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下北半島南部における海成段丘の
撓曲変形と逆断層運動
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Active reverse faulting deduced from flexural deformation of marine terraces around
southern area of the Shimokita Peninsula, northeast Japan
Mitsuhisa WATANABE＊1 Takashi NAKATA＊2 and Yasuhiro SUZUKI＊3

Abstract
Marine terraces well developed along the coast of the Shimokita Peninsula are good indicator of late
Quaternary crustal deformation. We decipher active reverse faulting on the basis of deformation of the marine
terrace surface formed in MIS 5e around Rokkasho village in the southern part of the peninsula. The marine
terrace surfaces in the area are classified into two groups of H and M. M1 surface covered by Toya tephra is
correlated with that formed in MIS 5e. A 1-2 km wide flexural scarp tilting toward east is found on M1 surface.
Vertical offset of M1 surface is over 30 m in the north and 20 m in the south. The flexure extending NNESSW for 15 km is consistent with the prevailing Tertiary monocline structure well recorded in seismic reflection
record. M1 surface and the Tertiary system have been folded convincingly owing to the activity of west-dipping
blind active thrust extending to the depth of several hundred meters beneath the structure. This fault may merge
into the extensive submarine fault along shelf edge in the north. It is possible that they compose an over 100-km
long active fault.

度の著しい地域性（日本第四紀学会編，1987）に基づき，

はじめに

日本の沿岸部の変動様式はいくつかのタイプに区分されて
いる（Ota, 1975；小池・町田編，2001）．これらによれば，

標高10m程度以上の位置に発達する海成段丘は，海面高

プレート境界およびその近傍では大きな隆起・沈降にとも

度が変化することに加えて，その海岸部が隆起することに

なう短波長の変形が卓越し，北海道～北関東の太平洋岸や，

よって形成される（吉川ほか，1964）．海成段丘の高度分

伊豆小笠原弧・琉球弧の島々などでは，長波長で小振幅の

布から，隆起をもたらした原因やその量・様式を考察する

変動が卓越するとされている．

ことは，変動地形学における重要な研究課題の１つである．

前者地域における隆起運動は，沿岸における断層活動と

海成段丘面の形状を精査することにより，その傾斜から

関わりが深く，大地震の繰り返しを示す可能性が高い（太

傾動運動を把握し，低断層崖などの存在から局地的な上下

田，1999）．一方，長波長の変形が卓越するとされる地域

変動を知ることができる．また，海成段丘に残された旧汀

では，その隆起メカニズムはやや不明確のまま残されてい

線高度は，沿岸域の地殻変動の量や様式を広域的に精度よ

る．また，とくにここで問題となるのは，従来の研究にお

く知る上で重要な指標である．現在，日本における全国的

いて注目されてきたのが，旧汀線高度の変化，低断層崖と

な対比がほぼ確立され，優れた変位基準として利用可能

いった短波長の高度変化，海側から内陸側への異常な傾斜

な海成段丘面は，約12.5万年前の酸素同位体ステージ５e

（傾動）等の変位のみであったことである．そのため，汀

（MIS５e）に形成されたものである．MIS５eの旧汀線高

線と直交する方向に，海側へ傾くようなやや波長の長い変
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形があったとしても，それは見逃されてきた可能性がある．

