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2013年 7月に実施された人工地震探査の様子 

『写真中の白い特殊トラックが起震車であり、複数台が精密に同期して振動することによ

り人工的に地震動を発生させる。地下の不連続面などで反射して帰ってくる地震波を地表

に並べた多数の地震計でとらえて、地下構造を調べる。』 



 

－ 

 

―警固断層帯（南東部）の調査観測ー 

 

  九州大学大学院理学研究院 清水 洋 

 

   

  警固断層帯北西部では、2005年に玄界灘においてマグニチュード 7.0の福岡県

西方沖地震が発生し、福岡市街地を通過する同断層帯南東部の活動が懸念されてい

る。国の地震調査研究推進本部によると、警固断層帯南東部で地震が発生した場合、

マグニチュードは 7.2程度、今後 30年間の地震発生確率は 0.3〜6%と評価されてお

り、わが国の主な活断層の中では発生確率が高いグループに属している。しかしな

がら、地下深部の断層形状や平均的なずれの速度が不明であることなど、断層の特

性が十分に把握できているわけではない。また、陸域と博多湾とで断層の活動時期・

活動回数に違いが見られるほか、断層南東延長部の評価も不十分である。そこで、

これらの課題を踏まえて警固断層帯の基本情報の高度化と強震動予測の高精度化を

達成することを目標に、平成 23−25 年度の文部科学省委託事業として、「警固断層

帯（南東部）における重点的な調査観測」が、九州大学を代表機関とする研究グル

ープによって実施された。 

 本特集では、上記調査観測のサブテーマの中から３つの課題について、その調査

結果を簡単に紹介する。下山正一氏には海域（博多湾内）における断層の位置形状

と活動履歴について、また、宮下由香里・吉岡敏和氏には陸域における位置形状と

活動履歴についてそれぞれ解説いただいた。さらに、西島 潤・藤光康宏・渡邊公

一郎氏には警固断層帯周辺の重力異常と表層地盤について解説いただいた。この委

託事業では、これらの調査のほかに、自然地震観測と人工地震探査による断層帯の

深部構造や、微動探査による福岡都市圏の深部地盤構造モデルの研究も行われ、こ

れらの調査結果や研究成果に基づいて、警固断層帯（南東部）の震源断層モデルの

作成と強震動シミュレーションが実施された。今回提出された震源断層モデルは、

地震調査研究推進本部による従来の震源断層モデルと長さ・幅ともに同じであった

が、アスペリティ（断層面上で特に大きい地震波を出す領域）の位置が従来のモデ

ルと異なるため、シミュレーションの結果、従来の想定よりも大振幅の地震動に見

舞われる可能性が示された。 

 これらの結果には、なお多くの不確定要素が残されており、今後もさらに調査研

究を進める必要がある。同時に、今回の成果を自治体の地域防災計画に反映させる

ための検討や、住民の防災意識向上と防災対策に役立てる啓発活動が必要であろう。 

 

（専門：地球惑星科学部門 観測地震・火山学） 

 

巻 頭 言 



博多湾内警固断層帯の分布特性と 

 

九州大学大学院理学研究院 

地球惑星科学部門 

下山 正一 

 

１．はじめに 

 平成 23 年度から 25 年度文部科学省重点調査

「警固断層帯（南東部）における重点的な調査観

測」（研究代表者 九州大学大学院理学研究院教

授・地震火山観測研究センター長：清水 洋）が

終了した。このうち、サブテーマ（1-2）「博多湾

内における活断層の詳細位置と分布形状の把握」

およびサブテーマ（3-2）「博多湾内及び周辺地域

の活断層の活動性及び活動履歴調査」*）の成果に

ついて報告したい。 

 

