青森市浪岡地区における変動地形とその活動度
羽生孝史
1．はじめに

2．研究目的

青森市の西部に位置する浪岡町（図 1）

本調査の目的は，津軽山地の南端部（図

には，津軽山地西縁断層や浪岡撓曲などの

1）に位置する浪岡町の浪岡撓曲において活

活断層が存在する．そこでは顕著な変動地

断層の存否を再確認すること，また活断層

形が数多く見られるため以前から研究がな

の位置や変位量，変位速度を求めることで

されてきた（吾妻，1995；宮内ほか，1999

ある．

など）
．それら研究より各活断層の平均変位
3．研究方法

速度や活動度などのデータがいくつか提示
されている
（地震調査研究推進本部，2004）
．

本研究では，空中写真判読と測量調査を

しかし，津軽山地は青森湾西岸断層による

行った．空中写真判読には米軍撮影（縮尺

隆起によって形成され，山地西縁に確認さ

1 万分の 1 ）を用いた．また，5000 分の 1

れている断層 1~2 ㎞程度の断層の出現や傾

森林基本図を用いて地形断面図を作成した．

動を示す変形構造は浪岡撓曲の成長に伴う
局所的な短縮変形であり、津軽山地を隆起

4．従来の研究

させるような造地形運動はないことを根拠

地質の概要

とする，津軽山地西縁断層北部の一部，ま

本地域に分布する地質概略を説明する．

たは全体の存在を否定する考え（池田ほか，

地質の模式図を表 1 に示す．

2002 など）もあり，浪岡撓曲を含めた津軽

a．中部中新統上部～上部中新統

山地西縁断層帯は依然として議論するべき

本地域の本地域の基盤を成すのは新第三

地域である．

紀層であり，それらは中部中新統上部～上
いたどめ

部中新統にあたる．これらは下位から，板留
表 1 浪岡地域の地質模式図
地質年代
鮮新世

黒 石 ～ 浪 岡

前期

大釈迦層
竹館層

後期
中新世

温湯層
中期

板留層

竹館層は温湯層を一部，大釈迦層は竹館層をそ
れぞれ不整合に覆う．

図 1 調査地域

図は日本の地質 2 東北地方
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を一部改変

図 2 調査地域地形分類図
ぬる ゆ

たけだて

層・温湯層･竹館層に区分される．
板留層はおもに玄武岩質の火砕岩，特に
緑色の凝灰角礫岩からなり，層厚 500m 以
上とされる（今泉，1949）
．その上位には温
湯層が分布する．温湯層は流紋岩質の凝灰
角礫岩からなり，上部にシルト岩をはさむ．
板留層を整合におおう．層厚約 600m とさ
れる（酒井，1961）
．さらにその上位には竹
館層が分布する．竹館層はおもに白色で軽
石質の凝灰岩からなり，砂質凝灰岩・流紋
岩などをはさむ．温湯層を整合，一部不整
合に覆う．層厚は最大で 450m とされる（岩
井，1965）
．
b．鮮新統

図 3 模式柱状図

本地域には下部鮮新統の大釈迦層が分布

する．大釈迦層は，黒石市南東部から青森
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表 2 津軽山地南部および西津軽海岸の地形面区分と指標テフラ，海水準変動の関係
津軽山地南部
宮内