位置し，MIS５eの海成段丘面に対比される海成段丘面が

本研究では，長波長で小振幅の変動が卓越するとされる

広く分布している（第１図）．下北半島～上北平野の特徴

地域を対象として，海成段丘面高度をより詳細に検討し，

として，大波長の緩やかな変形（Ota, 1975），長波長小振

隆起運動の実態を検証する．とくに，海側への異常な傾斜

幅で隆起速度が0.5m/ky以下の曲動地域（小池・町田編，

に注目する．研究対象地域は，海成段丘面の分布が広範で，

2001）といった総括がなされている．上北平野は，第四紀

MIS 5eの海成段丘面の認定に役立つテフラが分布し，地

後半には全体が隆起を続け，最近12万年間の平均隆起速度

下資料も豊富な，上北平野北部の六ヶ所村周辺とする．

は0.3m/ky以下であり，平野北部には東西方向の高まりも
認められる（宮内，1985）．海成段丘面構成層の下位には，

2

地域概観

新第三系中新統～第四系下部更新統の凝灰質砂岩・シルト
岩等が分布する（地質調査所，1963；山崎ほか，1986；日

調査地域は，青森県下北半島南部（上北平野北部）に

本原燃株式会社，2008a）．

第１図 下北半島およびその周辺地域の海成段丘面（MIS 5e）と活断層
Fig. Marine terrace surfaces (MIS 5e) and active faults of the Shimokita peninsula and its surroundings
The chart (: million; the Research Group for Active Faults of Japan, 99) is used as the base map. The distribution of the terraces surfaces
(MIS 5e) with the height of former shoreline is after Kioke and Machida (2003). The active faults are compiled from the Maritime Safety
Agency (982), the Research Group for Active Faults of Japan (99), Nakata and Imaizumi (2002).
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調査地域周辺の陸域には，複数の南北走向の活断層が知
られている（第１図）．このうち，比較的明瞭なものは，

17

Loc.１は，小池・町田編（2001）で報告されている露頭
であり，M１面構成層直上にToyaが堆積している．

出戸西方断層（活断層研究会編，1980，1991）と横浜断層

Loc.２では，パミス型の火山ガラスから成る黄白色細粒

（活断層研究会編，1980，1991；中田・今泉編，2002）で

火山灰が，M１面構成層（砂層）を直接覆っている．火山

ある．調査地域内に認められるのは，出戸西方断層である．

ガラスの屈折率（表１）は，町田・新井（2003）に示され

この断層の延長は約４kmであり，西側が相対的に隆起し

たものと一致する．これらの特徴から，この黄白色細粒火

ており，MIS５eの海成段丘面に15m程度変位があるとさ

山灰はToyaに対比される．Toyaの上には，約40cmの褐色

れている．日本原燃株式会社（2008a）は，出戸西方断層を，

の砂質ローム層が載り，さらにその上位には，パミスや石

MIS５eの海成段丘面ないしはそれよりやや若い海成段丘

質岩片の散在する褐色風成ロームが認められる．この部分

面を変位させる活断層として記載し，最新活動時期は約30

は，その層相から，Loc.７で明瞭に確認できる十和田レッ

ka以降であるとしている．

ド火山灰（To-Rd）に対比される．To-Rdの上位には，さ

なお，調査地域北東の海域では，大陸棚外縁部の断層の
存在が推定されている（活断層研究会編，1980，1991；第
１図）．その延長は約80kmであり，南への延長は分岐し，

