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白山の火山活動と 2005 年群発地震 

 

Volcanic activity of the Hakusan volcano and the 2005 swarm earthquakes 
 

金沢大学理工研究域自然システム学系 平松良浩 

京都大学防災研究所地震予知研究センター上宝観測所 和田博夫 

 

 白山は 1659 年の噴火を最後に静穏であるが、現在は活動期であるとの考えが

あり、近年の調査結果からはランク B相当の活動度をもつ可能性がある。2005

年には山頂直下で 2 月、4 月、8 月、10 月に群発的な地震活動があり、観測史

上最大規模の地震が発生した。白山の今後の火山活動に注意が必要である。 

 

はじめに 

 

  第四紀の活火山である白山（標高2,702メートル）は石川‐岐阜の県境に位

置しており、御前峰（2,702メートル）、大汝峰（2,684メートル）、剣ヶ峰（2,677

メートル）の三主峰から形成されている。白山の火山活動は30～40万年前に始

まった。このときの火山活動の中心は現在の山頂の北西約6kmの尾添尾根の加賀

室跡付近にあり、この時期の火山は加賀室火山と呼ばれている。約10万年前に

は、現在の山頂から北約3kmの中ノ川上流に噴火の中心が移り、これは古白山火

山と名付けられている。現在の山頂部から活動を開始したのはおよそ3～4万年

前で（絈野, 2001）、火山活動は歴史時代まで継続し、前者２つと区別するため

に新白山火山と呼ばれている。白山は1935年の小規模な噴気孔の出現を除けば、

1659年の噴火を最後に、表面的には火山活動は起きていない。しかし、守屋

（2000）は、火山灰層序学的研究や歴史資料に記載された過去の活動履歴から、

白山の火山活動には約450年の活動周期があると指摘し、近い将来に火山活動を

再開する可能性があると報告している。本稿では、既往の資料を中心に白山の

火山活動と2005年に発生した群発的な地震活動について報告する。 

 

白山の火山活動 

 

 白山の火山活動とみなしうる最古の記載は 706 年（慶雲三年）にある。噴火
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活動として信頼性の高い最初の記載は「白山之記」の 1042 年（長久三年）の活