２．これまでの研究 

 警固断層帯は北西部と南東部の2つのセグメン

トに区分されている（図-1）。北西部は 2005 年 3

月20日に発生した、「福岡県西方沖地震（マグニ

チュード7.0）」の震源断層であり、南東部（狭義

の警固断層）はその延長部で、福岡県西方沖地震

では活動していない。 

 警固断層南東部は福岡市中心地など、福岡平野

の人口密集地を通過しているため、防災上、断層

の長さや活動履歴などの詳細を知る必要がある。

これまでに福岡市薬院トレンチ調査（福岡市、

2001；下山ほか、2005）、太宰府市大佐野トレン

チ調査（福岡県、1996）、博多湾のピストンコア

調査（岡村ほか、2009）、大野城市上大利トレン

チの調査（宮下ほか、2007）、福岡市による中央

区の浜の町公園でトレンチ調査（福岡市、2009；

福岡市史編集委員会、2013）が実施されている。 

 これらの結果を照合すると、報告されている最

新活動時期は、博多湾コアリング地点と上大利ト 

 

 

 

レンチでは約 4,000年前、浜の町トレンチでは約

8,000 年前が最新活動時期である。特に博多湾コ

アリング地点と浜の町トレンチの間のわずか約

5.5kmの区間で最新活動時期が大きく異なってい

るため、解明が求められている。 

そこで、博多湾での警固断層帯の分布形状と最

新活動時期を明らかにすることを目的として調

査を実施した。博多湾での断層位置の特定のため

に海底音波探査を行った。さらに、断層付近でジ

オスライサーによる堆積物コア採取を行い、地層

のずれ量と地層の年代を決定し、断層の最新活動

時期を特定した。 

 

３．断層活動に2パターン 

 今回、海底音波探査の調査対象としたのは、博

多湾内のうち、警固断層帯主部の延長と考えられ

るＡ区域および海の中道断層近傍のＢ区域であ

る（図-3）。Ｂ区域は福岡県西方沖地震における博

多湾東部の余震域にあたる。海底音波探査によっ

て得た多数の反射断面から、断層位置が特定され

た地点では、岡村ほか（2009）の区分にしたがっ

て、主反射面の束を上からA層、B層、C層、D

層とした。これらの主反射面にもとづいて明らか

になった断層変形は、1）断層変位がB 層まで達

している場合、と2）B層まで達していない場合、

の２パターンがある（図-4）。前者は博多湾中央

部以北に、後者は博多湾中央部以南に分布し、活

動性に地域的な偏りがある。また、両者の境界付

近に東落ちと西落ちの断層をセットとする地溝

状構造がある（図-3）。  

 

４．最新活動の時期の差 

 さらに断層位置が特定された地点のうち、Ａ区

域では上記2つのパターンをそれぞれ代表する2 

カ所（HKA1とHKA2）を選んでジオスライサー 

調査（定方位コアリング）を行い、合計7本の堆 

積物コアを得た。Ｂ区域（HIUB1）でも4本の堆 

 

 

 

活動性について 

注） 

*）サブテーマ（1-2）および（3-2）の調査は、以下のメンバーによって実施された。 

下山正一（a）、磯 望（b）、黒木貴一（c）、岡村 眞（d） 

a）九州大学大学院理学研究院 b）西南学院大学人間科学部 c）福岡教育大学教育学部 d）高知大学理学部 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 地震調査研究推進本部地震調査委員会（2007）による警固断層帯北西部と南東部の区分（細実線）と本調査 

結果から考えられる新たな境界（地震調査研究推進本部地震調査委員会（2007）に加筆） 

凡例）星印は2005年3月20日福岡県西方沖地震の震央（大）と同4月20日最大余震の震央（小）、青実線は警固 

断層帯北西部で余震分布のトレンド，ケバ付き赤実線は南東部，ケバは下盤側，○＋と矢印は新提案の境界位置 

 

図-2 警固断層帯活動時期の比較 

左の表は既存研究、右の表は本調査の結果、白抜き以外の星印は推定される断層活動年代の中央値 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積物コアを得た。図-5にはそのうちA区域2地点