らに層厚80cmの褐色風成ローム層と層厚25cmの黒色土壌
層が累重している．
Loc.３においても，M１面を構成する海成砂層をToya

西側のトレースは調査地域周辺で上陸するように，東側の

（表１）が直接覆っている．海成砂層の上面高度には，若

トレースは南の海域に連続するように示されている（海上

干の起伏があるが，純層のToyaが起伏をマントリングす

保安庁水路部，1982）．この断層は数10万年前に活動を停

るように堆積しており，風成陸上堆積した火山灰としての

止しているという，音波探査結果に基づく見解がある（日

特徴を示している．Toyaの上位には，層厚2.5mの褐色風

本原燃株式会社，1996；日本原燃株式会社，2008b；東北

成ローム層が累重する．また，これとは別に，Toyaの上

電力株式会社，1996）．

位に，層厚60～100cm程度の灰白色砂層が確認できる．こ
の砂層は，風成ローム層下部と指交関係にあり，平行ラミ

3

六ヶ所村周辺の活構造

ナが発達し，淘汰がよく固結度が低い．これらの事実から，
この灰白色砂層は砂丘砂から成ると考えられる．

3.1

海成段丘面区分

Loc.４～５においては，Toya火山灰を肉眼で確認する

空中写真判読と現地調査によって，六ヶ所村周辺の海成

ことはできない．しかし，To-Rdの層位はほぼ確認でき，

段丘面を区分し，テフラ層序に基づき，その一部の編年を

その下位に層厚40cm以上の褐色風成ローム層を挟んで，

行った．調査地域に分布する海成段丘面は，高度と面の連

海成砂層が確認できる．これらの層序関係は，Loc.２とほ

続性によって，H面群・M面群に区分できる（第２図）．H

ぼ同じである．Loc.６では，海成砂層の直上にToya（表１）

面群は，標高120m以上に分布するH1面と，60〜80mに分

が確認できる．また，Loc.４とLoc.６では，To-Rdの層位

布するH２面に細分される．M面群は，汀線高度が40～50

前後に，層厚80～150cmの平行ラミナの発達する灰白色砂

m程度のM１面と，それより低位のM２面・M３面に細分

層が認められる．風成ローム層と指交関係にあることや，

される．

淘汰がよく固結度が低いことから，この砂層は砂丘を構成

このうち，M１面構成層とToya火山灰（112～115 ka；
町田・新井，2003）との層序関係を，複数の地点において
確認することができた（第３図）．ToyaはM１面構成層の

していると考えられる．このような層序は，Loc.３と同様
である．
Loc.７周辺では，M１面を削り込む河成面が認められる．

上位に風成で載ることから，M１面はMIS５eに形成され

ただし，分布が局所的であり，M１面との比高が小さいた

た海成段丘面であると判断できる．今回の調査で確認した

め，これをM１面と区別して分布を表示することは困難で

Toyaの火山ガラスの屈折率は，表１に示した．M１面の

ある．河成堆積物の層厚は２m以上であり，Aso-４・To-

分布高度は，標高50m～15mである．

Rd・十和田大不動火山灰（To-Of）などのテフラに覆われ
ている（日本原燃株式会社，2008a）．To-Rdは，オレンジ
色パミスないしはスコリアや石質岩片から構成されてい

表１ 火山ガラスの屈折率
Tab. Refractive indices of volcanic glass

る．Aso-4の噴出年代は85-90ka，To-RdはMIS５a中に噴出

count

min.

max.

mean

した可能性があり，To-Ofは32kaより古いMIS３中のテフ

Loc.２

34

1.4938

1.4976

1.4958

Loc.３

30

1.4946

1.4978

1.4964

ラであるとされている（町田・新井，2003）．

Loc.６

30

1.4941

1.4967

1.4957

M２面に関しては，編年に必要な試資料は得られていな
い．M１面上に認められる砂丘が，この段丘面上にはほと
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第２図 段丘面分類図
Fig.2 Classification of marine terrace surfaces (see Fig. for location)
The marine terrace surfaces are classified into two groups of H and M. There is a wide flexural scarp on the M surface correlated with that
formed in MIS 5e. The Detoseiho fault is located in the scarp. A-A' to C-C' and SA-SA' to SC-SC' are the location of the sections in Fig.4.

んどないことから，M１面より若い段丘面として分類した

また，M３面は，砂丘の内陸寄りにおいて，約５m前後の

が，正確な対比は今後の課題である．また，尾駮沼の北方，

高度に分布している（第２図）．本面に関しても，詳細は

出戸西方断層南端の西方では，M１面を刻む河成段丘面を

不明である．

お ぶち

M２面に対比したが，これらに関しても詳細は不明である．

一方，最近のこの地域の調査（日本原燃株式会社，
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第３図 露頭柱状図
Fig.3 Stratigraphic columnar sections of the M surface (see Fig.2 for location)
The terrace deposits are covered by Toya ash (2-5 ka). The blown sand is often found above the Toyo
ash. Correlations of the To-Of, To-Rd and Aso-4 (Loc.) are after Japan Nuclear Fuel Limited (2008a).

2008a，2008b）では，Loc.1～Loc.４にかけての地域には

南東方向へ120度傾斜（逆転）している．

３つの時代の異なる海成段丘が分布するとされている．そ

出戸西方断層の地表トレース周辺の，幅１～２kmの範

の根拠は，①時代の異なる海成段丘面の間に２つの段丘崖

囲において，M１面は異常なほどの急勾配で海側（東側）

が認められ，②最上位の段丘面には風成陸上堆積のToya

へ傾斜している（第２図）．このM１面の撓曲崖を横切る

が載る（MIS５eの海成段丘面）が，下位の段丘面では

地形・地質断面を，第４図のA-A'～C-C'に示す．なお，本

Toyaが堆積物上部に水成堆積している，という２点であ

地域では反射法地震探査も実施されている（日本原燃株式

る．しかし，筆者らの写真判読や現地調査では，そのよう

会社，2008a）．それらの断面をSA-SA’
～SC-SC'に示した．

な段丘崖は認定できなかった．また，上記した通り，Loc.

