部 反 射 法

探査 

5001-5121 50 m 

大型バイブレータ標準４台 

(標準 200m 間隔) 

屈折法・広角

反射法探査 

同上 ダイナマイト発震(測線の両端)お

よび大型バイブレータ４台(測線

の中央部) 

浅 部 高 分 解

能 反 射 法 探

査 

1-960 12.5 m 大型バイブレータ標準２台 

VP.68-482，VP582-914(25m 間隔)

VP.483-580（12.5m 間隔） 

重力探査 10001-10005 

1-1081 

50-400 m  

 

図４Ａおよび図４Ｂに、通常の CMP 重合法とマイグレーション処理を施した時間

断面を示す。図４Ｃには、深度変換を施した反射法探査断面の地質学的解釈を示す。

RP-510 付近から RP-960 までの間には、ほぼ水平な平行した反射面が深度 700 m ぐ

らいまで多数存在する（図４Ａ，図４Ｂ）。この層は、甲府盆地を充塡する鮮新世～

第四紀の成層した盆地堆積層と判断される。平行した密な反射面群は、市之瀬断層

より西側の RP-400、深度 1000 m 付近まで追跡できる。盆地堆積層の基底からは低

周波成分の卓越した強い反射波が返っており、基盤との不整合面を示すものと考え

られる。RP-509 付近には、明瞭な重力異常の急変点が存在し（図８；後述）、ここ

を境に東側に高密度の、西側に低密度の地層が接していることを示している。タイ

ムターム法による表層速度解析結果においてもこの付近で顕著な速度不連続が認め

られるので、測線上における市之瀬断層の位置は RP-509 であると判断される。こ

こから西に傾き下る反射面が RP-1 の深度 1.3 km 付近まで認められ、これが市之瀬

断層の深部延長であると考えられる。市之瀬断層のこの部分での傾斜は約 15 度で

ある。更に深部への延長はあまり明瞭ではないが、やや傾斜を減じて測線西端の深

度 2.3 km 付近まで追跡できる。 

市之瀬断層の西側の櫛形山亜層群は、連続性のあまり良好でない複雑な反射面を

示すが、上部はほぼ水平ないし緩い向斜構造を成すように見える。深部では東傾斜

の強い反射面が認められる（図４Ａ）。櫛形山亜層群内部のこれらの構造は、市之瀬

断層によって連続を断たれているように見える。櫛形山亜層群は櫛形山断層を境に

西側の桃の木亜層群と接している。櫛形山断層は地表では高角・西傾斜である。深

部反射法探査断面では、櫛形山断層の西側に高角西傾斜の平行する反射面が認めら

れ、東側の櫛形山亜層群の構造と不連続をなしているので、この不連続面を同断層
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の深部延長と判断した。糸魚川－静岡構造線は、地表では 50～70 度で西に傾斜し

ている。反射法探査断面中でこの断層を明瞭に追跡することは困難であるが、図４

Ａにおいては反射面のテクスチャーが不連続になる所を断層面であると判断した。 

速度構造解析および密度構造解析による検証 

反射法探査断面の解釈を検証することを目的として、屈折波初動走時を用いたト

モグラフィー解析と重力異常データを用いた密度構造解析を行った。屈折波トモグ

ラフィー解析の結果、下円井－市之瀬断層の東側に低速度層（＜４ km/sec）が存

在することが分かった（図５）。この低速度層は西に向かって厚くなる楔形をなす。

また、その下位にある高速度層（＞５ km/sec）との境界面の深さは、前述の温泉

ボーリング位置（距離 19 km 付近；図３参照）における基盤深度 865 m とほぼ一致

する。したがって、この楔形低速度層は甲府盆地を埋積する鮮新世～第四紀の盆地

堆積層であり、その下位の高速度層は基盤の花崗岩類（および四万十層群）である

と判断される。屈折波トモグラフィーから得られた基盤上面の形態（図５Ａ）は、

反射法探査断面から推定した基盤形状と良く一致する（図４Ａ～４Ｃ）。ただし、反

射法探査断面からは盆地堆積層が低角西傾斜の市之瀬断層に沿って下盤側に潜り込

んでいると推定されるが、水平成層構造を初期モデルとして与えた屈折波トモグラ

フィー解析では、そのような逆転する速度構造は得られない（図５Ａ）。しかし、反

射法断面の解釈によって推定した地下構造を初期モデルとして逐次近似計算を行っ

た結果、低角逆断層による密度逆転構造が矛盾なく再現された（図５Ｂ）。 

低角西傾斜の市之瀬断層下盤側に盆地堆積物（＝低密度層）が存在することは、

重力異常のパターンからも支持される（図６）。探査測線上で取得した重力異常測定

データから沈みこむスラブやモホ面の起伏等に起因する長波長のトレンドを差し引

いた残差ブーゲ異常（図６上）が、反射法探査断面の解釈と整合するか否かを検討

した。密度構造は、基本的に盆地堆積物と先第四紀基盤岩類からなる２層構造を仮

定し、両者の境界の形状は反射法探査断面の解釈結果に基づいて与えた。本測線は

御勅使川扇頂部から盆地底を横切るため、この部分における表層堆積物の粒度変化

に起因する密度変化を再現するために、 表層に更に１層を与えた。 表層の形状

と各層の密度のみを未知パラメータとしてインバージョン計算を行って密度構造を

決定した（図６下）。重力異常の計算値は、断層上盤側の一部を除き、観測値と良い

一致を示す。上盤側での不一致は盆地堆積層の厚密による可能性が高い。 

下円井－市之瀬断層のすべり速度 

今回の調査によって明らかになった市之瀬断層の位置は、当初の予想（RP-560

付近）とは異なり、かなり西側（RP-509 付近）に位置していた。測線の北と南では

断層線の位置は RP-509 より 1.35±0.10 km 東に位置する（図４，図７）。これは、

市之瀬断層上盤の先端部約 1.3 km 幅の部分がほぼ水平な nappe を成して盆地堆積

層の上を覆っていたとすれば説明可能である（図７）。この nappe は、測線付近で

は御勅使川の浸食によって失われたと考えられる。御勅使川右岸の築山には、現河
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床からの比高約 100 m の河成段丘がある；段丘礫層中には御岳火山 Pm-I 火山灰を