の7本の堆積物コアの写真を示した。ジオスライ

サー調査で得られた堆積物コア試料の分析の結

果、主な反射面を構成しているのは貝殻密集層で 

あった。堆積物コアの多くの層準で放射性炭素年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代測定を行った。さらにコア試料には火山ガラス

が濃集する層準が認められた。火山ガラスの屈折

率分析の結果、このテフラがK-Ahテフラと特定

されたため、火山ガラス含有量がピークとなる層

準は、ほぼ約7,300年前と考えられる。 

図-3 博多湾内活断層の分布と活動パターンによる区分 

 

図-4  主音響反射層と断層活動の2つのパターン（矢印は活断層位置） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堆積物コアの放射性炭素年代測定結果および

K-Ah テフラの降灰層準の検討結果を踏まえると、 

音響基盤D層上面（約8,900年前）以降の断層活

動イベントは、HKA1地点では少なくとも2回、 

HKA2地点では１回確認された（表-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それらの最新活動イベントの時期は、HKA1地点

で約3,800〜約5,200 cal yBPの間、HKA2地点で

約7,800〜約8,200 cal yBPの間であり（表-2）、隣

接した2地点間で活動時期が大きく異なっている

ことが確認された。 

 

 
図-5 ジオスライサー調査によって得られたＡ区域の堆積物コア 

左の4本がHKA1地点，右の3本がHKA2地点のコア（幅を2倍にしてある） 

表-1 各断層地点での垂直変位量の推定 

 

表-2 本調査地点における最新活動時期の比較 

 

 

 



５．警固断層帯のセグメント境界について  

 以上の結果を既存研究結果と比較する（図-2）

と、警固断層帯を構成する北西部と南東部の2つ

のセグメントの活動性が大きく異なること、北西

部と南東部の2つのセグメントの境界部が博多湾

中央部で地溝状凹地構造を形成しており、HKA1

地点と HKA2 地点の間に両者の活動境界がある

ことを強く示唆している（図-1、図-3）。 

このように、博多湾海上のコアリング調査地点

（岡村ほか、2009）と浜の町トレンチ調査地点（福

岡市、2009）との間に活動性の異なる2つの活動

区間の境界が存在する、と考えると両地点での最

新活動時期の差は矛盾しない。ただし、7,800〜

8,200 cal yBPの活動イベントは、警固断層帯の北

西部と南東部に共通して確認できるため、上述の

セグメント境界を越えた一連の活動であった可

能性を考慮しておく必要がある。図-2は、最新活

動時期に差があっても警固断層帯南東部の次の

活動まで間がないことを暗示している。 

 

６．Ｂ区域の断層 

 一方、海の中道断層の博多湾内延長部は、これ

まで十分な調査が実施されていなかったため、そ

の活動履歴が不明であったが、Ｂ区域での調査の

結果、発見された断層では音響基盤に相当するD

層上面のずれが明瞭であり、HIUB1地点での年代

測定の結果7,900〜8,100 cal yBPの最新断層活動

イベントを記録していることが明らかになった

（表-1、表-2）。この結果、博多湾Ｂ区域で発見さ

れた断層は活断層であり、警固断層帯（の活動）

に含まれる可能性が高い（図-1）。 

 

７．矛盾点と解釈 

 以上の結論として、警固断層帯の北西部と南東

部の断層活動の境界（セグメント境界）が博多湾

中央部のA区域内にあり、地溝状凹地構造をつく

っている可能性が高い、と考えた。しかし、今回

得られた音響反射断面図を見る限り、北西部と考

えられる活断層は2005年の福岡県西方沖地震で

は海底面まで達していない。これが本結論の矛盾

点とも考えられる。ただし、地震後の本震域の海

域断層調査（海上保安庁海洋情報部、2005）でも

断層が海底面まで達した証拠は得られていない。

したがって、2005年の福岡県西方沖地震はマグニ

チュード7.0と推定されているが、海底面に達し

ない程度に小さかったか、2段階で動いたため、

地層に周期的に記録されているもっと大きな地

震活動に至らなかった可能性がある。 
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警固断層帯（陸域）の位置形状と活動

