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空中写真判読

後期更新世以降の

活動性評価

文献調査

地質調査等

考慮すべき断層と評価

活動性あり

活動性なし

地震分布との対応

・地震発生状況

考慮すべき断層等ではない

２．敷地周辺陸域の活断層評価の概要

敷地周辺陸域敷地周辺陸域敷地周辺陸域敷地周辺陸域のののの活断層評価活断層評価活断層評価活断層評価のののの概要概要概要概要①①①①

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

①加護坊山－箟岳山断層

（約17km）

②旭山撓曲・須江断層

（約16km）

③2003年宮城県中部の地震

南部セグメント断層

（約12km）

敷地周辺陸域の活断層評価フロー（敷地を中心とする半径約30kmの範囲）

断層断層断層断層・リニアメント・リニアメント・リニアメント・リニアメント名名名名 断層長断層長断層長断層長ささささ

①①①① 加護坊山加護坊山加護坊山加護坊山－－－－箟岳山断層箟岳山断層箟岳山断層箟岳山断層 約約約約17km17km17km17km

②②②② 旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲・・・・須江断層須江断層須江断層須江断層 約約約約16km16km16km16km

③③③③ 2003200320032003年宮城県中部年宮城県中部年宮城県中部年宮城県中部のののの地震南部地震南部地震南部地震南部セグメントセグメントセグメントセグメント断層断層断層断層 約約約約12km12km12km12km

④ 大又～平筒沼～長根周辺のリニアメント

－

（侵食地形）

⑤ 西嶺及び峯畑～高屋敷周辺のリニアメント

⑥ 上品山西断層

⑦ 牧山周辺及び日和山周辺のリニアメント

⑧ 谷地中～水沼山～内ノ原周辺のリニアメント

⑨ 保呂羽山北東～楯火峠西方周辺のリニアメント

⑩ 寺浜～大指周辺のリニアメント

⑪ 峠崎南東～寺下周辺のリニアメント

⑫ 大須～桑浜周辺のリニアメント

⑬ 谷川南方～給分浜南方のリニアメント

⑭

大石原浜西方～荻浜西方周辺

及び竹浜～狐崎浜周辺のリニアメント

⑮ 山鳥周辺のリニアメント

⑯ 金華山中央及び鮑荒崎北西周辺のリニアメント

敷地周辺陸域の活断層評価（敷地を中心とする半径約30kmの範囲）

� 敷地周辺陸域で実施した文献調査，空中写真判読，地質調査等の結果を踏まえ，後期更新世以降（約

12～13万年前以降）の活動が否定できない陸域の断層等について，「加護坊山－箟岳山断層」及び「旭

山撓曲・須江断層」を考慮すべき断層として評価した。

� また，2003年宮城県中部の地震発生状況を踏まえ，「2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層」を

考慮すべき断層として評価した。

考慮すべき断層として，

評価結果を本資料に

示す。

考慮すべき断層等で

はない

（評価結果を『補足説

明資料 ２．敷地周辺及

び近傍陸域の活断層

評価の概要（p16～

83）』に示す）
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２．敷地周辺陸域の活断層評価の概要

敷地敷地敷地敷地周辺陸域周辺陸域周辺陸域周辺陸域のののの活断層評価活断層評価活断層評価活断層評価のののの概要概要概要概要②②②②

反射法地震探査

（東北電力K-1測線）

にて断層が認められない。

重力異常の急変部の屈曲，

2003年宮城県中部の地震の

本震に対応する南北走向の

逆断層タイプの余震分布より

決定された須江断層北端

位置までの区間を評価。

反射法地震探査

（東北電力A-b測

線）にて断層が認

められない。

【【【【 2003200320032003年宮城県中部年宮城県中部年宮城県中部年宮城県中部のののの地震南部地震南部地震南部地震南部セグメントセグメントセグメントセグメント断層断層断層断層にににに関関関関するするするする評価評価評価評価】】】】

