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解釈図  
内牧温泉でのダイナミックな変動  

温泉が止まった理由は、5500mmの変形で井戸が壊れたことによる  
Ø ５０mmの地層を掘り抜けば、地震前のように温泉は出る  
Ø 温泉の泉源には影響はない  18	



これまで知られていなかった現象  

•  地滑りのように、傾斜域で（重力によって）地質体が水
平方向�へ移動した例はある  

•  しかし内牧地域は、地表傾斜が約00..0066度で、深度５０mm
の滑り面の水平なので、重力の影響はほぼ無視できる  

Ø 地震動によって移動した？（大きな加速度：517 gal）  

地震学的にも、これまで知られていない現象  
Ø 滑り面の摩擦が小さければ、遠地で発生した地震
で、地質体が動く可能性がある  

Ø 建設物の基礎  
19	



外輪山（北東側）から撮影した  
内牧温泉街  

20	



まとめ  

n 衛星データを使って内牧温泉周�辺の変動を調べ、kkmmスケール
の地域が11mm以上水平方向�に移動したことが明らかとなった  

n 全ての井戸のデータが、深度5500mmで変動していることを示唆  

n 内牧温泉周�辺のき裂も、巨大な断層ではなく、温泉地域の水
平移動で説明可能  

温泉が止まった理由は、5500mmの変形で井戸が壊れたことによる  
Ø 温泉の泉源には影響はない  

21	



今後の予定	

n 歪みを蓄積していなくても（さらに傾斜がなく
ても）、摩擦が小さくなれば、kkmmスケールの地
質体が滑る可能性が出てきた  
  

Ø 現在、深度5500mmの地層の岩石試料を取得を試
みている  

Ø 摩擦特性を調べる  

22	
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