履歴 

 

産業技術総合研究所 

活断層・火山研究部門 

宮下 由香里・吉岡 敏和 

 

１．はじめに 

 警固断層帯は、玄界灘から博多湾、福岡市、春

日市、大野城市、太宰府市を経て筑紫野市に至る

長さ約55kmの活断層である（地震調査研究推進

本部、2007）。同断層帯は、2005年福岡県西方沖

地震の震源域にあたる北西部と、博多湾から筑紫

野市の間の南東部に区分される。いずれも左横ず

れを主体とするが、断層帯南東部では南西側隆起

を示す縦ずれ成分を伴う。 

 活断層調査の究極の目的の一つは、その断層が

将来起こす地震像、すなわち、いつ（時期）、ど

こで（位置）、どれくらいの（規模）地震が発生

するのかを予測することである。これら3つのパ

ラメーターのうち、後２者については、主に断層

の位置と長さから推定される。時期については、 

 

 

 

図−1 福岡平野とその周辺の活断層分布図 

平野のほぼ中央部、筑紫野市から博多湾内に延びるのが警固断層帯南東部。平野の北東側山地との境界が宇美断層、

糸島市から南東側に警固断層帯と平行に分布するのが日向峠—小笠木峠断層。Google earth を基図とし、その上に

確実度で区分した活断層線、地形面区分を表記した。なお、地形画像を見やすくするため、地形面区分のうち沖積

面と山地斜面は表現していない。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断層の掘削調査によって過去の地震履歴を知り、

その周期性やずれの量から将来の地震像を予測

することが一般的かつ最も有効である。本研究で

は、警固断層帯（陸域）における断層帯の詳細な

位置と、過去の地震履歴をより高精度で復元する

ことを目標として、地形解析と地形地質調査を実

施した。本稿では、その結果の概要を報告する。

なお、ここでは警固断層帯南東部のうち、福岡平

野部に分布する断層を警固断層帯（陸域）と呼ぶ。 

 

２．警固断層帯（陸域）の位置 

 警固断層帯（陸域）の詳細な位置と分布形状を

知るために、高解像度 DEM（数値地図）および

空中写真を用いた地形解析と地表踏査を実施し

た。これらと既存ボーリング調査データから、断

層詳細位置を検討し、地形分類図と活断層分布図

を合わせてGIS化した（図−1）。 

 

３．警固断層帯（陸域）の過去の地震履歴調

査 

 警固断層帯（陸域）の過去の活動時期は、最新

活動が、約3,400年前〜4,300年前の間、ひとつ前 

の活動が、約7,400年前〜8,900年前の間と推定さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れている（地震調査研究推進本部、2007）。 

過去の地震の繰り返し間隔を高精度で推定す

るためには、1）それぞれの地震の年代幅が狭め

られること、2）多地点で同時期の地震の痕跡が

認められること、3）できるだけ多くの過去の地

震痕跡（古地震イベント）が抽出できること、等

が必要である。警固断層帯（陸域）については、

上述した約4千年前の最新活動が、南東部のどの

地点まで追認されるかを明らかにすることと、複

数回の古地震イベントあるいはイベント1回あた

りの変位量を明らかにすることが重要である。こ

のためには、地形地質調査に基づきターゲットと

する年代の地層が堆積している箇所を選定して、

トレンチ調査を実施することが最も効率が良い。 

しかし、福岡市部はもとより、春日市、大野城

市、太宰府市の警固断層帯分布域は、都市開発が

著しく、現時点ではトレンチ掘削調査が可能であ

るような土地がほとんど存在しない。他方、警固

断層帯分布域のうち、断層露頭やトレンチ調査等

で地質学的に断層の存在が確認されているのは、

太宰府市大佐野
お お ざ の

までである。大佐野以南（筑紫野

市）では、北西部の断層分布域と比して、トレン 

 