� 2003年宮城県中部の地震の前震の震源断層について，後期更新世以降の

活動性を考慮する（2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層）。

� 2003年宮城県中部の地震の前震のメカニズム解，余震分布等から位置を

設定。

� 活動性を考慮する区間は，海野ほか（2004），Hikima and Koketsu（2004）等

を踏まえ，石巻新港付近から宮戸島沖付近までの約12kmとする。

【【【【旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲・・・・須江断層須江断層須江断層須江断層にににに関関関関するするするする評価評価評価評価】】】】

� 大塩背斜，旭山撓曲，広渕向斜及び須江断層は大局的な地質構造の観点

から， 一連の断層関連褶曲と見なすことができる。

� 須江断層は，深度方向に，2003年宮城県中部の地震の震源断層に連続す

ると判断されること等から，後期更新世以降の活動性を考慮する。

� 活動性を考慮する区間は，和渕山丘陵北東付近から東北電力Ａ－ｂ測線

の石巻新港付近直前までとし，約16kmとする。

【【【【加護坊山加護坊山加護坊山加護坊山－－－－箟岳山箟岳山箟岳山箟岳山断層断層断層断層にににに関関関関するするするする評価評価評価評価】】】】

� 加護坊山－箟岳山丘陵の北東側に，中新統及び鮮新統を変形させる撓曲

構造を伴う２条の南西傾斜の逆断層が存在する。

• 丘陵麓部付近に認められる鮮新統を変位・変形させる逆断層と，その北側

の丘陵裾部に認められる低角度の逆断層の２条が存在する。

• 北側の丘陵裾部に認められる低角度の逆断層は，南側の丘陵麓部付近の

断層の前面側に派生するような形状で分布することから，断層活動の進展

に伴うフロントマイグレーションにより形成された断層と考えられる。

• 北側の低角度の逆断層は，一部で沖積層を変位あるいは変形させている

可能性があることから，後期更新世以降の活動性を考慮する。

� 活動性を考慮する区間は，反射法地震探査にて断層が認められない東北

電力K-1測線から，重力異常の急変部の屈曲や2003年宮城県中部の地震

の本震に対応する南北走向の逆断層タイプの余震分布より決定された須

江断層北端位置までとし，約17kmとする。

2003年宮城県中部の地震の

前震のメカニズム解，余震分

布等から位置を設定。
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� 地表地質調査の結果から，下表の判読されたリニアメント付近には，同方向の断層が認められないか，一部に中・古生界の断層が認められ

