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再発見された 1927 年北丹後地震の地表地震断層の痕跡
曽根原 崇文 1）・草野 高志 1）2）

要旨

きた た ん ご

ごう むら

1927 年北丹後地震による地表地震断層（郷村断層）がかつて現れたとされる場所におい

て，その断層変位を保持する微地形が見出された．それは当時の断層変位と同じ左横ずれを示唆す
あぜ

る耕地の畔の屈曲および段差である．畔周辺の簡易測量を実施したところ，畔のずれは地震直後の
調査で記録された地表地震断層の変位量と整合的であった．残念ながら，現在，耕地は放棄された
状態で，侵食によりその微地形は失われつつある．郷村断層は山陰海岸ジオパークに含まれている
ことから，今回確認された地表地震断層の痕跡地をジオサイトとして活用することが期待される．
また，同地点は活断層としての累積変位量の大きな地域にも当たることから，郷村断層の平均活動
間隔を詳細調査する上でも重要である．
キーワード：郷村断層，北丹後地震，地表地震断層，断層変位地形，活断層

1.

ごうむら

はじめに

北丹後地震では北北西−南南東方向の郷村断層と呼
たん ご

ばれる明瞭な地表地震断層が現れた（図 1A，表 1）．

1927 年（昭和 2 年）3 月 7 日に京都府丹後地方で発生

また，その南側を走る東北東－西南西方向の山田断層

した北丹後地震（気象庁マグニチュード Mj＝7.3）は，

も同時に活動し（図 1A），両断層は東西圧縮応力場

家屋の全壊・全焼等により三千人近くの死者を出す甚

でできた共役断層とされている（佃ほか，1989）．郷

大な災害であった．この少し前には関東地震（1923 年）

村断層は，その学術的貴重性から，地震発生の 2 年後

や北但馬地震（1925 年）が立て続けに起こったという

（1929 年）に国の天然記念物に指定され，それ以来，
（1）

時代背景から，地震や断層に対する当時の研究者の関

京 丹後市網野町高橋の樋口地区，
（2）郷の小池地区お

きた た じ ま

きょうたん ご

あみ の

ひ ぐち

ごう

こ いけ

いく の うち

心は高く，地震直後から科学的な調査が行われ，数多

よび（3）生野内地区の 3 地点（図 1B）において断層

くの研究成果が残された（岡田・松田 , 1997）．その中

変位地形ないし露頭が大切に保存され続けている．中

には「活断層」という用語が日本で最初に用いられた

でも樋口地区と小池地区においては，地震後に変位を

多田（1927）の論文も含まれ，北丹後地震は甚大な被

示す石柱が設置されたため，現在も変位の状況をはっ

害をもたらした一方で，日本の地震・活断層研究を大

きりと見て取ることができる．甚大な被害をもたらし

きく進展させたと言える．

た北丹後地震の地表地震断層を永く後世に伝えようと
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図 1 1927 年北丹後地震の地表地震断層．A：丹後半島．黒色実線は岡田・松田（1997）による地表地震断層を示す．B：京丹
後市網野町高橋－生野内地区．基図には国土地理院発行 2 万 5 千分の 1 地形図「峰山」（2003 年発行）を使用．黒色実線は岡
田・松田（1997）による地表地震断層を示す．灰色四角は図 2A の範囲を示す．樋口，小池および生野内地区の 3 地点では，郷
村断層が国の天然記念物として保存されている．
表1

郷村断層の諸元．地震調査研究推進本部（2002）に基づく．
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した先人の明に敬服の念を抱かざるを得ない．