図−2 大野城市上大利測線における地中レーダー探査結果(上)とその解釈図(下) 

トレンチ調査等により地質構造が分かっている箇所で、地中レーダー探査を実施した。その

結果、断層面が明瞭にイメージングされていることが明らかとなった。探査を断層走向方向

に展開することにより、断層通過位置を高精度で把握することができる。 

 



図−3 筑紫野市塔原西におけるトレンチ調査結果 

左上図：調査地点位置図。2mDEMによる地形陰影図に推定断層トレースを重ねた。右上図：塔原西地点の測量図

(a)および写真(b)。赤破線の間のどこかを断層が通過すると推定した。下図：塔原西トレンチの全景写真とトレ

ンチ壁面スケッチの展開図。断層はトレンチ範囲外にあるのか、塔原西地点まで連続しないのか、さらに検討し

ていく必要がある。 



 

 

図−4 春日市九大筑紫キャンパスにおけるトレンチ調査結果 

既存文献に示された推定断層トレース上（Ａ，Ｂ，Ｃトレンチ）と本研究で推定した断層トレースの下盤側直近（Ｄ

トレンチ）でトレンチ調査を実施した。いずれのトレンチ壁面にも断層は露出しなかった。Ａ〜Ｃトレンチ範囲内

の腐植質シルト層（左下図で黒っぽく見える地層）の連続性から、この間に断層は存在しないと推定される。隣接

する航空自衛隊基地内露頭および牛頸川河床露頭の地質調査からもこの結果は支持される。本地点における断層通

過位置は、今回推定した断層トレース範囲内のうち、Ｄトレンチの東側ないし西側直近である可能性が高い。 

 

 

 