るものの，その断層は前期白亜紀中の大島造山運動によって形成されたものであると考えられる。

� 判読されたリニアメントは，主として地層境界を反映した岩質の差に起因する侵食地形，岩盤中に発達する節理，へき開の構造を反映した侵

食地形，熱水変質による軟質化を反映した侵食地形，一部で見られる断層破砕帯の脆弱部等を反映した侵食地形，浜堤形成時の海食崖，

扇状地面の末端に低崖が判読されたもの等と考えられることから，変動地形ではないものと判断される。

リニアメントリニアメントリニアメントリニアメント名名名名

断層断層断層断層のののの

存否存否存否存否

調査結果調査結果調査結果調査結果 活動性活動性活動性活動性のののの有無有無有無有無 補足説明資料補足説明資料補足説明資料補足説明資料

④大又～平筒沼～長根周辺のリニアメント × 発達する節理及びやや軟質な鮮新統を反映した侵食地形と判断 無 p.18-22

⑤西嶺及び峯畑～高屋敷周辺のリニアメント × 発達する節理及びやや軟質な鮮新統を反映した侵食地形と判断 無 p.23-27

⑥上品山西断層 × 岩質の硬軟差及び発達する節理を反映した侵食地形と判断 無 p.28-32

⑦牧山周辺及び日和山周辺のリニアメント × 発達する節理・へき開を反映した侵食地形及び浜堤形成時の海食崖と判断 無 p.33-37

⑧谷地中～水沼山～内ノ原周辺のリニアメント ×

岩質の硬軟差及び発達する節理・へき開を反映した侵食地形、一部は扇状地面の末

端の低崖と判断

無 p.38-42

⑨保呂羽山北東～楯火峠西方周辺のリニアメント ○

北半部では主に岩質の硬軟差及び発達するへき開を反映した侵食地形、南半部では

岩質の硬軟差及び断層破砕部を反映した侵食地形と判断

無 p.43-47

⑩寺浜～大指周辺のリニアメント × 岩質の硬軟差を反映した侵食地形と判断 無 p.48-53

⑪峠崎南東～寺下周辺のリニアメント × 岩質の硬軟差及び発達するへき開を反映した侵食地形と判断 無 p.54-59

⑫大須～桑浜周辺のリニアメント × 岩質の硬軟差を反映した侵食地形と判断 無 p.60-65

⑬谷川南方～給分浜南方のリニアメント × 岩質の硬軟差及びやや軟質な未区分鮮新統を反映した侵食地形と判断 無 p.66-68

⑭大石原浜西方～荻浜西方周辺

及び竹浜～狐崎浜周辺のリニアメント

× 岩質の硬軟差及び発達するへき開を反映した侵食地形と判断 無 p.69-72

⑮山鳥周辺のリニアメント × 熱水変質による硬軟差を反映した侵食地形と判断 無 p.73-77

⑯金華山中央及び鮑荒崎北西周辺のリニアメント × 発達する節理を反映した侵食地形と判断 無 p.78-83

２．敷地周辺陸域の活断層評価の概要

【【【【参考参考参考参考】】】】そのそのそのその他他他他のののの活断層活断層活断層活断層・リニアメントの・リニアメントの・リニアメントの・リニアメントの評価評価評価評価
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広域活断層分布と活断層モデル

� 文献調査の結果から，敷地を中心とする半径約30km以遠の陸域の主な

断層及び歴史地震は，下表のとおりであり，これらの断層について後期

更新世以降の活動性を考慮する。

断層名

地震調査研究推進本部（2006）

による断層長さ(km)

Ⅰ 長町－利府線断層帯 21～40

Ⅱ 双葉断層 16～40

Ⅲ 福島盆地西縁断層帯 57

Ⅳ 山形盆地断層帯 60

Ⅴ 北上低地西縁断層帯 62

Ⅵ 横手盆地東縁断層帯 56

地震名 地震規模（Ｍ）

1962年宮城県北部地震 6.5

2008年岩手・宮城内陸地震 7.2

敷地を中心とする半径約30km以遠の陸域の主な歴史地震

２．敷地周辺陸域の活断層評価の概要

【【【【参考参考参考参考】】】】敷地敷地敷地敷地をををを中心中心中心中心とするとするとするとする半径約半径約半径約半径約30km30km30km30km以遠以遠以遠以遠のののの断層評価断層評価断層評価断層評価

敷地を中心とする半径約30km以遠の陸域の主な断層

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅵ

Ⅴ
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【【【【文献調査結果文献調査結果文献調査結果文献調査結果】】】】

� 石井ほか（1982）は，旭山撓曲を挟んで，中位

段丘形成時より古い時代に形成された定高性

を示す丘陵地形に20mの高度差を生じていると

し，変位速度がＣ級あるいはかろうじてＢ級に

達する程度であるとしている。

� 「[新編]日本の活断層」（1991）によれば，旭山

東麓付近から東松島市旧矢本町五台付近に至

る長さ約８kmの区間に確実度Ⅱ，活動度B～C，

さらに，その北方及び南方延長において確実度

Ⅲと記載されている。

� 「活断層詳細デジタルマップ」（2002）によれば，

長さ約６kmの推定断層が記載されている。

３．旭山撓曲・須江断層

３３３３．．．．１１１１ 文献調査文献調査文献調査文献調査

旭山

五台
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【【【【判読判読判読判読されたリニアメントされたリニアメントされたリニアメントされたリニアメント】】】】

