屈曲率を用いた鹿島断層東部地域の活動性評価
門田寛一
1．はじめに

均変位速度を計測し，鹿島断層東部地域の活断
層の活動性を分析する。

鹿島断層は，島根半島周辺地域の代表的活断
層である(図 1)。鹿島断層は，これまで活断層研

2．対象地域

究会(1991)によって西部は確実度Ⅱの古浦東方
断層，東部は確実度Ⅰ～Ⅱの宍道断層と呼ばれ

鹿島断層の東部地域に位置する(図 1)坂本町

ていた活断層であるが，中田･後藤(1998)は，地

北部から中海に面する長海町沿岸部までを対象

質学的な宍道断層と区別するため，古浦東断層

地域として設定した(図 2)。

の西半部と宍道断層の東半部を一連の活断層と
3．調査方法

認定し新たに鹿島断層と命名した。本稿でも鹿
島断層を用いる。

本研究では主に空中写真を用いた地形判読
を行い，対象地域の地形分類図(図 1；図 3)を作

本断層においては佐藤･中田(2002)による詳
さ だ が わ

細な調査が行われている。その結果，佐蛇川付

成し，断層線を認定した。その際に，断層線に

近と中海付近における音波探査によって，

沿う横ずれ断層運動に起因すると思われる 21

25,000 年前以降に断層運動により地震を起こ

ケ所の河谷の右横ずれ変位を確認し(図 4；図 5)，

している可能性があること，鹿島断層は一括活

それぞれの河谷に便宜上の番号を付けた(図 3)。

動型の活断層である可能性が高く，東西に広く

そして，その河谷の屈曲量および断層線より上

雁行配列していることを指摘した。この指摘か

流側の長さを計測し，図表化した。

ら，本断層の西端を島根半島中部までと定めて

この計測方法は安藤(1972)が用いた，河谷の

いた中田ほか(2002) による 1:25000 都市圏活

屈曲量と上流の長さを算出する上で一般的な計

断層図は，西端を下宇部尾地域までに延長した

測方法である。ここでは松江市枕木町中央部に

図(図 1)に改訂された(中田ほか，2008)。この改

位置する鹿島断層に沿って変位した河谷(河谷

訂に対して中国電力株式会社(2008)は，日本海

番号 14)の一例を用いて記す(図 6)。

沿岸に位置し，鹿島断層にも近い島根原子力発

○屈曲量(D)の計測方法

電所を意識した耐震安全性という観点から，本

河谷 A'の上流は A であると認められる。その

断層の再調査を行っている。その結果，西端に

ため，河谷 A の現在の谷頭は a－b だが，変位

ついては活断層であることを明確に否定できな

を考慮すると河谷 A'の a2－b2 に連続すると思

ながみ

いとしつつも，東端(特に枕木山東方地点・長海

われる。河谷 A は断層の位置で右ずれに屈曲し

町地点)における地表地質踏査・ボーリング調査

ているが，変位を受ける前は，a－b は a1－b1

から，断層は認められない，または，最近の活

であったと推定される。すなわち，本来の a1－

動は認められないと結論付けた。

b1 は a2－b2 に続いていたのであり，右横ずれ変

本研究では，従来の研究で活発に議論されて

位を受けたとみなされる。屈曲量(D)は，{(a1

いる鹿島断層東部地域(特に坂本町から長海

~a2)＋(b1~b2)}×1/2 である。ただし，a1－b1 の

町)(図 2)において，現地で断層変位地形を確認

点を決める時は考えられる限り可能な場合を何

し，横ずれ断層の研究において，その断層形態

点か想定し，変位量はその最大値と最小値から

を知る手掛かりとなる谷の屈曲率を算出する。

算出した。

さらに，算出された屈曲率を用いて本断層の平
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(図 1 と同様，都市圏活断層図を一部加筆)

図 2．調査地域

図 1．鹿島断層全体図 枠内：調査地域 (中田ほか，2008，1:25000 都市圏活断層図｢松江｣第 2

図 3．地形分類図(河谷番号付き)