チ掘削調査が可能と思われる土地は多いが、断層

トレースが不明瞭となり、判読者間で見解の一致

を見ていない。この地域の断層通過位置を特定す

ることは、警固断層帯（陸域）の南東端部の位置

を推定する上でも重要な意味を持つ。そこで、本

研究では、これまで活動履歴調査が実施されてい

ない太宰府市大佐野以南の断層位置を特定する

ことと、古地震イベントを明らかにすることをひ

とつ目の目的とした。 

 平成 23 年度は、筑紫野市武蔵
む さ し

においてボーリ

ング調査を、平成24年度は、筑紫野市塔原西
とうのはるにし

地

点においてトレンチ調査を実施した。なお、これ

らの掘削調査に先立ち、地中レーダー探査を実施

し、この手法が地下地質構造を推定するのに有効

であることを確認した（図−2）上で、トレンチ調

査候補地選定に使用した。しかし、塔原西トレン

チ調査では、壁面に断層が露出しなかったことか

ら、断層が通過する可能性のある範囲を限定する

結果に止まった（図−3）。平成25年度は、春日市

に位置する九州大学筑紫キャンパス内において 4

個のトレンチ調査を、また、隣接する牛頸川河床

と航空自衛隊敷地内において、追加の地質調査を

実施した。これらの結果、従来断層が通過すると

考えられていた範囲には断層が分布しないこと

が明らかとなった（図−4）。 

 最新活動を含む過去3回の古地震イベントが推

定された大野城市上大利
かみおおり

のトレンチ（宮下ほか、

2007）掘削地点周辺の断層トレースは、断層露頭

直近である（唐木田ほか、1994）こともあり、大

佐野以南の断層トレースと比して、複数の文献に

よる断層推定位置が一致している。換言すれば、

大佐野以南よりも断層変位地形が明瞭である。し

かし、上大利地点の約 500ｍ北東側には、並走す

る別の断層の存在が示されている（図−1、千田ほ

か、1996、福岡県、1996、中田・今泉編、2002）。 

 上大利トレンチ掘削地点を含む断層トレース

のほかに、これと並走する断層が存在するのであ

れば、その活動時期を明らかにする必要がある。 

 そこで、本研究では、この断層の存在の有無を

含めた位置と活動履歴を明らかにすることをふ

たつ目の目的とした。平成 23 年度は、大野城市

上大利においてボーリング調査と周辺地域での

予察的な地中レーダー探査を、平成 24 年度は、

太宰府市向佐野地点でボーリング調査とトレン

チ調査を実施した。また、これらの掘削調査の前

後で、地中レーダー探査を実施した。その結果、

向佐野トレンチ壁面では断層が露出せず、断層の

存在の有無を含めてこの問題を解決するには至

らなかった。 

 

４．問題点と今後の展望 

 本プロジェクトでは、3年間にわたり、地形解

析、埋蔵文化財発掘調査資料の収集整理、地形地

質調査、地中レーダー探査、ボーリング調査、ト

レンチ調査を実施した。しかしながら、トレンチ

壁面で断層を確認することができなかった。これ

は、当初目標であった、1）これまで活動履歴調

査が実施されていない太宰府市大佐野以南の断

層位置を特定することおよび活動履歴を明らか

にすること、2）北東側に並走する断層について、

存在の有無も含めた位置と活動履歴を明らかに

すること、の2点が、課題としてそのまま残され

ていることを意味する。地形改変が古くから盛ん

であった都市部ならではの変動地形の不明瞭さ

や、調査地の少なさという不利な条件下にはある

が、大都市直下の活断層としての警固断層帯が将

来起こしうる地震の規模と時期を推定する上で、

詳細な断層通過位置と活動履歴に関する情報が

必要不可欠であることに変わりは無い。今後は、

本プロジェクトで取得した地形地質情報を活用

し、丹念にかつ粘り強く断層位置推定のための検

討をさらに進め、当初目標を達成する必要がある。 
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警固断層帯の高密度重力異常図 

および表層地盤モデル 

 

九州大学大学院工学研究院 

地球資源システム工学部門 

西島 潤・藤光康宏・渡邊公一郎 

 

１．はじめに 

 警固断層の形状を把握することは、地震被

害を予測し防災計画を立てる上で非常に重

要である。このような断層位置や形状を地表

調査から把握する手法の一つとして重力探

査が挙げられる。一般に重力探査より得られ

る重力異常は地下の密度構造の不均質性を

反映しており、密度の高い基盤岩深度を推定

することが可能である。断層近辺では基盤岩

深度に落差がある場合、重力異常は高異常か

ら低異常に急変し、破砕帯を伴う場合は、破

砕帯直上で低異常を示す。我々は、警固断層

帯陸域において警固断層の形状を高精度に

把握することを目的として高密度に測定点

を配置した重力探査を実施した。 

 また、重力異常図の解釈や警固断層帯周辺

の地盤モデル化に必要と思われる既存のボ

ーリング調査の報告書や地質関連資料及び

文献について、公的機関を中心に情報を収集

し、データベース化を行い、これらのデータ

を基に福岡平野と筑後平野の一部を対象に

250m メッシュの表層地盤モデルを作成した。 

 