動であり、翠ヶ池から土石が噴出したことが記されている。歴史資料において

白山の火山活動が最も活発であったのは 16 世紀中頃から 17 世紀中頃にかけて

の約 100 年間である（震災予防調査会, 1982; 東野, 1989）。たとえば、1554

年（天文二三年）の活動の際には、「剣山（剣ヶ峰）の南方が焼き上がった」と

高温のマグマの噴出と考えられる記述があり、他にも「手取川に灰と硫黄が流

れ、魚が死に、人々は川の水を飲まなかった」、「鶴来の白山本宮まで煙が充満

した」、「大震動が起きた」などの被害に関係する記述も見られる（東野, 1989）。 

 最近約 1万年間の新白山火山の火山活動は主としてテフラ（火山灰）を用い

て調べられている。遠藤（1985）は約１万年前以降（Hm-4 の上位）に 13 層の

テフラがあることを報告している。そのうち 2 層が広域テフラである。守屋

（2000）はそれまでの研究結果をとりまとめ、新白山火山では約 2000 年前以

降，2 回のマグマ噴火（南龍火山灰，翠ヶ池火砕流）と 4 回の水蒸気爆発の噴

火があったと報告している。さらに、守屋（2000）は火山灰層序学的研究結果

と歴史資料の噴火記録から、新白山火山は 100~150 年間の断続的な噴火と 300

年間の活動停止という 450 年周期の活動をここ数千年間繰り返していると結論

し、1659 年の最後の噴火からの経過時間を考えると白山は危険な火山であると

述べている。 

 田島・他（2005）は，約１万年前以降で 22 層、約 2000 年前以降では 11 層

のテフラを確認し、地形・薄片観察からは複数回の溶岩ドーム等を形成する活

動の存在を推定している。これらの中で最大の活動は約 2000～2500 年前の南龍

火山灰 VEI(火山爆発指数)3 程度）と白水滝溶岩（噴出量 108 ｍ3 DRE オーダー）

を噴出した活動であり，田島・他（2005）は新白山火山では南龍火山灰噴火以

降 VEI3 クラスの中～大規模の爆発的な噴火が 2 回あったと考えている。田

島・他（2005）によると、テフラから判別した平均的な噴火回数は、新白山火

山では 2~3回/千年、南龍火山灰以降で 4～6回/千年となる。この平均的な噴

火回数は、周辺地域にある焼岳火山での 3.7 回/千年（及川・他，2002）に匹

敵し，新期御岳火山や乗鞍火山の 1 回/千年（及川・他，2002）に比べればか

なり高いと言える（田島・他, 2005）。 

 近年公表された活火山の火山活動度による分類（ランク分け）（気象庁, 2003）

によると、白山はランク Cの活火山である。しかし、田島・他（2005）の調査

結果を考慮すると、白山の火山活動度はランク Bに相当し得ると考えられる。
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この分類は「現在の噴火の切迫性を示すものではない」と但し書きがされてい

るものの、ランク Cの火山ではあまり防災対策が進んでいないという実状があ

る。白山についてもランク Bの火山で実施されているような火山防災体制の構

築が必要であろう。 

 

白山の地震学的特徴 

 

 従来、白山は微小地震観測網の境界に位置することから、白山下の地震の検

知能力は高くなかった。近年になって地震データの一元化処理や微小地震観測

点の増設により、検知能力が向上した。2000 年から金沢大学では白山近傍での

微小地震観測に取り組み、白山山麓や山頂付近において夏季に臨時地震観測を

行っている。その結果、白山山頂直下の地震の震源の深さは海面下 0~1キロメ

ートルであり、山頂から離れるにつれ約 2キロメートルと深くなることが明ら

かになった（高橋・他, 2003）。また、高橋・他（2004）では三次元地震波速度

構造の解析により、白山下の海面下 10～14 キロメートルに顕著な低速度領域が

存在し、VP/VSも高いことから、この領域でのマグマだまりの存在を指摘してい

る。1999 年には白山下のモホ面付近（深さ 37km）において低周波地震の発生が

確認された。このように活火山としての地震学的特徴を持つ白山において、2003

年10月25日には1989年以来となるマグニチュード3.3の地震(和田・他, 2004)

が発生した。さらに、2005 年 2 月 24～25 日と 4月 6～7日、8月 29~9 月 2 日、

10 月 3 日には群発的な地震活動が発生している(中山・他, 2005; 和田・他, 

2006)。特に、2005 年 10 月 3 日 13 時 59 分には気象庁マグニチュード 4.5（本

報告では M4.2）という白山の地震観測史上最大の地震が発生し、白山山麓の白

峰では震度 2を記録した。 

 

2005 年群発地震の震源決定 

 

 白山周辺の微小地震観測点（気象庁地震火山部、京都大学防災研究所地震予

知研究センター、名古屋大学大学院環境学研究科地震火山･防災研究センター、

防災科学技術研究所、跡津川断層域を中心とする合同自然地震観測）の地震波

形データを用いて震源決定を行った(中山・他, 2005; 和田・他, 2006)。2 月、

4月、10 月の群発地震については、京都大学防災研究所地震予知研究センター
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上宝観測所のトリガーイベント波形を再験測し、震源決定を行った。なお、8

月の群発地震については、金沢大学が設置した 2点の臨時観測点（白峰（SIRA）

と室堂（MURO）（図 1）のデータも使用し、震源が白山近傍に決定されそうな地

震記録（大白川観測点（DP.OSKJ）の S-P 時間が約 1秒以内）に対し、P波が 3

観測点、S 波が 1 観測点以上で読み取り可能な地震について WIN システム（卜

部・束田、1992）を用いて、震源決定を行った。震源決定には Hirata and Matsu’ura

（1987）のプログラムを用い、速度構造は竹内（1978）の速度構造を使用し、S

波速度は VP/VS=1.73 を仮定した。マグニチュードの決定には渡辺の式（渡辺、

1971）を用いた。 

 

2005 年群発地震の特徴 

 

 2005年の群発地震のM-T図と大白川観測点での1時間毎の地震発生頻度図を

図2に、震源分布を図3に、メカニズム解の分布を図4に示す(中山・ほか, 2005; 