�「[新編]日本の活断層」（1991）の旭山撓曲にほぼ対応。

�石巻市旧河南町箱清水付近～東松島市旧矢本町上前

柳南方の丘陵東縁沿いに至る約12km（Ｌ
Ｃ

～Ｌ
Ｄ

ランク）。

�須江断層付近にはリニアメントは判読されない。

箱清水

上前柳

３．旭山撓曲・須江断層

３３３３．．．．２２２２ 変動地形学的調査変動地形学的調査変動地形学的調査変動地形学的調査 【【【【空中写真判読図空中写真判読図空中写真判読図空中写真判読図】】】】
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【【【【構成構成構成構成するするするする主主主主なななな地層地層地層地層】】】】

� 中新統（追戸層，三ツ谷層 等）,鮮新統（仙台層

群）が分布している。

� 大塩背斜，広渕向斜が認められる。

� 旭山撓曲は，中新統と鮮新統の境界付近で地

層が急傾斜し，一部で断層化している南北の

帯状部に認められる。

� 須江断層は反射法地震探査結果（Kato et al., 

2004・2006 等）により確認されている。

３．旭山撓曲・須江断層

３３３３．．．．３３３３ 地表地質調査地表地質調査地表地質調査地表地質調査 【【【【地質図地質図地質図地質図】】】】

旭山撓曲→

←須江断層

広渕向斜

大塩背斜→
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�旭山撓曲及び須江断層は，大塩背斜に並行する。

�旭山撓曲は南方ほど緩傾斜であり，さらにその南

部では撓曲構造は認められない。

旭山撓曲

須江断層

大塩背斜

広渕向斜

３．旭山撓曲・須江断層

３３３３．．．．３３３３ 地表地質調査地表地質調査地表地質調査地表地質調査 【【【【地質断面図地質断面図地質断面図地質断面図】】】】
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前里

旭山撓曲→

←須江断層広渕向斜

大塩背斜→

【【【【旭山丘陵旭山丘陵旭山丘陵旭山丘陵】】】】

� 中新統及び鮮新統の地質構造は，ほぼ南北方向に

延びる軸をもつ緩やかな褶曲構造で特徴づけられる。

� 大塩背斜が連続し，その東側の沖積低地部には広

渕向斜が推定される。

� 東松島市旧矢本町前里北方付近で，旭山撓曲を右

横ずれに変位あるいは変形させているNE-SW走向

の断層が認められる。

� 大塩背斜の走向はこの付近で変化している。

� これより南方では撓曲構造が解消される傾向を示す。

【【【【須江丘陵須江丘陵須江丘陵須江丘陵】】】】

� 中新統及び鮮新統の地質構造はNNW-SSE

～N-S走向で，西傾斜の同斜構造で特徴づけ

られ，広渕向斜の東翼を構成している。

３．旭山撓曲・須江断層

３３３３．．．．３３３３ 地表地質調査地表地質調査地表地質調査地表地質調査 【【【【地質構造図地質構造図地質構造図地質構造図】】】】



35

←旭山撓曲

広渕向斜

←大塩背斜

旭山東方付近

急傾斜した鮮新統表沢層と中新統追戸層の境界部

に逆断層が認められる。

崖錐堆積物

鮮新統表沢層

中新統追戸層

E←
→W

旭山撓曲により変形した鮮新統表沢層（東側に20～40°傾斜）を

中位段丘堆積物が不整合に覆っている。

凡 例

箱清水付近

ENE← →WSW

中位段丘

堆積物

↑

鮮新統表沢層

SW← →NE

鮮新統

亀岡層

鮮新統

竜の口層

高寺南方付近

急傾斜から一部逆転した鮮新統亀岡層と竜の口層の境界

部に逆断層が認められる。

３．旭山撓曲・須江断層

３３３３．．．．３３３３ 地表地質調査地表地質調査地表地質調査地表地質調査 【【【【旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲のののの露頭露頭露頭露頭スケッチスケッチスケッチスケッチ】】】】

※旭山撓曲の各露頭スケッチの詳細については，『補足説明資料 ３．旭山撓曲・須江断層（p90～93）』に示す。
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海野ほか（2004）による2003年宮城県中部の地震の