２．高密度重力探査 

 高密度重力探査は、福岡市、春日市、大野

城市、太宰府市、筑紫野市において実施した。

使用した重力計は Scintrex CG-3+（#296）及

び CG-5（#549）相対重力計で、地下浅部の

細かな構造を検出するため測定点間隔を数

10～100 m 程度とした。測定点の座標は GPS

受信機と携帯電話回線を利用したリアルタ

イムキネマティック（RTK）測量により決定

した。重力測定の基準点は九州大学伊都キャ

ンパス内の重力値（979635.145mgal）を用い

た。重力測点数は 3 年間で 784 点となり、こ

れに既存の重力測定点 1)2)
2337 点分のデータ

を併せて、合計 3121 点で重力異常図を作成

した。なお、重力異常を計算する際の補正密

度は ABIC 最小化法 3)を用いて 2.47 g/cm
3と

した。 

 得られた重力異常図には、断層による重力

異常のほかに深部構造（地下数 km）を反映

した長波長の重力異常が含まれるため、スペ

クトル解析を行い長波長成分と地表付近の

ノイズ成分を除去するバンドパスフィルタ

を施した。バンドパスフィルタには 2 つの異

なる接続高度（40m および 500m）に上方接

続したものの差を取った（図-1）。図-1 を見

ると警固断層付近の他に福岡市西部に西北

西−東南東方向の重力異常の急変部が見られ

る（図-1 黒枠）。これは 5 万分の 1 地質図 4)

の花崗岩と第四紀層の地層境界に一致して

いる。 

 次に警固断層沿いの重力異常について注

目する（図-2）と、警固断層沿いに福岡市中

央区舞鶴から筑紫野市上古賀にかけて約

18km にわたって北西－南東方向の重力異常

の急傾斜が続いている。この急変部を強調す

るために上方接続残差図にフィルタリング

（鉛直一次微分、水平一次微分）を行った（図

-2）。鉛直一次微分図では黒と灰色の境界付 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近に、水平一次微分は白色部分に断層が位置

する。本重点調査で地形やボーリングデータ

から推定された警固断層位置（赤線）と比較

すると、非常に良い対応が見られる。 

 上方接続残差図に見られる重力異常の急

傾斜部の東側に大きく3つの低重力異常域が

見られる（図-2 白枠）。一番北側の低重力異

常域は重力異常の落差が一番大きく北東方

向への広がりも大きい。この低重力異常は天

神凹地 5)の形状とほぼ一致しており、赤坂‐

高宮‐石城町をつなぐ三角形で囲まれる地

域のくぼみに低密度の第四紀層が堆積して

いることにより、このような低重力異常が表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れていることが考えられる。この低重力異常

は南区筑紫丘付近で高重力異常になって途

切れている。この周辺では警固断層沿いに見

られた重力急傾斜部分も約 1km にわたって

不明瞭になった後、南区大橋付近から低重力

異常が始まっている（図-2 中央白枠）。 

その2番目の低重力異常は南区大橋から春 

日市須玖北にかけて北西－南東方向に約

2km にわたる。警固断層側と幅 500m の低重

力異常を挟んで再び急傾斜が見られる。この

ことから天神凹地と同様に基盤の窪みの中

に第四紀層が堆積している構造が考えられ

る。 

 

図−1 上方接続残差図（黒枠は福岡市西部に見られる重力異常の急傾斜部、白枠は図-2拡大範囲） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2の最も南側の白枠では、春日公園付近か

ら筑紫野市上古賀にかけて急傾斜部分の東

側に幅 200〜400m の低重力異常が存在する

ことが明らかになった。この低重力異常は大

野城市南大利付近で重力の急傾斜部の方向

が南に変り、幅も細くなっている。また、重

力異常の落差も1mgal弱と非常に小さくなっ

ていて、特に筑紫野市武藏から上古賀付近で

は重力異常の落差は南東に行くに従い小さ

くなっている。また、ボーリングデータを見

ると、明瞭な基盤の落ち込みは見えていない

ことから、この付近では基盤の窪みというよ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りは、警固断層の東側に破砕帯が存在するこ

とによって、このような低重力異常が形成さ

れている可能性が考えられる。なお、警固断

層沿いの重力異常の急傾斜部分は、筑紫野市

武蔵付近で南南東方向と東方向の2方向に分

かれており、東方向の急傾斜部分は筑紫野市

武蔵から東に向かうにつれて落差が次第に

小さくなり JR 天拝山駅付近で消滅すること

が明らかになった。この 2 方向への分岐点は

本重点調査の他の調査結果とほぼ一致して

おり、重力探査からも警固断層南東端を捉え

ている可能性が考えられる。 

 