A-A'断面は，露頭においてToyaとM１面構成層との関

１～Loc.３では，Toyaは風成陸上堆積していることは確

係を確認できた地域の，東西断面である．M１面は，西側

実である．日本原燃株式会社（2008a）のボーリングデー

では緩く東へ傾斜しているが，高度40m以下のM１面は海

タを見ると，Toyaが砂層中に堆積しているものがあるが，

側へ急傾斜し，東半部の傾斜は２%以上に達する．この部

これらは，浅い開析谷の中での掘削結果であることが多

分は，開析谷底（河成面）より急な勾配を示しており，明

い．開析されていない段丘面上ではToyaは風成陸上堆積

らかに異常な傾斜となっている．上述の出戸西方断層はこ

しており，そのような場所でToyaの上に砂層が認められ

の撓曲帯の中にあり，その鉛直変位量は撓曲による海成面

るとしても，それは砂丘砂であると考えられる．

の鉛直変位量より明らかに小さい．

3.2

ると，M１面が異常な傾斜を示している範囲において，新

反射法地震探査結果（日本原燃株式会社，2008a）によ
断層変位地形

出戸西方断層は，M１面とM２面を境する活断層であり

第三系にも同様の傾斜構造が確認できる（SA-SA'）．この

（第２図），Loc.７ではその断層露頭が報告されている（日

断面図中のXは出戸西方断層に相当し，西へ傾斜する逆断

本原燃株式会社，2008a）．Loc.７では，M１面よりやや若

層が想定されている（日本原燃株式会社，2008a）．出戸

い段丘面に数m程度の鉛直変位が確認できる．この活断層

西方断層より東側においてもM１面や新第三系が海側（東

はAso-４以降の火山灰を変位させ，最新の活動時期はTo-

側）へ傾斜しており，深度約700m以深のY付近にこれら

Ofの噴出・堆積（MIS３）以降であることが確認されてい

を変形させる逆断層が想定できる．

る（日本原燃株式会社，2008a）．断層面の走向はほぼ南北

南方のB-B'断面でも，ほぼ同様の構造が確認できる．M

であり，西へ45度程度傾斜している．この断層の隆起側で

１面の分布高度は，海側では標高20m程度でほぼ水平に分

は，新第三系は東へ10度以上傾斜しており，断層露頭では

布している．このM１面は，２%程度の傾斜で西に向かっ
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第４図 調査地域の地形地質断面図
Fig.4 Structural cross-sections of the study area, showing the vertical offset of M surface and the reverse fault structure (see Fig.2 for locations)
A-A' to C-C' are topographic and geological sections. In A-A', Detoseiho fault is also projected. SA-SA' to SC-SC' are seismic reflection
profiles after Japan Nuclear Fuel Limited (2008a). Vertical offset of M surface is over 30 m (A-A') to ca. 20 m (C-C'). "X" and "Y" in the
inset represent the Detoseiho fault and a blind thrust, respectively. The Tertiary system is rather simply faulted and folded by the activity
of them. The fold structure of the Tertiary system proves the cumulative crustal movement that has deformed M surface. These results
demonstrate convincingly that the blind thrust has faulted M surface in the late Quaternary.
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て高度を増してゆき，その高度は50m近くまで上昇する．