吾妻

（1988a）

（1995）

V･W 面

Ⅰm 面

指標テフラ

推定年代

本研究
Ⅰm 面

200～220ka

Ⅱf 面
X1・Y1 面

140～160ka

Ⅲm 面
Ⅲf 面

Toya

120～130ka

FkP

80ka

X3・X4・Y3 面
X5・Y4 面

Toya：洞爺火山灰

124ka

60ka
Ⅳf 面

L面

海水準変動

Ⅳf 面

20ka

Ⅴm 面
FkP：深浦パミス（Arai et al，1986）

テフラ，海水準変動は宮内（1988），吾妻（1995）による．

市西部まで南北方向に分布する．おもに砂

Toya を挟んで上部と下部に区分され，上位

岩から成り，竹館層を不整合に覆う．層厚

から黄褐色軽石質火山灰，褐色ローム，シ

80～120m とされる（Nomura・Hatai，

ルト質火山灰となる．下部は風化が進んだ

1935）
．貝化石を多く含む海成層である（小

褐色ロームである．Toya は北日本特有の広

高ほか，1970）
．

域テフラで，津軽半島ではその上下に八甲
田山を起源とする火山灰が存在する．また，
Toya の噴出年代は約 12~13 万年前である

地形の概要
本地域に分布する段丘面とその形成年代

（町田・新井

1992）．Ⅰm 面の構成層は

は次のようにまとめられる（図 3，表 2）
．

層厚 2m 以上の粘性の強いシルトや粘土で

本地域では津軽半島中央部に山地が広が

あり海成層とされる．Toya や他の火山灰と

り，それを縁取るように段丘面が分布する．

の層位関係から，Ⅰｍ面の形成年代は最終

これらは吾妻（1995）によってⅠm 面～Ⅴ

間氷期より 1 つ前のステージ 7（約 20~22

m 面までの 6 面に区分される．本研究の調

万年前）
，もしくはもう 1 つ前の氷期である

査地域にはそのうちのⅠm 面，Ⅳf 面の 2

ステージ 9 の可能性が指摘されている（吾

面が分布する（図 2）
．Ⅰm 面は宮内（1988）

妻，1995）
．
Ⅲm 面は構成物中，もしくは直上に Toya

の海成面段丘の区分において，形成年代が
近いとされる V・W 面の一部に対応す

を挟む，もしくは載せるため，その形成年

る（表 2）
．

代は 12.4 万年前とされる（吾妻，1995）
．

Ⅰm 面は津軽山地西縁の標高 40~50m に

Ⅳf 面は津軽山地の東縁に扇状地状に分

分布し，洞爺火山灰（Toya）をはじめ数種

布する．Toya を段丘面上にのせないことか

類の火山灰をのせる．それらの火山灰は

ら，その形成年代は，Toya 降下以降の低海
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水準期であるステージ 2（約 2 万年前前後）