前震・本震・最大余震及びＰ波初動メカニズム解の各深度の分布

海野ほか（2004） によれば，2003年

宮城県中部の地震の前震，本震及

び最大余震の発震機構は，いずれ

も逆断層型のメカニズム解を示す

が，それぞれ主応力軸の方向に相

違がみられるとしている。

2003年宮城県中部の地震の余震分布（海野ほか（2004））に一部加筆

（観測点補正値に基づく震源位置再決定）

海野ほか（2004） によれば，余震分布に基づき，北緯38.44度付近を境に，

北側領域ではほぼ西側に約50°傾斜した面，南側領域ではほぼ北西方向

に約40°傾斜した面が認められるとしている。

３．旭山撓曲・須江断層

３３３３．．．．４４４４ 2003200320032003年宮城県中部年宮城県中部年宮城県中部年宮城県中部のののの地震地震地震地震①①①①

※2003年宮城県中部の地震に関する文献の詳細については，『補足説明資料 ３．旭山撓曲・須江断層（p85～86）』に示す。

※海野ほか（2004）では，ASは旭山撓曲，ＩＳは石巻湾断層を示すが，

本資料では，ＡＳは旭山撓曲，ＩＳは須江断層に相当する。



38

東京大学Kanan2003測線の地質構造と2003年宮城県中部の地震の余震分布との関係

３．旭山撓曲・須江断層

３３３３．．．．４４４４ 2003200320032003年宮城県中部年宮城県中部年宮城県中部年宮城県中部のののの地震地震地震地震②②②② � Kato et al.（2004，2006） 等によれば，須江断層は，断層面の深部への延長が

2003年宮城県中部の地震の余震分布から想定される震源断層にほぼ一致す

ることから，震源断層の地表延長部に相当する可能性が高いとしている。

東京大学Kanan2003測線

←須江断層

旭山撓曲→

地質断面図（B-B’断面）

須江

断層

旭山

撓曲

大塩

背斜

広渕

向斜

� 大塩背斜，旭山撓曲，広渕

向斜及び須江断層は大局

的な地質構造の観点から，

一連の断層関連褶曲と見

なすことができる。

一連の断層関連褶曲と考える

Ｂ
Ｂ´

Ｂ Ｂ´

� 上記を踏まえ，地表では緩やかな褶曲構造として表現される地質構造の根源として，

須江断層及び旭山撓曲を一連の構造として評価する。

※2003年宮城県中部の地震に関する文献の詳細について

は，『補足説明資料 ３．旭山撓曲・須江断層（p88）』に示す。
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須江断層須江断層須江断層須江断層

須江断層須江断層須江断層須江断層

須江断層延長想定位置須江断層延長想定位置須江断層延長想定位置須江断層延長想定位置

３．旭山撓曲・須江断層

３３３３．．．．５５５５ 地下地質構造調査地下地質構造調査地下地質構造調査地下地質構造調査 【【【【須江断層須江断層須江断層須江断層】】】】

※各探査結果の詳細については，『補足説明資料 ３．旭山撓曲・須江断層（p88～89,97）』に示す。

←須江断層

広渕向斜

東京大学Kanan2003測線では，

須江断層を確認。

産総研Line-1測線では，

須江断層を確認。

東北電力A-b測線では，須江

断層延長想定位置付近に断

層は認められない。
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旭山撓曲延長想定範囲

東北電力上前柳測線では，旭山撓曲延長想

定位置付近に撓曲構造は認められない。

石油資源開発㈱Line-87-7測線
＊

及び産総研

Line-3測線では，対称な背斜構造の東翼が認

められ，旭山撓曲に対応する撓曲構造は認め

られない。

＊石油資源開発㈱Line-87-A，Line-87-7測線に

東北電力㈱が独自に解釈を加えたものである。

旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲

旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲

旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲

３．旭山撓曲・須江断層

３３３３．．．．５５５５ 地下地質構造調査地下地質構造調査地下地質構造調査地下地質構造調査 【【【【旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲】】】】