7

は地形的表現が微弱である（植村，1985）が，調査地

著者のうち本郷は，郷村断層の地質調査業務を担当

がある郷から生野内地区にかけての花崗岩類からなる

した際に，1927 年の断層変位を保持する可能性がある

山塊では，左横ずれを示す断層変位地形（植村，1985；

微地形を見出した．それは当時の断層変位と同じ左横

図 2）が比較的明瞭に認められる．また，1927 年の地

ずれを示唆する耕地の畔の屈曲および段差である．残

表地震断層の変位量は，国の天然記念物として断層が

念ながら耕地は放棄された状態で，表流水による侵食

保存されている高橋（樋口）地区から生野内地区にか

が進み，その微地形が失われつつあるが，もし現在か

けての区間（図 1B）において大きな値（左横ずれ最大

ら 86 年も前の断層変位地形が残存するのであれば，地

2.5－3.7m，最大約 1m の西側隆起）を示す（岡田・松

表地震断層の貴重な地質情報になると考えられる．そ

田，1997）．したがって，調査地は断層変位地形が比較

こで，著者らはその状況を記録し，断層変位地形の可

的明瞭な地域で，かつ 1927 年の地表地震断層の変位量

能性について検討を行った．本小論ではその結果につ

が大きな区間に位置する．

あぜ

いて報告する．

1927 年の断層変位と考えられる微地形は，郷から
生野内地区にかけての山塊における北から 4 番目の谷
（第四小溪：渡邊・佐藤，1928；Kishiga-tani：Yamasaki

2．調査地の概要

and Tada，1928）に存在する．この谷は全体としては
北北東－南南西方向であるが，途中に北北西－南南東

調査地のある京都府京丹後市網野町生野内地区は，

方向となる区間がある（図 2）．岡田・松田（1997）が

総延長十数 km に及ぶ郷村断層の中央部に位置する

取りまとめた地表地震断層の位置図によると，断層は

（図 1A）．郷村断層は B 級の下位から C 級の平均変位速

この北北西－南南東方向となる区間の谷底を通り，調

度の活断層（岡田・松田，1997）であり，全体として

査地はちょうどその中央に位置する．

図 2 京丹後市網野町郷－生野内地区における地表地震断層の位置（A）とその範囲の空中写真（B・C）．A：現在の地形（図 1B）
は人工改変されているので，基図には 1979 年に測図された縮尺 1：2,500 の旧網野町都市計画図を使用．赤色実線は岡田・松
田（1997）による 1927 年地表地震断層を示す．緑色太線は，植村（1985）による左横ずれを示す河谷の屈曲（断層変位地形）
を示す．青色の枠は図 3A の範囲を示す．B・C：1975 年 9 月 20 日撮影のカラー空中写真．国土交通省による国土画像情報（カ
ラー空中写真）の CKK-75-6-C11-6（B）および CKK-75-6-C11-7（C）の一部を使用．立体視が可能．赤色矢印（B のみ）
は郷村断層のおよその位置を示す．黄色の角枠（B のみ）は A と同じく図 3A の範囲を示す．
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図 3 調査地周辺における地表地震断層の位置（A）とその範囲の空中写真（B・C）．A：基図には 1979 年に測図された縮尺
1：2,500 の旧網野町都市計画図を使用．地図に描かれた耕地の畔は，B・C の空中写真とは若干異なる．赤色実線は岡田・松田
（1997）による 1927 年地表地震断層を示す．青色の枠は簡易測量を実施したおよその範囲（図 5）を示す．B・C：1975 年 9
月 20 日撮影のカラー空中写真．国土交通省による国土画像情報（カラー空中写真）の CKK-75-6-C11-6（B）および CKK-756-C11-7（C）の一部を使用．立体視が可能．赤色矢印は郷村断層のおよその位置を示す．黄色の角枠（B のみ）は A と同じく
図 5 の範囲を示す．B に示した a－a’，b－b’ および c－c’ の畔は，1927 年の地震により屈曲した可能性がある．