和田・ほか, 2006)。 

 2005 年 1 回目の群発地震の発生期間は 2005 年 2 月 24 日~2月 25 日である。

群発活動は 24 日 11 時台から始まり、25 日 13 時まで継続した。特に 24 日 15

時~25 日 5 時までの間は 1 時間平均約 40 個の地震が観測され、地震活動の時

間経過から判断すると、この地震活動の発生様式は群発型である（図 2）。この

群発地震では震源から最も近い大白川観測点において 732 個の地震が観測され、

震源決定可能な地震数は 190 個であった。震源分布は白山山頂から北約１~2km

に集中し、深さは 3km 以浅、最大マグニチュードは 1.8 である（図 3）。この群

発地震について求められたメカニズム解の多くは逆断層型を示す（図 4）。 

 2 回目となる群発地震の発生期間は 2005 年 4 月 6 日~7日である。地震活動

初期の 6日 18 時台が活動のピークであり、全体の 4割に相当する 170 個の地震

が発生した（図 2）。しかし、1時間という短時間でマグニチュード 2クラスの

地震が頻発しているため、本震-余震型の活動であるか、群発型の活動であるか

の地震活動の時間経過という面からは判断にやや難しい点があるが、最大マグ

ニチュードの地震の震源サイズに比べて群発地震発生領域が大きいため群発地

震型であると考えられる。この地震群では大白川観測点において 333 個の極微

小地震が観測され、39 個の地震について震源決定が可能であった。この群発地

震の震源は白山山頂の南西約 1~2km の範囲に分布し、深さは 3km 以浅、最大マ
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グニチュードは 2.7 である（図 3）。この群発地震について求められたメカニズ

ム解は少ないが、正断層型、横ずれ断層型、逆断層型が混ざっている（図 4）。 

 3 回目の群発地震の発生期間は 2005 年 8 月 29 日~9月 4日である。この群発

地震は金沢大学の臨時地震観測点（白山山頂部の室堂と山麓の白峰）設置中に

発生した。大白川観測点において 430 個、最も震源から近い室堂観測点では 924

個の地震が観測された。この地震活動は時間経過から見て群発型であり、2005

年に発生した白山下の他の群発地震と比べると 7日間という比較的長期間にわ

たり地震活動が継続した（図 4）。震源決定が可能であった地震数は 216 個であ

る。震源の分布は白山山頂から北北西約 1~2km の範囲に集中し、震源の深さは

4km 以浅で大多数の地震は 2km 以浅である。最大マグニチュードは 3.3 であっ

た（図 3）。この群発地震については、最大地震は横ずれ型のメカニズム解を示

すが、その他のほとんどは逆断層型である（図 4）。 

 4 回目の群発地震は、2005 年 10 月 3 日~10 月 4 日に発生した。本期間中、

大白川観測点において 516 個の地震が観測され、震源決定が可能な地震数は 96

個である。この地震群では 3 日 14 時台に活動のピークを迎え、総観測数の 4

割強にあたる 222 個の地震が観測され、本震-余震型の地震活動と判断した（図

2）。便宜上、本稿では 10 月の地震活動のことも群発地震活動と呼ぶこととする。

震源の範囲は山頂から北西~西側の約 0.5~2km に集中し、深さは 3.5km 以浅、

最大マグニチュードは 4.3 であった（図 3）。この震源の深さは山頂直下にして

は深いように見えるが、高橋・他（2003）での室堂観測点の読み取り値を含ま

ない場合の結果と調和的であるため、実際の震源の深さはより浅いと考えられ

る。この群発地震については、最大地震は横ずれ断層型であり、その他の地震

では逆断層型のメカニズム解も見られる（図 4）。 

 これらの群発地震の発生領域を白山下の定常的な地震活動域と比較すると興

味深い特徴があることが分かる。2月、4月、8月の群発地震の活動域は、白山

下の定常的な地震活動内には位置しているが、定常的な地震活動の集中域の外

側に位置している。また、山頂から見て放射状に震源域が広がっているように

見える。それに対して、10 月の群発地震は定常的な地震活動の集中域で発生し、

その外側に 2月、4月、8月の群発地震の活動域が広がっている。言うなれば、

2 月、4 月、8 月の群発地震の活動域で囲まれた空白域で発生したのが 10 月の

群発地震である。 

 メカニズム解が得られた地震の断層タイプを Katao et al. (1997)と同様の定
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義（主圧力軸の傾きが 60°以上立っている場合を正断層型、主伸張軸の傾きが