←須江断層

広渕向斜

旭山撓曲

↓

大塩背斜→

※各探査結果の詳細については，『補足説明資料 ３．旭山撓曲・須江断層（p88～89,95～96,99～100）』に示す。

東京大学Kanan2003測線

では，旭山撓曲を確認。

産総研Line-1測線では，

旭山撓曲を確認。

石油資源開発㈱Line-87-A測線
＊

では，旭山撓曲を確認。
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2003年宮城県中部の地震の余震分布（海野ほか（2004））に一部加筆

（観測点補正値に基づく震源位置再決定）

�東北電力Ａ－ｂ測線は2003年

宮城県中部の地震の余震分

布
*

（海野ほか（2004） ）の南

限とほぼ対応している。

＊本震に対応した中央部の東西方向の

主応力軸でＮ－Ｓ方向の走向を持つ

西傾斜の面をなす余震

東北電力Ａ－ｂ測線地質解析断面図

反射法地震探査反射法地震探査反射法地震探査反射法地震探査（（（（東北電力東北電力東北電力東北電力Ａ－ｂＡ－ｂＡ－ｂＡ－ｂ測線測線測線測線））））のののの結果結果結果結果からからからから，，，，須江断層南方延長須江断層南方延長須江断層南方延長須江断層南方延長にににに相当相当相当相当

するするするする石巻新港付近石巻新港付近石巻新港付近石巻新港付近にはにはにはには断層断層断層断層がががが認認認認められないめられないめられないめられない。。。。

須江断層須江断層須江断層須江断層のののの南端南端南端南端はははは，，，，東北電力東北電力東北電力東北電力Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－ｂｂｂｂ測線測線測線測線のののの石巻新港付近直前石巻新港付近直前石巻新港付近直前石巻新港付近直前とするとするとするとする。。。。

旭山撓曲→

←須江断層広渕向斜

大塩背斜→

須江断層延長想定位置須江断層延長想定位置須江断層延長想定位置須江断層延長想定位置

３．旭山撓曲・須江断層

３３３３．．．．６６６６ 端部端部端部端部のののの評価評価評価評価 【【【【南端南端南端南端のののの評価評価評価評価】】】】

※探査結果及び文献調査結果の詳細については，『補足説明資料 ３．旭山撓曲・須江断層（p86,97）』に示す。

※海野ほか（2004）では，ASは旭山撓曲，ＩＳは石巻湾

断層を示すが，本資料では，ＡＳは旭山撓曲，ＩＳは

須江断層に相当する。
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旭山撓曲→

←須江断層広渕向斜

大塩背斜→

2003年宮城県中部の地震の余震分布（海野ほか（2004））

観測点補正値に基づく震源位置再決定

� 2003年宮城県中部の地震の余震

は重力異常急変部に沿って分布

する。

� 和渕丘陵北東付近で，高重力異

常領域の尾根状の張り出し部縁

辺の急変部は，屈曲してＮW－SE

方向に連続する。

旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲・・・・須江断層須江断層須江断層須江断層のののの北端北端北端北端はははは，，，，和渕丘陵北東付近和渕丘陵北東付近和渕丘陵北東付近和渕丘陵北東付近とするとするとするとする。。。。

和渕丘陵

３．旭山撓曲・須江断層

３３３３．．．．６６６６ 端部端部端部端部のののの評価評価評価評価 【【【【北北北北端端端端のののの評価評価評価評価】】】】

� 産業技術総合研究所（2013)のデータを使用

� ブーゲー密度は2.67g/cm
3

と仮定

� ブーゲー異常値のコンター間隔は２mGal

※文献調査結果の詳細については，『補足説明資料 ３．旭山撓曲・須江断層（p86）』に示す。

※海野ほか（2004）では，ASは旭山撓曲，ＩＳは石巻湾断層を示すが，

本資料では，ＡＳは旭山撓曲，ＩＳは須江断層に相当する。

凡 例

東北電力東北電力東北電力東北電力Ａ－ｂＡ－ｂＡ－ｂＡ－ｂ測線測線測線測線
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【【【【旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲旭山撓曲・・・・須江断層須江断層須江断層須江断層にににに関関関関するするするする評価評価評価評価】】】】