含むので（澤，1981；隈元・池田，1993）、離水年代は 50-60 ka と推定される。

築山段丘は東に向かって著しく撓曲している（図７，図８）。これは 50-60 ka に御

勅使川の浸食によって形成された河床面が断層変位を受ける過程で生じた 

fault-bend fold であると解釈される（図９）。築山段丘前面の断層線の位置は、

現河床面における断層線の位置（RP-509 付近）より 500±50 m 前進しているから、

この距離が過去 50-60 kyr に生じた市之瀬断層のすべり量であると見なすことがで

きる（図９Ｄ）。この解釈に基づいて計算した過去 50-60 kyr の間における市之瀬

断層のすべり速度は 7.5-11 mm/yr 程度となる（Ikeda et al., 2009）。また、断

層フロントの前進量（500±50 m）と築山段丘の隆起量（約 100 m）から計算した

地表付近での断層の傾斜角は約 12 度となり、反射法探査断面から求めた傾斜角（約

15 度）とおおよそ一致している。 

 

2）平成 18（2006）年度諏訪湖周辺高分解能探査測線 

調査の目的と探査仕様 

諏訪湖付近に存在すると予想される破壊セグメント境界構造を解明するために、

平成 18（2006）～19（2007）年度の２ヵ年にわたって調査を行った。平成 18（2006）

年度は諏訪湖周辺の浅層構造を明らかにすることを目的として、４測線で高分解能

の反射法地震探査と重力探査を実施した（表４，図 10）。以下に各測線の探査結果

とその地質学的解釈の概要を述べる。 

表４ 平成 18（2006）年度諏訪湖周辺高分解能探査の仕様 

受振点 ライン

名 

調査項目 

RP. NO. 受振点間

隔 

震源 

Line 1 

塩尻 

浅部高分解能反射法

探査 

1-511 

 

10m 

 

大型バイブレータ１台 

小型インパクタ１台 

(標準10m間隔) 

Line 2 

岡谷 

浅部高分解能反射法

探査 

1-270 10m 

 

大型バイブレータ１台 

(標準10m間隔) 

Line 3 

下諏訪 

浅部高分解能反射法

探査 

1-312 10m 

 

大型バイブレータ１台 

小型バイブレータ１台 

小型インパクタ１台 

(標準10m間隔) 

Line 4 

茅野 

浅部高分解能反射法

探査 

1-320 10m 

 

大型バイブレータ１台 

小型バイブレータ１台 

(標準10m間隔) 
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塩尻測線（Line 1） 

松本盆地東縁断層は、盆地東縁を画する顕著な地形境界であるとともに、重力異

常の急変帯とも一致し、これを境に東側が高重力異常、西側が低重力異常を示す（図

11）。塩尻地区では、松本盆地東縁断層の南延長部が鉢伏山から高ボッチ山へと続

く尾根の直下に位置する（池田ほか，1997）。その西側には段丘化し開析された急

勾配の扇状地群が広がり、この地域が（松本盆地の中では特異的に）隆起している

ことを示している。本測線の東端は、この松本盆地東縁断層の南延長にほぼ一致す

る（図 11）。 

測線西部の TWT 0.5 秒付近から東に緩く傾斜する強い反射面が認められる（図

11）。この境界面の上位、RP-100 から東側には背斜状に変形した岩体が認められ、

全体として東傾斜の衝上断層群によって二つのスラストシートがスタックした構造

を成していると解釈される。これらのスラストシートは、顕著な成層構造を示す堆

積層（第四紀～鮮新世？の盆地堆積物）で覆われている。盆地堆積物には大きな変

形は認められないが、地表の隆起傾向から判断して、これらのスラストシートは未

だアクティブであると考えられる。 

ブーゲ異常は測線東端部で急激に増加するので、松本盆地東縁断層の南延長は低

密度の盆地堆積物を大きく変位させている可能性が高く、従ってこれら一連の東傾

斜の断層の中で も活動的であると推定される。以上の解釈が正しければ、松本地

域の糸魚川－静岡構造線と基本的に同じ構造がこの地域まで連続していることにな

る。 

岡谷測線（Line 2） 

諏訪湖西岸を境する岡谷断層群は、岡谷周辺で完新世の扇状地面を変位させてい

る。それより南方では直線的な地形境界は存在するものの明瞭な変位地形は発達し

ない。岡谷測線において、RP-80 付近より西では、東に緩く傾斜する反射面群が認

められ、塩嶺累層およびその下位の守屋層と推定される（図 12）。この反射面群は、

RP-70～80 付近で東に撓曲し、それを成層構造が発達する盆地堆積物が覆っている

（図 12）。この盆地堆積物は、撓曲崖の近くで厚さが急変するので、この撓曲の成

長と同時に堆積したと考えられる。ブーゲ異常のパターンはこの解釈と調和的であ

る（図 12）。 

下諏訪測線（Line 3） 

諏訪湖東岸（特にその北部）に沿って、明瞭な低断層崖が存在する。下諏訪測線

は、諏訪大社春宮北側の低断層崖を横切って南北方向に設定した。連続性の良い地

表断層は RP-150 付近に位置し、この地表断層に並走するもう一条の断層の延長が 

RP-130 付近を横切る（図 13）。断層の北側には先第三紀の基盤岩類が露出してお

り、それらを覆う新第三紀～第四紀層（火山岩類を含む）は比較的薄い。 

反射法断面においては、地表断層の南側にほぼ水平に成層した地層（盆地堆積物）
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が認められ、その厚さは少なくとも 500 m ある（図 13）。地表断層の北側には、北