場所で崖地形を認めている．五所川原市飯

と考えられる．構成層は，一部にシルトが

詰北東方の河川の西岸（比高約 25m），五

挟在する層厚約 4m の中砂である（吾妻，

所川原市金山から松野木にかけての長者森

1995）
．

山の東側（比高約 65ｍ），五所川原市羽野
木沢付近（比高約 2ｍ：不明瞭），五所川原

沖積面は主に十川やその支流である大釈
迦川が形成した河成面である．

市高野（比高約 2ｍ：不明瞭）
，浪岡町下下

活断層

平（大平断層に相当する，比高約 10ｍ），

a．青森山地西縁断層北部

浪岡町樽沢（比高約 2ｍ：不明瞭）
．これら

吾妻（1995）は，山地西縁南部の浪岡か

はいずれも相対的に西側隆起であり，その

は らこ

ら原子（図 2 の範囲外）にかけて，NNW―

走向は NNW―SSE で，五所川原市飯詰か

SSE 方向に連続してⅠm 面が平野側に傾き

ら浪岡町樽沢までほぼ直線的に並ぶとして

下がり，撓曲崖の形態を示すとしている．

いる．

この撓曲崖を横切る 5 本の測量断面に見ら

宮内ほか（1999）は，津軽山地西縁断層

れる変位量は， 18m～29m，原子で 30m

帯北部の南端部の撓曲と示されている変位

とされる．各地点における垂直方向の平均

は，南北約 15km にのびる背斜状地形の西

変位速度は 0.08～0.15m／ky となり，活動

翼縁に分布する段丘面上の相対的急傾斜部

度は B~C 級の上位とされる．この撓曲崖は，

としている．地形図上では，下石川から銀

活断層研究会（1991）により確実度Ⅰとさ

にかけて標高 20～50m にある段丘面（吾妻，

れている津軽山地西縁断層帯に当たり，撓

1995 のⅠm 面）の外縁部において等高線が

曲崖の基部に山地側を隆起させる低角の逆

密になった状態で表現されるとしている．

断層の存在が推定される．また，浪岡付近

b．浪岡撓曲

の地下約 200～600m には，
反射法地震波探

吾妻（1995）では，浪岡北方のⅣf 面が

査により南東に傾く反射面が認められてい

沖積低地に向かって高度を 6m 下げるとし，

る（村岡，1957）．村岡（1957）は，この

また，浪岡町西山スキー場において，段丘

反射面を上部第三紀層の砂岩中の層理面か

構成層は地形面と同様に 10～20°傾き下

礫層としているが，反射面の延長は撓曲基

がり，撓曲崖の末端部は沖積面下に没する

部に向かっているので，津軽山地西縁断層

と推定している．確認のできる堆積物上限

帯の断層面を表している可能性が大きいと

の高度差を最小変位量とし，Ⅳf 面の形成年

している．

代を 2 万年前とすると，垂直変位の平均速
いい づめ

度は 0.3m／ky としている．

青森県（1995）は，五所川原市飯詰から
南側の，津軽山地西縁断層帯中部の南半分

青森県（1996）は，浅層反射法弾性波探

及び南部では段丘面の末端部が西へ向かっ

査での結果（T-4 測線）から，浪岡撓曲の変

て撓み，段丘面の末端は沖積面下に没して

位量，平均変位速度は津軽山地西縁断層と

いることを明らかにした．この撓みは五所

同等かそれ以上とし，鶴ヶ坂凝灰岩部層の

しろがね

川原市飯詰から浪岡町 銀 にかけてのⅠｍ

基底面（60～70 万年前）をもとにすると累

面及びⅣｆ面に認められる．また，以下の

積変位量は約 450m，平均変位速度は 0.64
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～0.75m／ky となることを指摘している．