� 大塩背斜，旭山撓曲，広渕向斜及び須江断層は大局的な地質構造

の観点から， 一連の断層関連褶曲と見なすことができる。

� 須江断層は，深度方向に，2003年宮城県中部の地震の震源断層に

連続すると判断されること等から，後期更新世以降の活動性を考慮

する。

� 活動性を考慮する区間は，和渕丘陵北東付近から東北電力Ａ－ｂ測

線の石巻新港付近直前までとし，約16kmとする。旭山撓曲→

須江断層→

広渕向斜

大塩背斜→

約16km

反射法地震探査

（東北電力A-b測

線）にて断層が

認められない。

重力異常の急変部の屈曲，

2003年宮城県中部の地震の

本震に対応する南北走向の

逆断層タイプの余震分布より

北端を決定。

和渕丘陵

３．旭山撓曲・須江断層

３３３３．．．．７７７７ まとめまとめまとめまとめ
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３．１ 文献調査

３．２ 変動地形学的調査

３．３ 地表地質調査

３．４ 2003年宮城県中部の地震

３．５ 地下地質構造調査

３．６ 端部の評価

３．７ まとめ

４４４４．．．．2003200320032003年宮城県中部年宮城県中部年宮城県中部年宮城県中部のののの地震南部地震南部地震南部地震南部セグメントセグメントセグメントセグメント断層断層断層断層

５５５５．．．．加護坊山加護坊山加護坊山加護坊山－－－－箟岳山箟岳山箟岳山箟岳山断層断層断層断層

５．１ 文献調査

５．２ 変動地形学的調査

５．３ 地表地質調査

５．４ 地下地質構造調査
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５．６ まとめ

６６６６．．．．敷地敷地敷地敷地周辺陸域周辺陸域周辺陸域周辺陸域のののの活断層評価活断層評価活断層評価活断層評価のまとめのまとめのまとめのまとめ
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【【【【2003200320032003年宮城県中部年宮城県中部年宮城県中部年宮城県中部のののの地震地震地震地震のののの震源断層震源断層震源断層震源断層についてについてについてについて】】】】

� 海野ほか（2004），Hikima and Koketsu（2004）等か

ら，2003年宮城県中部の地震に関連する３方向の

震源断層モデルのうち，前震に対応するNE-SW走

向，北西傾斜をなす震源断層が想定される。

� 重力異常によれば，石巻湾付近で急変部がENE-

WSW方向に変化し，南東側に基盤の高まりが想定

される。

� 地表地質調査等の結果から，旭山撓曲の南部を変

位あるいは変形させているNE-SW走向の右横ずれ

断層が複数認められ，並走する大塩背斜がこの付

近でNNE-SSW走向に変化している。

� 旭山撓曲南方では撓曲構造が解消される傾向が

認められる。

前震

前震

Hikima and Koketsu （2004）に一部加筆

【【【【評価評価評価評価】】】】

� 文献調査等の結果を踏まえ，2003年宮城県中部の地震の前震の震源断層について，後期更新世以降の活動性を考

慮する（2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層）。

� 2003年宮城県中部の地震の前震のメカニズム解，余震分布等から位置を設定。

� 活動性を考慮する区間は，海野ほか（2004），Hikima and Koketsu（2004）等を踏まえ，石巻新港付近から宮戸島沖付

近までの約12kmとする。

� 産業技術総合研究所（2013）

のデータを使用

� ブーゲー密度は2.67g/cm
3

と

仮定

� ブーゲー異常値のコンター間

隔は２mGal

↑

宮戸島宮戸島宮戸島宮戸島

石巻新港石巻新港石巻新港石巻新港

↓

約約約約12km

※文献調査結果の詳細については，『補足説明資料 ４．2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層（p102）』に示す。

４．2003年宮城県中部の地震南部セグメント断層

2003200320032003年宮城県中部年宮城県中部年宮城県中部年宮城県中部のののの地震南部地震南部地震南部地震南部セグメントセグメントセグメントセグメント断層断層断層断層

凡 例

東北電力東北電力東北電力東北電力Ａ－ｂＡ－ｂＡ－ｂＡ－ｂ測線測線測線測線