に傾斜すると見られる連続性の悪い反射面群が認められ、これは先第三紀の基盤岩

類であると考えられる。盆地堆積物と基盤岩類との境界は南傾斜であり、深部ほど

低角になる。盆地堆積層の厚さは上位から下位まで比較的均一で目立った growth 

structure は認められないが、中・下部層には断層付近で rollover が認められ

る（図 13）。ブーゲ異常は地表断層から西で急激に減少し、上記の解釈と整合的で

ある。 

茅野測線（Line 4） 

 諏訪盆地の南では、断層の地表トレースは極めて直線的であり、またそれを境に

両側で顕著な高度差が無くなる。茅野市坂室では極めて明瞭な左ずれ変位地形が存

在し、両側の地形面の対比から、ここではほぼ純粋な左ずれ（傾斜ずれ成分なし）

が生じていることが分かる（東郷，1987）。 

反射法断面では、地表から深度 200 m 位までに比較的良く成層した低速度の地層

が存在し、これは第四紀の盆地堆積物（八ヶ岳起源の火山麓扇状地堆積物を含む）

と考えられる（図 14 に点線で示す）。測線西端部では、盆地堆積層の基底面が東に

向かって緩やかに傾き下っており、有意な食い違いが認められない。従って、諏訪

盆地西縁の地形境界に沿う断層はここでは存在しない。地表断層は RP-170 付近に

位置するが、ここから西に傾斜する強い反射面が深度約 300 m 位まで追跡できる（図

14）。この反射面は断層面と推定され、その傾斜は測線が断層線と低角で斜行して

いることを考慮すると約 40 度である（地表付近ではもっと高角）。 

探査結果のまとめ 

塩尻測線（Line 1）の結果は、北セグメントを特徴づける東傾斜の構造が塩嶺峠

付近まで連続していることを明らかにした。諏訪盆地は両側を断層で限られた地溝

上の凹地であるが、諏訪湖西縁断層を横切る岡谷測線（Line 2）および茅野測線

（Line 4）西部の断面は、諏訪湖西縁断層が大局的には東落ちの大きな撓曲構造の

一部であることを示唆している。一方、諏訪湖東縁断層を横切る反射法断面（Line 

3 下諏訪測線）とその延長で左ずれの卓越する茅野断層を横切る反射法断面（Line 

4 茅野測線東部）は、東縁断層が西傾斜のリストリック断層であることを示してい

る。東縁断層は諏訪盆地の北部と南部ですべりのセンスが顕著に異なるにもかかわ

らず、北から南まで構造的には共通で一連の断層を成し、したがってこれが糸魚川

－静岡構造線断層帯の主断層であると考えられる。 

3）平成 19（2007）年度辰野－諏訪測線 

調査の目的と探査仕様 

諏訪湖付近に存在すると予想される破壊セグメント境界構造を解明するために、

平成 18（2006）～19（2007）年度の２か年にわたって調査を行った。諏訪湖周辺

の浅層構造を明らかにすることを目的として平成 18（2006）年度に ４測線で実施
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した高分解能の反射法地震探査と重力探査の結果を踏まえて、平成 19（2007）年度

はより深部の構造を明らかにすることを目的とする調査を行った。 

反射法探査は、辰野から諏訪湖を横切り霧ヶ峰山麓に至る約 21 km の測線上で実

施した（図 10，図 15）。このうち東側 16.5 km 長の測線上では、25 m 間隔（断層

近傍と諏訪湖底では 12.5 m 間隔）に配置した受振器をケーブルで接続しオンライ

ンで観測した。諏訪湖を横切る部分では、ケーブルで接続したハイドロフォンを湖

底に敷設した。西側 4.1 km 長の測線上では、屈折・広角反射法探査データ取得を

目的として、独立型レコーダーに接続した受振器を 50～600 m 間隔に配置し、オフ

ラインで観測した。発震は、陸上部においては主として大型バイブレータ４台のア

レイを用いた。断層近傍の高分解能区間では中型バイブレータを用いて、高密度の

発震点を確保した。諏訪湖湖上では、エアガン２台のアレイによる発震を行った。

また、屈折法解析のためのデータを取得する目的で、測線両端の２点においてダイ

ナマイト発震を行い、さらに湖上の３点において台船に固定したエアガンによる多

重発振を行った（図 15）。 

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（図 15）。なお、

諏訪湖北岸のうち、今回測定した区間の西側延長部は、平成 18(2006）年度の調査

（Line 2 岡谷測線）において既に測定済みである。 

反射法・屈折法再処理結果とその地質学的解釈 

諏訪湖およびその西側での発震記録には、諏訪湖東縁付近に顕著な構造境界があ

ることを示す反射波が認められた。また、この反射イベントの上方延長では、屈折

波初動走時曲線に顕著な変曲点があり、ここより東側で見かけ速度が不連続に大き

くなる。この反射面は、通常の CDP 重合法でも顕著に認められる。平成 18（2006）

年度に諏訪湖東縁断層を横切る測線上で実施した浅層反射法地震探査（図 13、平成

18（2006）年度 Line 3 下諏訪測線）においては、西傾斜の断層面が認められ、

これを境に東側の高速度層（三波川帯の基盤岩類）が西側の成層した極めて低速度

の湖盆堆積物と接していることが明らかになり、この断層が糸魚川－静岡構造線活

断層帯の主断層であると予想された。しかし、本地域の地下構造は高角の断層と速

度コントラストが極めて大きい地層からなるため、通常の共通重合点処理法と重合

後マイグレーション処理では、良好な断面図を得ることが困難であった。そこで、

平成 21（2009）年度には、本測線のデータに屈折波トモグラフィーによる速度構造

解析や CRS 重合法等の高度処理を施すことによって、より精度の高い地質構造断面

を得ることができた（図 16A～16C、図 17）。以下のその再解析の結果とそれに基づ

く地質学的解釈を述べる。 

発震記録（shot gather）上で顕著に認められた諏訪湖東岸の構造境界は、CRS

重合断面とそのマイグレーション断面上では、地表断層付近から約 40 度西傾斜で
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海抜深度４～５ km 付近まで追跡できる（図 16A～16C の矢印 a-b）。この境界は、

海抜深度２ km 以深では東傾斜の反射イベントに富む reflective な岩体と、その

西側に接する反射に乏しく東傾斜のイベントが優勢な岩体との境界を成す。海抜深

度２km 以浅では、西側に存在する低周波の反射イベントに富む水平ないし緩く東に

傾斜する成層した地層（塩嶺累層とその上位の第四紀盆地堆積物と推定される）と、

その東側にある高周波・西傾斜の反射イベントに富む岩体との境界を成す。この境

界は、速度構造の急変帯と極めて良く一致する（図 17C）；屈折波トモグラフィーに

よる速度構造と反射法断面を比較して判断すれば、諏訪湖を埋積する塩嶺累層の基

底は海抜深度約１km にあり、諏訪湖東岸断層によって 1.7～1.8 km の垂直変位を

被っている（図 17D）。 

主断層（諏訪湖東岸断層）の上盤側（西側）には、東傾斜の平行する多数の反射

面が海抜深度４～５ km 付近まで認められる（図 16A～16C）。速度解析の結果では、

この部分のＰ波速度は 4.0 km／sec 以上あるので、領家帯の変成岩類であると推定

される。一方、主断層東側の岩体は、反射法記録上でこれとは異なるテクスチャー

を示し、地表地質から判断して三波川変成岩類と推定される（図 17D）。 

諏訪湖より西側に分布する塩嶺累層は、反射法断面と屈折波トモグラフィーによ

る速度構造から判断して 200～500 m の厚さで領家変成岩類を覆っており、諏訪湖

西岸で東に撓み下がっており、ここには顕著な落差を有する第四紀断層は存在しな

いらしい（図 16，図 17D）。これは平成 18（2006）年度に実施した浅層反射法地震

探査（Line 2 岡谷測線；図 12）の結果と調和的であり、したがって諏訪盆地西縁

断層は主断層上盤側に生じた二次的な断層であると考えられる。 

ただし、屈折波トモグラフィーの結果では、諏訪湖西岸の地下の基盤岩中に異常

な速度構造が認められた（図 17C）；ここでは、Ｐ波速度４km/sec 前後の比較的低

速度の基盤岩体が、西傾斜の断層に沿って、高速度の基盤岩中にくさび状に入り込

んでいるように見える（図 17C，図 17D；CDP-1000 付近）。このくさび形岩体は塩

嶺累層より有意に高速である。 

探査結果のまとめ 

諏訪湖東縁には、約 40 度西傾斜の断層（見かけは正断層）が存在し、これを境

に東側の高速度層（三波川変成岩類）が、西側の低速度層（塩嶺累層とその上位の

盆地堆積物）およびその下位の領家変成岩類と接している。この断層面は、海抜深

度４～５km まで追跡でき、糸魚川－静岡構造線活断層帯の主断層であると考えられ

る。諏訪湖底には厚さ 1.7～1.8 km の第四紀層（塩嶺累層を含む）が存在し、その

西縁部が東に向かって撓み下がるような変形を受けている。地表でマッピングされ

ている諏訪湖西縁断層は、主断層上盤側の変形に伴う二次的な断層と解釈される。 

 