活断層の分布

また，Ⅰm 段丘堆積物の基底面（20～22 万

津軽山地の西縁には NNW―SSE 方向，

年前）の場合，累積変位量は約 110m，平

東縁にはほぼ南北方向の活断層または撓曲

均変位速度は 0.50～0.55m／ky としている．

が分布する（図 2）
．それらは津軽山地西縁

宮内ほか（1999）は，Ⅰm 面，Ⅳf 面上

断層，大平断層，浪岡撓曲である．空中写

に東に緩く傾く撓曲地形が南北に約 6km

真判読の結果，津軽山地西縁断層ではⅠm

続くとしている．Ⅰm 面では変位量が少な

面，浪岡撓曲にはⅣf 面に変位地形を確認し

くとも 10m あり，反射法弾性波探査の結果，

た．

鶴ヶ坂凝灰岩（60～70 万年前）の上下変位

a．津軽山地西縁断層

量は約 500m での上位層にも変位の累積を

本調査地の最も西側に位置する断層であ

認めている．鶴ヶ坂凝灰岩を変位基準とす

る．本断層の長さは全長約 16km で，東側

ると平均変位速度は 0.7m／ky となり，西

隆起の逆断層とされる（活断層研究会，

縁断層帯より活動度が，従来の 2 倍ほど高

1991）．断層の走向はおよそ N20°W であ

くなるとしている．

る．傾斜は変位地形や地質構造の特徴によ

小林（2004）は，浪岡撓曲は東落ちの逆

って東側が西側に乗り上げる逆断層とされ

断層で高位 2 面・中位面を変位させるとし，

ることから，東傾斜の可能性がある（地震

北方延長における露頭では，断層に直接切

研究推進本部，2004）
．本調査では 4 本の

られる下位層と，上位の撓曲する地層から

測量結果（図 4）から，Ⅰm 面が少なくと

なり，見かけ上東落ちの正断層としている．

も 10m 前後変位している結果が得られた．

このうち上位層と下位層の間の粘土層が，

4 本の断面測量結果からは，基本的に北か

圧縮作用によって，層面すべりが起きた痕

ら南に向かって変位量が減じているという

跡が認められることと，断層面は高角なこ

傾向がみられた．ただし，C-C'測線に見ら

とを考慮すると，地表付近で見かけ正断層

れる異常な高まりは，後述する大平断層に

を示す断層が，地下で傾斜方向を逆転させ，

よる可能性はあるが，詳細は不明であるた

逆断層に変化している可能性があるとして

め，変位量も他の 3 測線とは大きく異なっ

いる．

ている．また，吾妻（1995）の断面測量結
果は一部地形面の傾斜を考慮せずに行われ

5．調査結果

たものであったため，今回同断面測量結果

段丘面の分布

を地形面の傾斜を考慮して再度求めること

調査地域に分布する段丘面は，Ⅰm 面と

にした．吾妻（1995）の測線の再検討を行

Ⅳf 面があり，その間には山地が広がってい

った 4 本の測線での変位量は 10.5～15.2m

る．西側には広くⅠm 面が分布する，一方

となった．

東側にはⅣf 面がおよそ南北方向に細長く

b．大平断層

分布する（図 2）
．また，そのⅠm 面とⅣf

津軽山地西縁断層から約 1km 東の山地

面は十川やその支流の大釈迦川に形成され

側，撓曲崖の背後には，それらとほぼ平行

た沖積面にて限られている．

して山地側が低下する低崖が存在し，その
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崖に沿った水系を利用して溜め池が造られ
ている．これらの崖は大平断層と呼ばれ，
確実度Ⅰ(活断層研究会，1991)とされる（吾
妻，1995）
．本調査では，C-C'測線以外にそ
れらしい変位は見られなかった．C-C'測線
において，Ⅰm 面が約 11m 変位していると
いう結果が得られた（図 4）
．
c．浪岡撓曲
浪岡撓曲は，大釈迦から浪岡にかけて分
布する南北方向で西上がりの断層である．
津軽山地西縁断層北部に近接して分布する
短い断層（長さは約 5ｋｍ）であるが，平
均変位速度は主断層のそれを大きく上回っ
ている可能性がある．その原因や主断層と
の関係については不明な点があるとされる
（地震研究推進本部，2004）
．本調査では 3
本の断面測量を行った．3 測線の変位量は
1.7～2.3m で，北に向かうに従って変位量
が大きくなる傾向がある（図 4）
．
6．考察
本調査地域の活断層の変位量と平均変位
速度の詳細を表 3 に示す．
津軽山地西縁断層北部南端では，Ⅰm 面
の地形断面から得られる変位量は 9～24m
であり，Ⅰm 面の形成年代が 20～22 万年
前とすると，算出される上下方向の平均変
位速度は 0.04～0.12m／ky と見積もられる．
また，吾妻（1995）で述べられている上下
変位量は，撓曲崖上の最高点と末端との比
高を用いているので，本調査では断面測線
を吟味し，原傾斜を考慮して変位量を求め

図 4 地形断面図

た．結果，上下変位量は 10.5～15.2m で，
平均変位速度は 0.05～0.07m／ky となる．

測線は図 2 に示す

これらの結果は，既存研究にある，0.08～

小文字は吾妻（1995）の測線

0.15m／ky より小さな値となった．

測線 E-E’，F-F’，G-G’ は測線内に河川を含む．

32

表 3 断層の詳細
平均変位速度

断層名

測量測線

変位基準

変位量（m）

津軽山地西縁断層

A-A'

Ⅰm 面／沖積面

＞14

＞0.06～0.07

B-B'

Ⅰm 面／沖積面

＞11

＞0.05～0.06

C-C'

Ⅰm 面／沖積面

＞24

＞0.11～0.12

D-D'

Ⅰm 面／沖積面

＞9

＞0.04～0.05

a-a'

Ⅰm 面／沖積面

＞10.5

＞0.04～0.05

b-b'

Ⅰm 面／沖積面

＞14.1

＞0.06～0.07

c-c'

Ⅰm 面／沖積面

＞13.2

＞0.06～0.07

d-d'

Ⅰm 面／沖積面

＞15.2

＞0.07～0.08

C-C'

Ⅰm 面

11

0.05～0.06

a-a'

Ⅰm 面

4.2

0.01～0.02

c-c'

Ⅰm 面

6.2

0.02～0.03

d-d'

Ⅰm 面

13.5

0.06～0.07

E-E'

Ⅳf 面／沖積面

＞1.7

＞0.09

F-F'

Ⅳf 面／沖積面

＞2

＞0.1

G-G'

Ⅳf 面／沖積面

＞2.3

＞0.11

大平断層

浪岡撓曲

（m／ky）

小文字は吾妻（1995）の測線

7．まとめ

大平断層では，津軽山地西縁断層と同じ
くⅠm 面が変位している．地形断面から得

本研究では，活断層を改めて認定し，そ

られる変位量は 11m で，上下方向の平均変

の活動度を求めた．

位速度は 0.05～0.06m／ky となる．また，

青森山地西縁断層（北部）は存在すると

吾妻（1995）の地形断面測線から原傾斜を

考えられ，その上下平均変位速度は 0.04～

考 慮 し て 上 下 変 位 量 を 求 め る と ， 4.2 ～

0.12m／ky となった．また，大平断層では

13.5m と な り ， 平 均 変 位 速 度 は 0.02 ～

平均変位速度が 0.05～0.06m／ky と求めら

0.06m／ky となる．

れた．

浪岡撓曲では，Ⅳf 面の地形断面から得ら

浪岡撓曲では，従来は活動度 B とされて

れる上下変位量は 1.7～2.3m で，形成時期

いたが，今回の結果から平均変位速度は

が約 2 万年前とすると，得られる平均変位

0.09～0.11m／ky，活動度は B～C 級の上

速度は 0.09～0.11m／ky となる．既存研究

ではないかと考えられる．

ではいくつかの変位速度が求められている
が，そのどれよりも小さな値となった．
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