図−2 20万分の 1地質図 11)、上方接続残差図、 鉛直一次微分図、水平一次微分図の比較 

（白枠は警固断層東側に見られる 3つの低重力異常域、赤線は本重点調査で地形やボーリングデータ 

から推定された警固断層位置） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．表層地盤モデル 

 表層地盤モデルについては、平成 25 度ま 

での3年間に一般公開されている九州地盤情

報共有データベース 2005
6)、2012

7)、kunijiban
8)

に登録されているデータや防災科学研究所

が収集しているデータ、各公共機関が保有し

ているボーリング報告書を可能な限り収集

し、約 17000 本の坑井についてデータ収集・

データベース化を行った（図-3）。本データ

ベースで福岡市内はほぼカバーできている

が、太宰府市や筑紫野市では十分な量のボー

リングデータが無く、データの空白域が存在

している。 

 収集したボーリングデータをもとに福岡

平野と筑後平野の一部を対象に 250m メッシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ュの表層地盤モデルを作成した。表層地盤と

して、ボーリングデータで工学的基盤と判断 

される深度から地表までの地盤を対象に、土

質とせん断波速度をモデル化した。モデル化

は、まずモデル作成領域に対して 250m メッ

シュを作成し、各メッシュの表層の地質・地

形条件を、表層地質図 4)と 5 万分の１地形分

類図 9)から判別する。次に、収集したボーリ

ングに対して工学的基盤 N=50 以上が連続す 

る地層境界を設定し、工学基盤までのせん断

波速度を計算する。メッシュ内に複数のボー

リングがある場合は、せん断波速度の中央値

となるボーリングデータを代表ボーリング

とする。工学的基盤に達していないボーリン

グデータは除外する。また、ボーリングデー 

 

図−3 ボーリングデータベース 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タがないメッシュは同じ地質・地形条件の最

近傍の代表ボーリングと同じであると仮定

した。モデルは、各メッシュに深度方向に 1m

単位で区分し、土質条件（粘土、シルト、砂、

礫）とせん断波速度(m/s)をデータ化した。N

値によるせん断波速度の推定には中央防災

会議（2006）の推定式 10)を用いた。なお、シ

ルトは粘土の土質区分とした。また、データ

の空白メッシュは、近傍の地形・地質条件か

ら補間してモデル化を行った。図-4は作成し

た表層地盤モデルの平面分布で、深度 30m ま

でのせん断波速度を示す。モデルが深度 30m

より浅い場合は、モデル最下端から 30m ま

ではせん断波速度を 600m/sと仮定している。 

福岡市都市部はボーリングデータが多い

ので、局所的な速度構造の違いを反映できて

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いるが、南部では速度構造の違いを詳細に反

映できていない。これは、モデルを作成する

ときのボーリングデータの量や粗密の違い

による。地盤モデル作成には、微動探査（単

点・アレー）、反射法地震探査、検層、ボー

リング、重力探査など、既存の地下構造情報

（特に弾性波速度と密度）が必要となるため、

今後風化層を含む基盤部等の物性情報の収

集を行う必要がある。 

 

４．おわりに 

 重力調査については、3 年間の調査で重力

探査を実施した結果、福岡市中央区舞鶴から

筑紫野市上古賀にかけて約 18km にわたって

北西－南東方向の重力異常の急傾斜が続い

ていることが判明した。また、警固断層南東

 

図−4 ボーリングデータから作成した表層地盤モデル分布図 



端とみられる重力異常を検出した。 

 表層地盤モデルについては、平成 25 年度

までに約 17000 本の坑井についてデータ収

集・データベース化を行い、福岡平野と筑後

平野の一部を対象に 250m メッシュの表層地

盤モデルを作成した。 

 今後の課題として、表層地質モデルでボー

リングデータの少ないところの補完を行う

と共に、作成したデータベースと重力測定デ

ータを組み合わせて密度構造や基盤深度の

解析を行い、工学的基盤と深部花崗岩層の境

界を明らかにすることが挙げられる。 
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