4）平成 20（2008）年度鰍沢測線および身延－早川測線 
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調査の目的と探査仕様 

従来の活断層マップでは、糸魚川－静岡構造線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２）、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）平成 17（2005）年度の探査（御勅使川測線）の結果、下円井

－市之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., 2009）、この断層は従来の活

断層マップによれば御勅使川の南 10km 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 10km の間で０になる

とは考え難く、市之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（特に西縁部）に沿って観測される負の重力異常は、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

越えて更に南まで、富士川に沿って延々と連続する（図２）。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 18）。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－市之

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。 

平成 20（2008）年度は、糸魚川－静岡構造線活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。鰍沢測線（Line 1）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(図 18，図 19A)。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（表１，表２）。身延－早川測線（Line 2）は、早川に沿う全長 17.8 

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

層構造を横切る(図 18，図 19B)。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（表１，表２）。 

調査地域の地質構造の概要 

本調査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。 

瀬戸川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

砂岩を挟在する。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。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す

る。堆積年代は古第三紀始新世から前期中新世頃、付加体形成年代は前期中新世の
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後期頃と考えられる（以上の記述は、狩野，1993；杉山，1995、による）。（狭義の）

糸魚川－静岡構造線は、瀬戸川層群とその東側に分布する櫛形山層群とを境する。

北北西－南南東の走向をもち、西に 45～70 度傾斜する（小山，1984）。本断層が第

四紀後期に活動したとする証拠は得られていない。 

櫛形山層群は、安山岩質（場所により玄武岩質～石英安山岩質）の火山砕屑岩と

溶岩からなる。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

が（小山，1984; 田村ほか，1984; Martin and Amano, 1999）、全体として北東

－南西の走向で、北西に中角度で傾斜する。堆積年代は前期中新世の後期から中期

中新世の前期である（Akimoto et al., 2002）。曙逆断層は、櫛形山層群から成る

巨摩山地と、東側の曙礫岩層が分布する小起伏な丘陵とを境する断層で、顕著な地

形境界を作っている。露頭における断層の傾斜は 60 度前後であり、断層面の両側

に幅数 m の脆性破砕帯を伴っている（大塚, 1938,1955；小山，1984；狩野ほか，

1985；久保田ほか，1989）。この断層が第四紀後期に活動しているか否かは不明で

ある。しかし、曙礫岩層（後期鮮新世）が作る短半波長の向斜構造（曙向斜）を斜

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。曙逆断層の南方延長についてはよく分かっていな

い（大塚，1987; 秋山, 1957；松田，1961；小山, 1984；尾崎ほか，2002）。 

曙逆断層の東側には、層序的に上位の静川層群（富士川層群とも呼ばれる）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（秋山，1957；狩野ほか，

1985；天野，1986; Amano, 1991、など）。本地域南西部では、静川層群中に北北

西にプランジした軸を持つ半波長数 km の背斜が存在する（松田，1985: 尾崎ほか，

2002）。この背斜の約 2.5km 東方には、南南東にプランジした向斜（曙向斜）が存

在する。曙向斜の軸部に分布する曙礫岩層（静川層群の 上部）は、富士川谷では

上位の海成層で、円礫を主体とする厚さ数 km におよぶ礫岩層である。曙向斜の

東側では、静川層群がその下位の西八代層群にアバットしながら重なる。浮遊性有

孔虫化石に基づくと、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、やや若い（Akimoto et al., 2002）。 

鰍沢測線（Line 1）の探査結果とその地質学的解釈 

図 20 に鰍沢測線に沿う反射法地震探査重合時間断面とマイグレーション時間断

面を示す。図 21 には、重力異常、屈折波トモグラフィーによる速度構造、反射法

地震探査深度断面とそれらを総合した地質学的解釈を示す。また、図 22 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２km 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 19A；CDP 350 と 400 の間）を通過する。

測線の南方約１km と北方約 0.5 km（狩野ほか，1985、の f2 と f1 地点）で 60 度
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西北西に傾斜する断層面が確認されている。また平成 20（2008）年度に行った調査

では、f1 地点とほぼ同一の場所で、南北走向 35 度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 21 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、この断層を境に低密度の曙礫層が西側

の櫛形山層群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 21 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 500 m の範囲には曙礫岩層が分布する。大柳川南方で平

成 20（2008）年度～21（2009）年度に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 22）。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 21 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 21 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 21 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１km 以上の範囲にわたって負の重力異常があり

（図 21 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、鰍沢の南

方まで追跡することができた（図 22）。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。断層崖の比高は 20～30 m あり、東側

低下である（図 22）。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 21）。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向延長である可能性がある。糸魚川－静岡構造線断層
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帯と曽根丘陵断層帯とは本地域で収れんし、複雑な地下構造を形成している可能性

が高くなった。 

身延－早川測線（Line 2）の探査結果とその地質学的解釈 

図 23 には、身延－早川測線に沿う反射法地震探査重合時間断面とマイグレーシ

ョン時間断面を示す。図 24 には、重力異常、屈折波トモグラフィーによる速度構

造、反射法地震探査深度断面とそれらを総合した地質学的解釈を示す。 

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通る北北東－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。測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 transparent 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 23，図 24 中）。 

角瀬付近を通過する狭義の糸魚川－静岡構造線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

震探査断面上で糸魚川－静岡構造線は 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 reflective であり、瀬戸川層群が transparent であ

るのと対照的である（図 24 下）。両者の境界は深度２km 付近まで比較的明瞭に追跡

でき、したがって糸魚川-静岡構造線の傾斜は 50～60 度西傾斜である。また、屈折

波トモグラフィーによる速度解析の結果から、この西傾斜の面に沿って低速度領域

が存在するが分かった。 

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存

在する。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 24 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 reflective な地層が背斜構造を成し、そのコアには比較的

transparent な岩体がある。この岩体は比較的高速度であることから（図 24 中）

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

reflective な地層が現れ、深さ５ km 位まで追跡できる（図 24 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。したがって、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 24 下）。 