図 4．坂本町―上本庄町地区の活断層(リニアメントⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ)
1．活断層(確実度Ⅰ) 2．活断層(確実度Ⅱ) 3．変位河谷
基図(松江市作成 1/2500)の等高線間隔は 2m．
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図 5．上本庄町―上長海町地区の活断層(リニアメントⅤ・Ⅵ・Ⅶ)
1．活断層(確実度Ⅰ) 2．活断層(確実度Ⅱ) 3．変位河谷 4．調査地点
基図(松江市作成 1/2500)の等高線間隔は 2m．
○断層線より上流の長さ(L)の計測方法
河谷 A において，a2－b2 の中央部から谷頭部
(最上流地点)C までの長さを図る。この際 C 点
と a2－b2 点の高度の比高である h－h'を読み取
る。地形図上の距離は実際の地形を水平面に投
影したものであるから，
上流の長さ=

－

＋ － ′

となる。

○測定値の図化
上述のように得られた測定結果を対数グラ
フにあらわした。
4．調査
記載の便宜上，鹿島断層を坂本町―上本庄町
地区，
上本庄町―長海町地区の 2 地区に分けた。

図 6．計測方法の例図(鹿島断層 リニアメ
ントⅤにおける河谷〈河谷番号 14〉)
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4-1 現地で確認された断層変位地形

価に基づき，本地域の活断層の活動度を B~C

本地域で確認された明瞭な断層地形の写真を

級と推定した。

下に示す(Photo1)。都市圏活断層図や空中写真
からはこの河谷の存在は判明ではない(図 5)が，

5-2

これは本河谷が小規模なものであるためだと考

域における活動度について

えられる。この明瞭な右横ずれによる河谷の屈

屈曲率の観点から考える鹿島断層東部地

本調査によれば鹿島断層東部地域の活動度

曲は地図上からも明らかである(図 6)。

は B~C 級であり，これは活断層研究会の宍道
断層，古浦東断層に対する評価である｢C 級｣よ

4-2 屈曲した河谷の屈曲率と平均変位速度

りも大きく活動する可能性を示唆している。

横ずれ断層による河谷変位であるが，河谷の

しかしながら，本調査の屈曲率による鹿島断

屈曲量：D と断層から上流の長さ：L の関係に

層東部地域の活動評価には多くの課題が残る。

おいて，松田(1966)は跡津川断層において｢断層

安藤(1972)は松田(1966)の｢谷の累進的転移現

線より上流の長さが長いほど谷の屈曲量が大き

象が認められるならば，その断層は最近地質時

い｣という D と L が比例関係にある現象を指摘

代まで継続的に活発な水平変位を行い，変位量

した。さらに松田(1975)は，活断層の累積的活

を累積しつつある｣という作業仮説を検討して

動の証拠と考え，横ずれ断層の平均変位速度を

いる。
そこでは｢松田の仮説は十分有効性を持つ

見積もることができるとしている。

と考える｣と評価しつつも，
その仮説の限定条件

このことから 21 ケ所の河谷の上流の長さと屈

や問題点を挙げている。
そこには｢谷頭浸食が既

曲量を測定した後，安藤(1972)の方法に従って

に久しい以前から行われ，谷頭部が分水界に近

両対数グラフにプロットし，屈曲率を算定した

い所に断層がある場合｣，
｢屈曲量が大きくても，

後に，そこから考えられる本地域における断層

上流の長さはそれに応じて必ずしも長くならな

の活動度を判断した。

い｣というものがある。このことは，本断層の活
動年代が｢久しい以前｣から行われている場合に

5-1 考察

は，現在の活断層の活動度と河谷の屈曲を結び

空中写真判読等の結果，坂本町から長海町に

つけて考えることができないことを示唆してい

かけて右横ずれ変位の見られる 21 本の河谷が

る。さらに，河谷の屈曲部における地質状況や

認定された(図 3)。以下，表 1 に河谷の屈曲量(D)