る複数の段丘面を区分していない．すなわち，A-A'におい

その間，段丘崖は認定できず，時代の異なる段丘面が異

てM１面が細分されることを仮に認めたとしても，B-B'・

なる高度に分布することはない．地下構造にも，M１面と

C-C'ではM１面が異常な傾斜を示していることは間違いな

全く同様の特徴がみられる（SB-SB'）．日本原燃株式会社

い．

（2008a）も示しているように，深度約400m以深のY付近

調査地域の新第三系は東側へ急傾斜しているが，その急

には反射面に明らかな不連続があり，伏在する逆断層が認

斜範囲は，M１面が東へ撓曲している範囲とほぼ一致して

定できる．Y付近の逆断層構造はM１面の変形と調和的で

いる（第４図）．したがって，新第三系を変形させるよう

あり，それらの間に不連続は見られない．

な地殻変動は，第四紀後期まで継続していると判断できる．

C-C'断面では，海側（東側）でのM１面の高度は20数m

また，深度数100m以深では，西傾斜の逆断層が認定でき

程度であるが，標高30m付近から幅約700mの区間で徐々

る（第４図のY付近）．逆断層と新第三系の変形は調和的

に高度を増し，45mにまで達する．この間の傾斜は約２%

であり，逆断層の活動によって新第三系および第四系（M

である．地下構造も全くこれと調和的であり，新第三系

１面構成層）が変形していることは明らかである．

はM１面の勾配が大きい区間で急斜帯を形成している（SC-

地下に逆断層があることは，日本原燃株式会社（2008a）

SC'）．深度600m付近以深（Y付近）では，明瞭な逆断層が

にも明記されているが，上述したように，新第三系は前期

確認される．この逆断層は，日本原燃株式会社（2008a）

更新統の砂岩によって傾斜不整合に覆われ，新第三系を変

でも明記されており，その運動によって，新第三系の上部

形させた地殻変動はすでに終了しているとされている（日

やM１面が撓曲しているように見える．

本原燃株式会社，2008b）．しかし，この砂岩が前期更新

M１面が急傾斜しているB-B'測線に沿って，ボーリング

統である根拠は示されていない．層位から判断して，この

調査が実施されている（日本原燃株式会社，2008b）．こ

「砂岩」は，M１面構成層と同じ位置にあること，「砂岩」

れによると，東へ急傾斜する新第三系は，M１面と同じ傾

はM１面と同じ傾斜で分布することから，急斜するM１面

斜をもつ層厚１～２mの砂岩によって傾斜不整合に覆われ

の構成層を前期更新統と誤認している可能性が高い．新第

ていると解釈されている．その砂岩は前期更新統とされて

三系に認められる地殻変動がすでに終了していることを示

いるが，その根拠は示されていない．さらにその上位には，

すためには，傾斜不整合で覆う地層が十分に古く，その地

層厚１～２mのローム層および段丘面構成層があるとして

層が変形していないという条件が必要である．しかしなが

いる．本地域では，一般に，層厚２m程度の褐色風成ロー

ら，この場合，いずれの条件も成立していないことになる．

ム層の下にM１面構成層が確認されており（第３図），上

以上述べたように，深度数100m以深に認められる逆断

記の砂岩は前期更新統であると考えるより，M１面構成層

層は新第三系を変形させ，M１面が新第三系と同じように

とする方が妥当である．

撓曲していることは確実である．このような調和的かつ累
積的な変形が見られることから，M１面の撓曲は，反射法

4

考察

地震探査で確認されている西傾斜の逆断層（第４図のY付
近）の活動によってもたらされたものであり，この逆断層

4.1

M1面の変形と逆断層運動

調査地域では，東西幅５km以上にわたって分布する一

は第四紀後期まで活動を繰り返している活断層であると結
論できる．この活断層の陸上部での長さは少なくとも15

連の海成段丘面（MIS５e）が，幅１km程度の帯状の部分

kmであり（第２図），M１面に認められる上下変位量は，

で東方向へ撓曲している．このような変形は，地下におけ

調査地域北部（A-A'）では30m以上であり，南方へ小さく

る逆断層運動があることを示唆している．

なり，南部（C-C'）では，20m程度となる（第４図）．

日本原燃株式会社（2008a，b）は，M１面の撓曲変形を

上述の伏在逆断層上盤の撓曲帯には，相対的に変位量の

認めていない．A-A'断面では３つの高度の異なる段丘面が

小さい出戸西方断層が認められる（第２図・第４図）．こ

存在し，一連のM１面が変形していているわけではないと

のような関係から，出戸西方断層は，伏在逆断層から派生

している．しかし，ここには高度の異なる段丘面を分ける

する副次的な活断層であると考えられる．出戸西方断層の

ような崖はなく，３つの高度の異なる段丘面は存在しない．

最新活動時期はMIS３以降であることから，伏在する逆断

また，段丘構成層とToyaとの層序関係に違いは認められ

層の最新活動時期もMIS３以降であると推定される．

ない（第３図のLoc.1～Loc.３）．したがって，M１面が変
形しているために，段丘面の高度が変化していると考えら
れる．なお，B-B'・C-C'断面でもM１面の変形を示したが，
日本原燃株式会社（2008a，b）も，ここでは高度の異な