なお、本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
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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 度）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。 

探査結果のまとめ 

糸魚川－静岡構造線活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、糸魚川－静岡構造線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。 

 

5）パイロット重点データの高度処理結果：平成 14（2002）年度松本測線 

パイロット重点平成 14（2002）年度松本測線の探査仕様 

平成 14（2002）年度に松本市南部の２測線（図 25 の Line 1 と Line 2）で実施

した反射法地震探査データを、平成 21（2009）年度に再解析した。このうち主測線

（Line 1）について、既往の調査結果の概要と平成 21（2009）年度に実施した再

解析結果を以下に記述する。 

松本測線（Line 1）は、牛伏寺断層の北方延長と松本盆地東縁断層の南方延長部

を東西に横切る長さ約 13 km の測線であり、受振点は 25 m 間隔（断層帯近傍区間

では 12.5 m 間隔）とした（図 25）。地下深部をイメージングするために、大型バ

イブレータ３台を用いて発振を行った。ただし RP175～RP470 の区間では、人家が

密集し一部で道幅が狭いために、発振点間隔が 200 m 以上と疎らとなりスタック数

も５程度とした；このうち特に RP-247～413 の間では大型バイブレータによる発振

が全く行えなかった。また、この区間は市街地であるため極めてノイズが大きく、

良好なデータが取得できなかった。なお、測線上の３点（RP105、RP492 および RP661）

において、屈折法処理を行うことを目的としてスタック数 30～100 回の多重発振を

行った（表１）。断層帯近傍区間（RP-181～461；受振点間隔 12.5 m）では、小型

バイブレータ１台を用い、約 12.5 m 間隔で発震を行った。  

既往調査結果の概要 

Ikeda et al. (2004) は、パイロット重点平成 14（2002）年度の地震探査デー

タに通常の CMP 重合法による処理を施し、それに基づいてこの地域の地下構造を推
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定した（図 26）。測線の西部 RP-100～300（水平距離 1.4～5.0 km）の間では、水