岩石の風化状況に影響されて測定誤差がかなり

と上流の長さ(L)を示し，それらをプロットした

影響することも示唆している。このことから，

グラフ(表 2)を示す。鹿島断層東部地域(特に坂

地質状況の微細な観察や，鹿島断層東部地域と

本町付近から長海町付近)においては，多少点の

鹿島断層全体の屈曲率の調和性などを考慮しな

ばらつきが目立つものの，河谷の屈曲量と上流

がら屈曲率を求め，鹿島断層の活動評価につい

の相関関係があらわれている。ここでは D=aL

て研究していくことが，今後さらに求められて

が成立しており，(a＝河谷の屈曲率)，屈曲率は

いる。

a=0.160~0.33 となる。次に，平均変位速度
S(m/1,000 年)と河谷の屈曲率 a との間に認めら
れる S=10a の関係式(松田，1975)について検討
する。この関係式によると，鹿島断層における
本地域の平均変位速度は最小で 0.16m/1,000 年，
最大で 0.33m/1,000 年となる。松田(1975)によ
る平均変位速度による活断層の活動度の分類評
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図 6．変位地形分布写真

図 7．変位地形部分図

河谷

上流 の 長 さ 屈曲量(m)

番号

(m)

屈曲率(a)

1

665~690

265~420 0.38~0.40

2

190~255

40~ 45 0.16~0.24

3

115~275

20 0.07~0.17

4

185~250

30 0.12~0.16

5

345~505

45~ 185 0.09~0.54

6

360~710

115~125 0.16~0.35

7

160~180

40~ 45 0.22~0.28

8

330~510

30~ 45 0.06~0.14

9

210~230

20~ 40 0.09~0.19

10

450

110~355 0.24~0.79

11

395

105~150 0.27~0.38

12

160

95~220 0.55~1.38

13

490

75~105 0.15~0.21

14

1010

75~115 0.07~0.12

15

160~410

20~ 35 0.05~0.22

16

205~245

35~ 50 0.14~0.24

17

520

65~ 95 0.13~0.18

18

115~170

15~ 25 0.09~0.22

19

195~260

35~ 80 0.14~0.41

20

210~460

20~ 25 0.04~0.12

21

210~270

25 0.09~0.12

表 2

河谷の屈曲率(D)と断層線より上流の長さ(L)の関
係

表 1．鹿島断層東部地域の河川の屈曲
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6 今後の課題

敷地周辺・敷地近傍の地質・地質構造 (コメ
ント回答：その 3)，5-13

確認された変位地形は非常に細かいものであ
る。地図上では判明でない微細な地形も，現地

松田時彦，1966，跡津川断層の横ずれ変位，地

での地表地質踏査が重要であることが示唆され

震研究所彙報，44，1179-1212

る。しかしながら，本調査ではボーリング調査

松田時彦，1975，活断層としての石廊崎断層系

等による地質構造を踏まえた地形把握はできな

の評価．1974 年伊豆半島沖地震災害調査研究

かった。通商産業省工業技術院地質研究所

報告，121-125

(1985)による 1:50,000 地質図によれば，本地域

安藤喜美子，1972，三浦半島・伊豆半島および

一帯は新第三紀中新世の Jm:無色泥岩･シルト

兵庫県山崎付近における断層の横ずれによ

岩及び頁岩(流紋岩凝灰岩を挟む)で構成されて

る谷の変位量について，地理学評論，45―10，

いるが，このことが本地域の地質構造を明確に

720-725

把握する基準にはなっていない。さらに，本地

通商産工業技術院地質研究所，1985，1:50,000
地質図 境港 12-7 NI-53-25-15

域一帯は過去に地すべり等の土砂災害が頻繁に
起きている。そのため，過去の災害による地形

松田時彦，1975，活断層から発生する地震の規

および地質構造の変化を踏まえてより詳細な調

模と周期について，地震，28，269-283

査をすることが今後の課題となると考えられる。

地図閲覧サービス（ウォッちず)
http://watchizu.gsi.go.jp/http://watchizu.gsi
.go.jp/
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