調査地周辺の谷を大縮尺（撮影縮尺 1 万分の 1）で

3．調査結果

撮影したもっとも古い空中写真（1975 年撮影：図 3B・
C）を見ると，調査地周辺の耕地だけが谷の中央に伸

著者らは北丹後地震の発生から 86 年後に当たる

びる北北西−南南東方向の畔で東西に隔てられてい

2013 年 4 月 4 日に現地調査を実施した．現地の状況は

る．しかも，谷を横断する方向の畔（図 3B に示した

1975 年撮影の空中写真とは大きく異なり，耕地は放棄

a－a’，b－b’ および c－c’）の位置が東西で異なってお

された状態で，谷中央を流れる表流水によって侵食が

り，谷の中央で屈曲した形状を示す．仮に本来は一連

かなり進行していた（図 4A・B）．とりわけ左岸側の

で直線的な畔であったとすると，この屈曲した形状は

耕地の畔（図 3B の b および c）はほぼ失われていた．

1927 年の断層変位と同様に左横ずれにより生じた可

そこで，辛うじて原形をとどめている畔 a－a’ 周辺にお

能性が極めて高い．一方，上下流側の耕地の畔は谷に

いて簡易測量を実施して平面図（図 5）を作成し，畔

直交する方向で一直線である．これはおそらく，1927

のずれの量を検討することにした．簡易測量に当たっ

年の地表地震断層でずれた畔が後の農地整備で改修さ

ては，測量用アルミスタッフ，巻尺およびクリノコン

れたものと考えられる．

パスを用いた．

東西の耕作面間の垂直変位については，変位量が小

畔のずれの水平方向の量については，畔が侵食され

さいためか，空中写真から西側隆起の傾向を明確に読

後退したと推定される範囲を考慮して測定した．その

み取ることはできない．また，地震後の農地整備によ

結果，畔 a－a’ の肩の延長で水平距離が約 2m であっ

り，段差が均されている可能性がある．

た（図 4C・D）．一方，垂直方向のずれの量について

なら

は，畔 a－a’ の肩が侵食されているため測点を設ける
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図 4 調査地状況写真．2013 年 4 月 4 日撮影．写真撮影位置・方向および目印の赤白ポール（高さ 2m）の位置を図 5 に示す．
A：全景写真．下流側から撮影．渡邊・佐藤（1928）の第 8 図版第 3 図（国立国会図書館デジタル化資料で閲覧可能）とほぼ同
じアングルである．B：上流側から撮影．C：右岸側から撮影．屈曲した畔（図 5 の a-a’）の外形に沿って巻尺のテープを配置し
ている．写真中央で横方向に置かれたスケールの長さは 2m，縦方向に置かれたスケールの長さは 3m である．D：C と同じ状況
を左岸側から撮影．E：東西の耕作面間の段差を下流側から撮影．比高 20cm 強で，西側（写真右側）が高い．

ことが難しいことから，東西の耕作面間の段差のうち，

4．断層変位地形の認定

畔 a－a’ 寄りで段差が比較的明瞭な箇所における高さ
を測定した．その結果，段差は 20cm 強で，西側上り
であった（図 4E）．

調査地がある谷における当時の地表地震断層に関す
る記載としては，大日本帝国陸地測量部（1927），田中
（1928），Yamasaki and Tada（1928）および渡邊・佐
藤（1928）の 4 つの文献がある（岡田・松田，1997）．
この中で渡邊・佐藤（1928）は，この谷に関する最も

10

曽根原 崇文・草野 高志／地質技術

第 3 号（2013）5-12

図 5 簡易測量平面図．毛羽付きの実線は畔や水路の段差を示す（毛羽側が低位）．丸印は畔の段差を計測した箇所で，付された
数値はその比高を示す（例：H＝33cm）．丸囲いの A－E は図 4 の写真撮影位置・方向を示す．星印は図 4 写真の赤白ポールの
位置を示す．畔 a－a’，b’ および c’ は図 3B と対応する．