平ないし緩く東に傾斜する反射面の密に発達する層準が、地表から海抜深度 0.8～

1.4 km 程度まで認められる（図 26 下）。この層は、松本盆地を充填する鮮新世～

第四紀の盆地堆積物と考えられる。盆地堆積物の下位に存在する極めて強い反射面

は、先第三紀の基盤岩類との不整合面と考えられる。不整合面はかなり急傾斜で東

に向かって深くなるが、RP-200（距離 3.7 km）付近から東で急に不明瞭となる。

これは、この区間で大型バイブロサイスによる発震が十分行えず震源のエネルギー

が不足していること、同区間でノイズが大きかったこと、および RP-460～520（距

離 7.0～8.5 km）付近にある（と推定される）破砕帯により信号が減衰したこと、

等に起因すると考えられる。 

RP-320（距離 5.2 km）付近より東では、それより西側と比べて反射面のパター

ンが顕著に異なり、表層部（深度１km ぐらいまで）の速度もかなり速くなり、地表

近くまで中新世の岩石が分布すると考えられる。反射面のパターンから判断して、

RP-580（距離 10.0 km）付近を軸とする緩い向斜があるらしい。RP460～RP520（距

離 7.0～8.5 km）の間には幅広い破砕帯が存在する可能性がある。 

鮮新世～第四紀の盆地堆積物とその東の中新世の岩石との境界は、地表近くでは

RP-330（距離 5.4 km）付近にあり、比較的高角で東に傾斜するように見える（図

26 下）。この境界は松本盆地東縁断層の南延長に当たると考えられる。この境界は、

さらに深部では反射面として追跡でき、RP-700（距離 13.0 km）、深度約 3.5 km

付近にある強い反射面に連続すると考えられる。この反射面では反射波の位相が逆

転している可能性が高い。これは、断層上盤側の中新統がより密度の小さい堆積層

（鮮新統～第四系？）の上に衝上しているためであると考えられる。一方、牛伏寺

断層の存在は、この反射断面からは分からないが、松本盆地東縁断層の上盤側に位

置することから、地表下２～３km の深さで両者は収斂すると考えられる。 

地震探査断面の解釈を検証するために、密度構造解析を行った（図 26 上および

中）。密度構造モデルは単純な２層構造を仮定し、各層の境界は反射法探査データが

ある部分ではその解釈結果に基づいて固定した。拘束データがない部分での密度境

界の形状（断層上盤側表層部の未固結堆積層）と２層の密度差をインバージョンに

より求めた。測線の西端から RP-200（距離 3.7 km）までの間では、ブーゲ異常が

東に向かって緩やかに減少する。反射法探査の記録から、松本盆地を充填する（低

密度の）鮮新－更新世堆積物とその下位の（高密度の）先第三紀基盤岩類との境界

面（不整合面）が東に傾斜していると判断されるが、重力異常パターンはこれと調

和的である。測線東端部付近の重力値と比べて RP-200 付近では約 30 mgal の負異

常があるが、この値は鮮新－更新世堆積物と基盤岩類（断層上盤側の中期中新統お

よび貫入岩類を含む）との密度差を 0.33 g/cm3 程度とするとほぼ鮮新－更新世堆

積物の効果だけで説明可能である。RP-200（距離 3.7 km）より東では、重力異常

が緩やかに立ち上がっている。断層上盤側に露出する岩石は、比較的固結度の高い

中新世中期の堆積岩とそれを貫く貫入岩類からなり、それらの密度は鮮新－更新世



 27

の盆地堆積物よりかなり大きく、むしろ基盤岩類に近いと推定される。RP-200 より

東側における重力異常の緩やかな立ち上がりは、断層に沿って低密度の盆地堆積物

がかなり深部まで潜り込んでいることを示唆している（図 26）。 

平成 14（2002）年度松本測線（Line 1）の再解析結果とその地質学的解釈 

平成 21（2009）年度には、本測線のデータに屈折波トモグラフィーによる速度構

造解析や CRS 重合法等の高度処理を施すことによって、より精度の高い地質構造断

面を得ることができた（図 27，図 28）。CRS 重合法は特に有効であり、測線中央部

において発震エネルギーの不足とノイズにより深部構造のイメージングが困難であ

った点を、かなり克服する事ができた。以下のその再解析の結果とそれに基づく地

質学的解釈を述べる。 

通常の CMP 重合法では、盆地堆積物基底の不整合面に対応する極めて強い反射面

が深部まで追跡できなかった（図 26）。CRS 重合断面では、この反射面（図 27 の矢

印 a）は断層帯を越えて更に東まで追跡することができ、測線西端の往復走時 2.8

秒付近の反射面に連続する様に見える（図 27 の矢印 b-b’）。 

この不整合面の上位には、もう一枚の比較的強い反射面（図 27 の矢印 c’）が存

在する。これは従来の CMP 重合断面でも明瞭に認められ、これが糸魚川－静岡構造

線断層帯の深部延長であると推定していた（図 26；Ikeda et al., 2004）。CRS 重

合断面では、この反射面を西方まで追跡することができるようになった（図 27 の

矢印 c-c’）。更に西方では松本盆地東縁断層へと連続する様に見える。マイグレー

ション処理を施した断面上（図 27 下）で見ると、この反射面を境に上盤側と下盤

側のテクスチャーが顕著に異なる。 

CRS 重合断面上でも依然として牛伏寺断層はイメージングできない。しかし、上

述の不整合面と東傾斜の松本盆地東縁断層の連続性から見て、牛伏寺断層は松本盆

地東縁断層に浅部で収斂すると考えられる（図 28）。これは Ikeda et al. (2004) 

の解釈（図 26）と基本的に変わらない。松本測線の調査によって得られた地下構造

は、糸魚川－静岡構造線断層帯の北部が中新世のリフトを起源とするという考えに

調和的である（図 29）。 

6）パイロット重点データの高度処理結果：平成 15（2003）年度富士見測線 

パイロット重点平成 15（2003）年度富士見測線の探査仕様 

平成 15（2003）年度に富士見で実施した反射法地震探査データを、平成 21（2009）

年度に再解析した。既往の調査結果の概要と平成 21（2009）年度に実施した再解析

結果を以下に記述する。深部反射法探査測線は、八ヶ岳山麓斜面末端に位置する長

野県富士見町乙時付近より南西方向に糸魚川静岡構造線を横切り、釜無川上流部の

谷に沿って入小沢出会い付近に至る延長 13 km の測線上で実施した（図 30）。同

測線のうち断層帯近傍の区間（RP-441～RP-700）では浅層部をターゲットとした浅

層高分解能反射法探査をあわせて実施した。地下深部をイメージングするために、
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測線長を長く設定し受振機は固定展開とした。発震は大型バイブレータ３台を用い

て行った（表１）。 発震作業は夜間に行ったため、特に釜無川沿いの区間で極めて

ノイズの少ない良好なデータが得られた。このことは CRS 重合法や屈折波トモグラ

フィー解析をする上で有利な条件である。なお、測線端２点と測線中央部１点

（RP-95、RP-373 および RP-781）において多重発震を行い、屈折法処理のための

データを取得した。 

既往調査結果の概要 

富士見地区において、糸魚川－静岡構造線断層帯は、大別して２列の平行する断

層からなる（図 30）。南西側の列は、若宮断層・大沢断層等からなり、南西側低下

で大きな左ずれ成分を有する。地表変形や極浅層反射法地震探査の結果に基づき、

断層面は高角東傾斜であると推定されている（松多ほか，2000；Matsuta, 2002）。

北東側の列は、青柳断層やその南に続く下蔦木断層からなり、南西側隆起の断層で

ある。本測線付近から南では左ずれ成分を有する証拠がある。断層面の傾斜方向・

角度はよく分かっていないが、重力異常の解析等に基づき南西へ低角で傾いている

と推定されていた（Kumamoto et al., 1994）。本地域南方の釜無川河床における

露頭（白州町国界橋下流）では、下蔦木断層はほぼ水平である。 

図 31 には、通常の CMP 重合法によって処理したマイグレーション深度断面と、

その地質学的解釈を示す（池田ほか，2004）。測線北東端における屈折発振の記録

から、測線東部（RP-650 付近より北東）では表層から 500～600 m までの深度に Ｐ 

波速度 2.4 km/sec 前後の低速度の層があることが明瞭に読み取れる。この低速度

層は、反射記録においては RP-600 付近より北東側にほぼ水平に成層した多数の反

射面として認められ、その厚さは 600～1000 m 程度である。地表地質から判断し

てこれは第四紀から鮮新世の堆積物と推定され、その上部は火山灰層や八ヶ岳起源

の火山麓扇状地砂礫層からなる。 

RP-520～640 海抜深度 0.8～1.4 km には、南西に傾斜する強い反射面が認められ

る。この反射面は、さらに深部へ向かって RP-360 海抜深度 2.1 km 付近まで追跡で

きる。上述の鮮新統－第四系の基底とこの強い反射面とで境される領域は、その内

部に途切れ途切れに分布する強い反射面が多数存在することが特徴である。反射面

のパターンが不連続となることから判断して、これより上位の鮮新世－第四紀層と

は不整合で接すると推定される。速度解析の結果によれば、この領域の区間速度は 

3.8～5.7 km/sec とかなり大きな値を示す。しかし、重力異常のパターンから、

ここには基盤岩より十分に密度の小さい層が存在することが要請される（図 31）。 

上記二つの岩体の西縁は西傾斜の比較的強い反射面で境される。この反射面は、

RP-520 海抜標高約０ km 付近から南西に向かって RP-240 海抜深度 3.5 km 付近ま

で追跡できる。この反射面の地表への延長は RP-640 付近となり、ほぼ青柳断層に

一致する。以上の証拠から判断して、この西傾斜の反射面は糸魚川－静岡構造線の

主断層面であり、その直接の地表延長は青柳断層であると考えられる（図 31 下）。
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若宮断層は、今回の反射記録から読み取ることができなかったが、糸魚川－静岡構