4.2

大陸棚外縁断層との関係

六ヶ所村周辺のM１面の撓曲崖の走向からみて，その
変形をもたらした逆断層はNNE-SSW方向に連続している

渡辺満久・中田
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（第２図）．その北方海域には，大陸棚外縁部の断層の存在
が推定されている（活断層研究会編，1980，1991）．大陸
棚外縁断層は，その南部で分岐し，その西側のトレースは
調査地域周辺で上陸するように図示された報告もあり（海
上保安庁水路部，1982），陸域の活断層と大陸棚外縁断層
の関連性を検討する必要がある（第１図）．
大陸棚外縁断層の活動性に関しては，音波探査結果に基
づき，数10万年前に活動を停止しているとされている（日

高・鈴木康弘

2008

以深に確認できる西傾斜の逆断層の活動によるものであ
る．
４） この活断層の第四紀後期における断層の上下変位量
は，北部で30m以上，南部では20m程度である．
５）この活断層はNNE-SSW方向に連続し，陸上部での延
長は15kmである．ただし，さらに北方の大陸棚外縁断
層に連続し，延長100kmの活断層が構成されている可能
性がある．

本原燃株式会社，1996；日本原燃株式会社，2008b；東北

６）下北半島東部の隆起や六ヶ所村周辺の撓曲変形は，こ

電力株式会社，1996）．ただし，音波探査記録で確認でき

の長大な活断層の活動によってもたらされた可能性があ

るのは，海底から数100mまでの部分に「明瞭な断層構造」

る．

が確認できないということである．断層面の上端がそれよ

謝辞

り深い位置にあれば，一般に，音波探査記録によって断層
構造やその活動性を正確に判断することは困難であると考
えられる．事実，陸上部での調査結果（第４図）を見ても，

首都大学東京・都市環境学部・鈴木毅彦准教授，同大学

明らかな断層構造は，地下数100m以深では明瞭に見える

院・大石雅之氏と上條孝徳氏には，火山ガラスの屈折率測

が，浅い部分では地層の切断構造は見られない．

定において，機器の使用許可と協力をいただいた．厚く御

本研究では，大陸棚外縁断層の南端部が到達している可

礼申し上げます．

能性がある六ヶ所村周辺において，第四紀後期にも活動を
繰り返してきた活断層があることを明らかにした．このこ
とから，大陸棚外縁断層も第四紀後期にも活動を繰り返し
ている可能性があると考えられる．なお，調査地域では，
存在が明らかになった活断層の低下側にもMIS５eの海成
段丘面が分布している．この地域は，南部で分岐した大陸
棚外縁断層の東側のトレースの隆起域にあたる．大陸棚外
縁断層全体が第四紀後期にも活動を繰り返しているとすれ
ば，調査地域全域に海成段丘面が形成されていることに矛
盾はない．
大陸棚外縁断層に沿っては，比高100m以上の斜面が形
成されている．これが過去の活動によって形成されたもの
であるという可能性を否定することはできない．しかし，
下北半島東部のMIS５eの海成段丘面の形成に関わる隆起
運動を想定するとき，大陸棚外縁断層の最近の活動性につ
いても考慮する必要があるように思われる．

5

まとめ

青森県六ケ所村周辺の海成段丘面の分布・形状と編年を
検討し，以下の結論を得た．
１） 海成段丘面はH面群・M面群に区分され，それぞれ
さらに細分できる．Toyaとの層序関係から判断して，
MIS５eに形成された海成段丘面はM１面である．
２）M１面上には幅広い撓曲崖が認められ，東側が相対的
に低下している．同様の変形は新第三系の構造に累積し
ている．
３）M１面や新第三系を変形は，断層面の上端が数100m

文
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