詳細な報告であり，本文と平面図に加え写真とスケッ
チを残している．それによると，この谷底には明瞭な

55cm となる（表 2）．
今回測定された畔の水平方向のずれ（左ずれ約 2m）

地表地震断層が現れ，耕地の畔が変位していたとされ

は，渡邊・佐藤（1928）などによる当時の断層変位量

る．また，断層の走向は N10－20°W で，水平変位が

およびセンス（左ずれ 1.5－2.3m）と整合的である（表

左ずれ 2m，垂直変位が西側隆起 30cm であったとされ

2）．したがって，畔の屈曲は当時の断層変位によるも

る（渡邊・佐藤，1928）．この他の文献における記載

のであると推定される．

もこれとほぼ同様であり，それらを総合すると，この

一方，東西の耕作面間の段差（西側上り 20cm 強）

谷における地表地震断層は北北西－南南東走向で，水

は，当時の断層変位量（西側隆起 30－55cm）に比べて

平変位が左ずれ 1.5－2.3m，垂直変位が西側隆起 30－

小さい（表 2）．地震後に耕地として利用するに当たっ

表 2 調査地がある谷における 1927 年当時の地表地震断層の走向，水平変位および垂直変位と本
研究による微地形の計測結果．＊は岡田・松田（1997）が原著から読み取ったもの．
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て段差が均されたことや，耕地が放棄された後に侵食

佃ほか（1989）のトレンチ調査結果などに基づき，郷

により段差が不明瞭になったことが，その違いを生じ

村断層の左横ずれ速度が概ね 0.2－0.3m ／千年で，平

させた可能性として挙げられる．しかし，段差の落水

均活動間隔が 10,000－15,000 年程度と見積もっている

方向は断層変位のセンスと整合的であることから，こ

（表 1）．しかしながら，同委員会は今後の課題として，

の段差も断層変位地形を反映したものと考えられる．

平均活動間隔に関するより精度の高い資料を得る必要

以上のことから，今回確認した耕地の畔の屈曲およ
び段差は，1927 年の地表地震断層による変位地形をほ
ぼそのままの形で残していると推定される．

性を指摘している．
トレンチ調査を行う際には，活断層が通る正確な場
所を特定して掘削することが必要であるが，郷村断層
については，北丹後地震から 86 年以上も経過してお

5．今後の展望

り，地表地震断層の位置が明確に分かる場所は，国の
天然記念物となった地点を除くと極めて乏しい．その

5. 1．山陰海岸ジオパークのジオサイトとして

点，今回確認された 1927 年の地表地震断層の痕跡地は

郷村断層は，山陰海岸ジオパーク（2008 年に日本ジ

有利である．しかし，現場周辺は湿地状となっている

オパーク認定，2012 年に世界ジオパークネットワーク

ため，重機を運ぶ作業道や作業現場の足場を整備する

認定）のジオエリアに含まれており，国の天然記念物

必要があり，それが大きな課題として残される．

でもある断層保存箇所が，公式ホームページに紹介さ

一方，ジオパークとして活用するのであれば，でき

れている．これらの断層保存箇所は，地震直後から保

る限り現況地形を改変せずに調査することが望まし

全されており，当時の状況をよく示しているものとし

い．例えば，極浅層反射法地震探査や地中レーダ探査と

て，学術的に価値が高い．一方，今回確認された 1927

いった非破壊地下探査が調査手法として挙げられる．

年の地表地震断層の痕跡地は，耕地としてその地形が

また，これと併せて断層を挟んだ両側において小型ジ

利用されることで，地震発生後 86 年にも渡り断層変位

オスライサーや簡易ボーリングにより地質試料を採取

地形が保持されてきた．これは天然記念物としての保

すれば，より詳しい検討が可能になると考えられる．

存箇所とは違った特徴を有しており，ジオサイトの一

今回確認された 1927 年の地表地震断層の痕跡地は，

つとして教育・観光に活用することが今後の展望の一

累積変位量の大きな地域にも当たるため，郷村断層の

つとして考えられる．

活動履歴を解明する上で新たなデータを得られる可能

ジオサイトとして整備するには，まず現況を保存す
る必要があろう．耕地が放棄されて以降，谷の中央に

性がある．同地点を対象とした活断層研究が進むこと
が期待される．

は流路が出来ており，それによって周辺の侵食が進み，
断層変位を示す微地形が失われつつある．これを防ぐ
には，上流において流路を変更し，谷の左岸側水路へ
導水することが，有効かつ簡便な方法と考えられる．
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