造線の主断層面の上盤側に生じた（横ずれを伴う） バックスラストであり、地表

下わずか数 100 m の深さで主断層面（青柳断層）と収斂すると予想される（図 31

下）。 

平成 15（2003）年度富士見測線の再解析結果とその地質学的解釈 

平成 21（2009）年度には、本測線のデータに屈折波トモグラフィーによる速度構

造解析や CRS 重合法等の高度処理を施すことによって、より精度の高い地質構造断

面を得ることができた（図 32，図 33）。CRS 重合法は特に有効であり、深部構造の

イメージングの質が飛躍的に改善された。以下のその再解析の結果とそれに基づく

地質学的解釈を述べる。 

従来の CMP 重合法による反射断面では、盆地堆積物基底の不整合面に対応する反

射面が連続的に追跡できていなかった（図 31）。CRS 重合断面では、強い反射面（図

32 の矢印 a-a’）が測線東端部の往復走時１秒（海抜深度約 0.7 km）に認められ

る。この反射面は緩く西に傾斜して西方へと連続し、青柳・若宮の両断層を越えて

更に 6.5 km 西方の往復走時 1.5 秒（海抜深度約 2.5～3 km）まで追跡することが

できた（図 32）。この反射面より上位の岩体は、低速度で低周波の反射に富むので、

未固結の盆地堆積物と判断される。盆地堆積物の厚さは測線東端部で 1.8 km あり、

その下部約１ km は 3.4～4.2 km/sec 程度の比較的速い速度を示すので火山噴出物

を多く含む可能性がある（図 33）。  

CRS 重合断面は未だ浅層部の解像度が十分ではないが、深部や基盤岩中の反射面

は極めて良好にイメージングできている。盆地堆積物の西縁には、断層帯（青柳断

層）の深部延長と推定される反射面が明瞭に認められる（図 32 の矢印 b-b’）。こ

の反射面の西側の岩体は、東に傾斜する高周波の反射イベントが卓越し比較的

transparent であり、低周波の反射に富む盆地堆積物と顕著なコントラストを成す

（図 32）。この反射面の上方への延長は明瞭ではないが、地表ではほぼ青柳断層の

位置まで秩父帯の基盤岩で覆われているので、地表地質から判断すれば青柳断層に

連続すると考えられる（図 32，図 33）。この反射面のやや上位には、テクスチャー

の不連続として認識される西傾斜の境界がある（図 32 の矢印 c）。これは青柳断層

上盤側の基盤岩中に発達する分岐断層かもしれない（図 33 下図の破線）。 

 

(d) 結論ならびに今後の課題 

糸魚川－静岡構造線断層帯は日本列島の内陸活断層の中で も活動度の高い活断層帯

のひとつである。本断層帯は諏訪湖付近を境に、北と南でその性状が大きく異なるため、

ここに顕著なセグメント境界が存在する可能性が高い。同断層帯の浅層から深部までの形

状を調査し、その地下構造の全体像を明らかにすることを目的として、反射法を基軸とし

た制御地震探査と重力探査とからなる調査研究を実施した（図２，表１，表２）。その結果、
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以下の知見が得られた。： 

1）塩尻より北では、本断層帯の主断層面は東傾斜である。地表地質・地形データか

ら判断して、この傾斜した断層面は中新世のリフティングに伴って生じた正断層を

起源とし、現在では同断層面上で逆断層すべりと左ずれが起こっていると考えられ

る。この構造は、松本以北における糸魚川－静岡構造線の構造と基本的に同じであ

る。 

2）一方、これより南では、浅層反射法探査により下諏訪で西傾斜の正断層が、茅野

では西傾斜の正断層（＋左ずれ）が認められ、これが糸魚川－静岡構造線の主断層

である可能性が高い。この結果は諏訪湖を横断する深部反射法探査の結果および屈

折法による解析結果とも調和的である。諏訪－富士見間では、同断層帯に沿って、

鮮新世以前に活動があった証拠は認められなかった。 

3）さらに南でも断層の傾斜は変わらない。しかし、すべりのセンスは変化し、左ず

れとともに逆断層すべりが南部ほど卓越してくる。白州より南では、狭義の糸魚川

構造線に沿う断層活動は減衰し、それに替わって甲府盆地西縁の下円井－市之瀬断

層が活動的となる。御勅使川－甲府盆地北部測線に沿う探査の結果では、下円井－

市之瀬断層は低角で西に傾斜しており、深部では狭義の糸魚川構造線に収れんする

ものと解釈される。両断層は中新世に付加した火山弧起源の物質（巨摩層群）を挟

んで全体として覆瓦構造を成しているので、下円井－市之瀬断層は中新世における

沈み込み帯の一部が再活動したものと考えられる。 

4）松本から富士見の間では、逆断層とその上盤側を併走する左ずれ断層とが存在し、

いわゆる「すべり分配」（slip partitioning）が顕著に認められる。本研究によ

る地下構造探査の結果、すべり分配は表層現象であることが分かった。地表で併走

する２列の断層は地下浅部（0.5～2 km）で収れんし、それより深部では、傾斜す

る断層面上で斜めすべりが生じていると解釈される。 

5）このことは、本断層帯が現在の広域応力場に完全には適合していないことを意味

し、したがって断層面の強度が小さい「良く成熟した」断層（Stirling et al., 1996; 

Wesnousky, 1988）であることを意味する。 
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図１ 東北日本弧と西南日本弧との会合部の地質構造と糸魚川－静岡構造線（ISTL）。地質  
構造は、Kano et al. (1990)、狩野ほか（2002）と山北・大藤（2002）による。本
断層帯は、その北部（諏訪湖以北）は中期中新世のリフトベースン形成に、白州付
近より南部は中期中新世の付加帯形成に関わる断層を起源とし、それらが鮮新世末
以降に再活動したものである。しかし、本断層帯のうち、諏訪－白州間のセグメン
ト（赤波線で示す）の起源は不明である。 
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図２ 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。本プロジェク 
トの測線(2005～2008 年度)と「パイロット的な重点的調査観測」の測線(2002、2003 
年度)とを黄色線で示す。2006 年度は４測線（Lines １～４）、2008 年度は２測線 
（Lines 1、2）で調査を実施した。 
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図 3A 2005 年度甲府測線の位置図（西半部）。基図は国土地理院 1:50,000 地形図。黒丸 
は温泉ボーリング位置（南アルプス市・農業体験実習館）。深度 865m で基盤の黒雲  
母花崗岩に到達する。 
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図 3B 2005 年度甲府測線の位置図（東半部）。基図は国土地理院 1：50,000 地形図。黒丸 

は温泉ボーリング位置（南アルプス市・農業体験実習館）。深度 865 m で基盤の黒
雲母花崗岩に到達する。 
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図 4A 2005 年度甲府測線（深部探査測線）のマイグレーション時間断面（下図）。上図は 
測線に沿う地形断面（黒線）とその近傍の地形断面（緑線）。矢印 a-b は、盆地堆   
積物基底からと解釈される強い反射面。矢印 c-d は、下円井－市之瀬断層と解釈 
される反射面。Ikeda et al.(2009) による。 
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図 4B 2005 年度甲府測線（浅部反射法区間）のマイグレーション時間断面（下図）。上図 

は測線に沿う地形断面（黒線）とその近傍の地形断面（緑線）。矢印 a-b は、盆地 
堆積物基底からと解釈される強い反射面。矢印 c-d は、下円井－市之瀬断層と解 
釈される反射面。Ikeda et al.(2009) による。 
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図 4C 2005 年度甲府測線（深部探査測線）のマイグレーション深度断面とその地質学的解 

釈（下図）。断面図の縦／横比は 2倍であることに注意。上図は測線に沿う地形断       
面（黒線）とその近傍の地形断面（緑線）。ボーリング孔の位置は図３に示す。Ikeda  
et al. (2009) による。 
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図５ 屈折波トモグラフィーによって求めた 2005 年度甲府測線（深部探査測線）に沿うＰ 