水平方向から 60°立っている場合を逆断層型、中立軸の傾きが 45°以上立って

いる場合を横ずれ型、それ以外を中立型）を用いて分類すると、正断層型が 1

個、逆断層型が 16 個、横ずれ型が 4個、中立型が 9個であり、主圧力軸の方向

は東-西または北西̶南東方向が卓越している（図 4）。この結果はこの地域の過

去の震源メカニズム解の報告結果（小泉・他，1993；和田・他，2004；平松・

他，2004）と調和的である。 

 なお、全観測期間において火山性微動や低周波地震の検出を試みたが、それ

らの発生は確認できなかった。 

 

群発地震活動と噴火の関連性 

 

上で述べたように過去に類を見ない活発な 2005 年の白山下の地震活動は、白

山の噴火に繋がる活動であるか否かという面から地元である石川県では高い関

心が持たれ、地元マスコミで大きく報じられた。しかし、一連の群発地震活動

の中で、2 月と 4 月の群発地震は最大地震のマグニチュードも小さく、白山周

辺では地震観測点の整備が遅れていたために過去に同程度の地震活動があって

も認識されていなかった可能性が極めて高いことを考慮すると、異常な活動と

は言えないであろう。一方、8月と 10 月の群発地震活動は従来の白山下の地震

活動と比べると規模が大きく、短期間に M3~4 クラスの地震が頻発する異常な

地震活動であったことは事実である。もし、これらの地震活動が地下でのマグ

マの貫入など噴火が差し迫った状態で起こったものならば、その地震メカニズ

ム解は広域応力場と非調和であることや火山性微動や浅部での低周波地震の発

生などがありうるだろう。しかし、一連の群発地震は基本的には広域応力場の

下で発生した地震であり、群発地震活動が短期間で収束していることや火山性

微動や低周波地震などが観測されていないことから、これらの群発地震活動は

噴火に直接結びつくものではないと平松（2005）は結論した。その後、現在に

至るまで白山下では顕著な地震活動は発生していない。2005 年の群発地震活動

の成因は明らかではないが、火山下での流体の移動や何らかの応力状態の変化

が原因である可能性があり、長期的には噴火の前兆である可能性も残っている。

したがって、今後も白山下の地震活動の変化や火山性微動や低周波地震の発生

に注意する必要があるだろう。 
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図１．2005 年群発地震の震源決定に用いた地震観測点の分布図。☆は金沢大学

による臨時観測点、△、□、◇、▽はそれぞれ京都大学防災研究所、気象庁、

名古屋大学、防災科学技術研究所（Hi-net）の定常観測点、○は跡津川断層域

を中心とする合同自然地震観測（歪集中帯合同観測）の地震観測点を表す。 
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図 2．大白川観測点（DP.OSKJ）での 1 時間毎発生頻度（左軸：棒グラフ）と

M-T 図（右軸：○）。(a) 2 月の群発地震、(b) 4 月の群発地震、(c) 8 月の群

発地震（濃いグレーの棒グラフは大白川観測点、薄いグレーの棒グラフは室

堂観測点で観測された地震数を表す）、(d) 10 月の群発地震。 
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図 3．群発地震の震源分布図。▽は 2 月の群発地震、△は 4 月の群発地震、

□は 8月の群発地震、◇は 10 月の群発地震の震源を表す。▲は白山山頂（御

前峰）を表す。右側および下側の図はそれぞれ南北、東西の深さ断面での震

源分布を表す。平面図中の破線と点線の楕円はそれぞれ定常的な地震活動域

とその集中域を表している。8 月の群発地震については臨時観測点の室堂

（MURO）と白峰（SIRA）の読み取り値が震源決定に用いられていることに留

意すること。 
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図 4．下半球投影で示した震源メカニズム解。▲は白山山頂（御前峰）を表す。

ほぼ東西方向に圧縮軸をもつ横ずれ断層型または逆断層型の震源メカニズムが

卓越している。 

 