波速度構造。上図（A）は水平成層構造を初期モデルとして逐次近似計算を行った結  
果。下図（B）は、反射法断面の解釈によって推定した地下構造を初期モデルとして 
逐次近似計算を行った結果。Ikeda et al.(2009) による。 
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図６ （上図）2005 年度甲府測線（深部探査測線）とその延長に沿う広域的なブーゲ重力 
異常。白丸は本調査測線沿いの測定値（本研究）；黒丸は、延長測線近傍（±2 arc sec  
以内）の既存の測定値（Shichi and Yamamoto, 2001）。実線は、本調査地域の以上 
を除外して求めた長波長の重力異常トレンド。（中図）測線沿いのブーゲ重力異常の 
観測値（黒丸と白丸；上図で求めたトレンドを差し引いた残差）と下図の密度構造 
モデルに基づく計算値（実線）。（下図）密度構造モデル。盆地堆積層の形状は反射 
法探査断面の解釈に基づく（本文参照）。Ikeda et al.(2009) による。 
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図７ （上図）断層先端部の地形。基図は池田ほか（2002）による。反射法探査測線を青 
   実線で示す（数字は受振点番号）。御勅使川の右岸側、築山には、東へ撓曲変形した  

河成段丘（50～60 ka）がある。（下図）盆地側に向かって撓曲した築山段丘を北か 
ら望む（狩野謙一撮影）。赤矢印は測線位置。Ikeda et al. (2009) による。 
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図８ 2005 年度甲府測線に沿う下円井－市之瀬断層近傍のブーゲ異常（上図）と地形断面  
（下図）。重力異常の急変部の存在から、御勅使川沿いの測線上では RP-509 付近で  
断層面が地表に達していると推定される。この位置は、築山段丘の撓曲崖の位置や、 
測線の南方および北方での断層崖の位置より有意にずれている。Ikeda et al. (2009)  
による。 
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図９ 下円井－市之瀬断層上盤側、築山における fault-bend-fold の形成過程を示す模式 
図。（A）初期状態。（B）断層フロントの前進とナッペの形成。（C）御勅使川の下刻 
と築山段丘の形成。（D）断層フロントの前進と築山段丘の変形・隆起、およびそれ 
に伴う御勅使川の下刻の進行。Ikeda et al. (2009) による。 
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図 10 諏訪湖周辺の地質と反射法地震探査測線（2006-2007 年度）。地質図は中部地方土木 
地質図編纂委員会 (1992) による。活断層 (赤線) は池田ほか (2002) による。青 
実線、2006 年度浅層高分解能探査測線；黒実線、2007 年度辰野－諏訪測線。 
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図 11 2006 年度塩尻測線（Line 1）。上から下に、測線位置図、ブーゲ異常、マイグレー 

ション深度断面図、およびその地質学的解釈。 
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図 12 2006 年度岡谷測線（Line ２）。上から下に、測線位置図、ブーゲ異常、マイグレー 
ション深度断面図、およびその地質学的解釈。 
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図 13 下諏訪測線（Line 3）。上から下に、測線位置図、ブーゲ異常、マイグレーション深 
度断面図、およびその地質学的解釈。 
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図 14 2006 年度茅野測線（Line 4）。上から下に、測線位置図、ブーゲ異常、マイグレー     

ション深度断面図、およびその地質学的解釈。 
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図 15 2007 年度辰野－諏訪測線の位置図。青線、受振測線（青数字は受振点番号）；赤点、  

発振点；黒線、CDP 重合測線（黒数字は CDP 番号）。青丸（中空）は重力測定点。 



 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

図 16A 2007 年度辰野－諏訪測線の CRS 重合時間断面。 
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図 16B 2007 年度辰野－諏訪測線の CRS 重合後マイグレーション時間断面。 
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図 16C 2007 年度辰野－諏訪測線の CRS 重合後マイグレーション深度断面。 
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図 17 2007 年度辰野－諏訪測線（A）に沿う重力異常（B）、屈折波トモグラフィーによる 
速度構造（C）、および CRS 重合後マイグレーション時間断面とその地質学的解釈（D）。 
重力異常値：黒点、2007 年度測線上の観測値；青点、諏訪湖北岸沿い（2006 年度 
Line ２とその東方延長）の観測点を投影したもの。 
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図 18 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 19A 調査測線位置図：2008 年度鰍沢測線（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。 

 
図 19B 調査測線位置図：2008 年度身延－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 20 2008 年度鰍沢測線（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 21 2008 年度鰍沢測線（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 22  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 23 2008 年度身延－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 24 2008 年度身延－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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図 25 2002 年度パイロット重点・松本測線の位置図。赤点、受振点；青点、高密度探査受 
振点；緑点、重力測定点。数字は受振点番号。 
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図 26 2002 年度パイロット重点研究・松本測線（Line １）に関する調査結果のまとめ（Ikeda   
et al., 2004）。（上図）Bouguer 重力異常。黒丸、観測値；白丸、長波長のトレン 
ドを除去した残差重力異常；実線、中図の密度構造モデルによる計算値。（中図） 
密度構造モデル。松本盆地側の堆積楔の形状は、下図の反射法探査断面の解釈に基 
づく。上盤表層を覆う未固結堆積物の形状と堆積楔の密度を未知パラメーターとし 
てインバージョンにより求めた。（下図）通常の CMP 重合後マイグレーションと深 
度変換を施した断面とその地質学的解釈。 
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図 27 2002 年度松本測線（Line １）の CRS 重合時間断面（上図）とマイグレーション時  
間断面（下図）。
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図 28 2002 年度松本測線（Line １）に沿う屈折波トモグラフィーによる速度構造（上図） 

および CRS 重合後マイグレーション深度断面とその地質学的解釈（下図）。 
 
 



 68

 

 

図 29  松本盆地を横切る地質構造と糸魚川－静岡構造線断層帯の深部構造に関する一解釈 
（Ikeda et al., 2009）。 
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図 30 2003 年度パイロット重点・富士見測線の位置図。数字（RP）は受振点番号。 
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図 31 2003 年度パイロット重点研究・富士見測線に関する調査結果のまとめ。（上図）
Bouguer 重力異常。（下図）通常の CMP 重合後マイグレーションと深度変換を施した
断面とその地質学的解釈。 
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図 32 2003 年度富士見測線の CRS 重合時間断面（上図）とマイグレーション時間断面（下
図）。 



 72

 
図 33 （上図）2003 年度富士見測線に沿う速度構造。（下図）CRS 重合マイグレーション深  

度断面とその地質学的解釈。 




