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①2008年岩手・宮城内陸地震と活断層

②変動地形学と原発耐震

③「活断層基本図」と断層直上問題

①2008年岩手・宮城内陸地震と活断層

防災科学技術研究所による震源モデルに加筆

枛木立枛木立断層（新称）断層（新称）

磐井川以南
～県境以北

震源モデル
と活断層

一関市厳美町枛木立の地震断層

ただし、東上がり（逆向き）
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①Ⅶ層後、Ⅴb層前

②Ⅴ層後 Ⅳ層前：6110calBP以降 4450calBP以前

③Ⅲ層後 Ⅱ層前：3900calBP以降 2770calBP以前 ？

④今回

Event
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地震後の国土地理院の写真

推定解釈図

地震断層
厳美町枛木立 地点

1976年撮影 国土地理院航空写真
厳美町枛木立 地点

変動地形学的に「確実な活断層」

upup

upup

upup

北部（1940年代の写真）

はのはの木立木立

はのはの木立木立南部 （1940年代の写真）

実線の箇所以外は不明瞭で、活断層実線の箇所以外は不明瞭で、活断層
を確実に認定できるレベルではない。を確実に認定できるレベルではない。

地震直後の写真に見る地変
（傾動・断層）の分布
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赤：活断層の可能性が高い赤：活断層の可能性が高い

黒：その延長上のため可能黒：その延長上のため可能
性があるが未確認性があるが未確認

総合的に判断される
「活断層」の長さは？

★

★

★

★：別報告による地変

②変動地形学と原発耐震

• 1891年濃尾地震

断層が動くことを目撃、断層＝地震起源説

• 1927年北丹後地震

地形学者多田文男（東京帝国大学教授）による活断層の定義

「極めて近き時代まで活動し、今後も活動する可能性の大いなる断層」

• 1960～70年代：プレートテクトニクス・地殻変動論

藤田和夫・松田時彦・貝塚爽平・岡田篤正らによる先進的研究

• 1980年「日本の活断層」（東大出版会；全国20万分の１地図）

• 1991年「新編 日本の活断層」

• 1995年阪神淡路大震災（その後、国土地理院による地図作成

や、地震調査研究推進本部による活断層評価が始まる）

活断層の研究史 原発耐震における活断層評価

• 原子力基本法 1955年

• 原子炉立地審査指針 1964年

• 地質・地盤に関する安全審査の手引き（旧手引き） 1978年

• 耐震設計審査指針（旧指針） 1981年

(東海村’66、敦賀’70、美浜’70、福島’71、島根’74、高浜’74、浜岡’76、
伊方’77、大飯’79、柏崎刈羽’85、志賀’93・・・)

• 耐震設計審査指針（新指針） 2006年

• 活断層等に関する安全審査の手引き（新手引き） 2008年
1) 考慮すべき時代を、過去5万年から約10万年間に

2) 考慮すべきは「活断層である可能性の否定できないもの」と明記

3) パブコメを受けて、「リニアメント調査」を「変動地形調査」に変更
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リニアメント調査の基準（原子力土木委員会,1985）

• リニアメントを構成する地形形態の種類（逆向き低崖，屈曲，
風隙など），その明瞭度，基準地形の種別，リニアメントの連
続性・直線性などによりリニアメントのランクを判定し，断層
の存在と活動性についての検討資料とする。

• 「日本の活断層」中の確実度Ⅰ，長さ10km以上のものから
選定した11本の断層（リニアメント）のうち，ほぼ全域に断層
が実在するもの1本，局部的に実在するが全域に及ばないと
考えられるもの3本，地質露頭から断層が認められないもの
5本，存否を判断しがたいもの2本であって，文献に示された
「活断層」の実態は多様。

• 詳細な露頭調査が必要である。

変動地形学的調査とは

• 断層活動に依らなければ出来得ない、特異な地形を
成因論的・発達史論的に判断するもの。

• 一連の地形の切断・傾動・屈曲等。

• リニアメントに注目することもあるが、明瞭度や直線性
で判断するものでは決してない。

• 地形発達史を検討することにより、変動地形学単独で
活断層を認定し得る場合がある。

敦賀原発と浦底断層

変動地形学的には変動地形学的には
確実に活断層確実に活断層
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電力会社によるトレンチ調査電力会社によるトレンチ調査
公開（公開（20082008年年55月）月）

東 西

科学 vol.78, No.1, 2008

中越沖地震によって判明した活断層認定の問題点

「音波探査で見えなければ断層はない」という論理

中越沖における音波探査結果中越沖における音波探査結果
（設置許可申請書による）（設置許可申請書による）

③「活断層基本図」と断層直上問題

1999年台湾中部地震
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詳細な活断層図の作成と公開（その1）

• 1万分の１の航空写真を精査
• 地図は１枚約千円。インターネット版無料公開（2009年)
• 都市周辺の一部の地域のみ

都市圏活断層図（国土地理院）

（書店で販売）

インターネット公開
http://www1.gsi.go.jp/geowww/bousai/menu.html

詳細な活断層図の作成と公開（その2）

• 全国版だが、４万分の１程度の航空写真
しか判読していない地域もある。

• 高価なため一般には購入しにくい。

「三重県内活断層図」
（防災みえ.jpで公開）

詳細な活断層図の作成と公開（その3） 三重県内活断層図の特徴

• 県内全域を１万分の１航空写真で精査
• 既存資料間の齟齬を再検討して整理
• 自治体の防災部局が大学と共同で作成し、公表した初の公的資料
• 県から市町村に対して2009年5月に以下を通達。
• 「防災対策上重要な公共施設が、活断層の直上あるいはごく近傍に存在

する場合には、例えば、当該施設の建替え等の機会に、活断層位置を考
慮する等、施設管理者としての対応についてご検討いただきますようよろ
しくお願いいたします。」

7



http://danso.env.nagoya-u.ac.jp/istl-gis/

詳細な活断層図の作成と公開（その4）

8



9



平均変位速度＝累積変位量／年代

松本

白馬
信濃池田

白馬付近白馬付近

白馬付近白馬付近

白馬付近白馬付近
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神城付近神城付近

断層変位地形が
地形改変の影響
を受けている場合
は1940年代の写

真を利用

松本市街地松本市街地

「新たな地震調査研究の推進について」（新総合施策）
（平成21年4月21日、地震調査研究推進本部）より

第３章 今後推進すべき地震調査研究
１．当面１０年間に取り組むべき地震調査研究に関する基本目標
（２）活断層等に関連する調査研究による情報の体系的収集・整備及び評

価の高度化

発生確率が高いあるいは発生した際に社会的影響が大きい活断層等が
分布する地域を対象とした評価の高度化
沿岸海域の活断層及びひずみ集中帯を中心とした未調査活断層の評価
の高度化
短い活断層や地表に現れていない断層で発生する地震の評価の高度化
上記の３つの基本目標の実現による「全国を概観した地震動予測地図」
の高度化及び活断層の詳細位置図に各種調査・評価結果を記した「活
断層基本図（仮称）」の作成

詳細な活断層図の作成と公開（その5）

「活断層基本図」のあり方に関する議論が開始「活断層基本図」のあり方に関する議論が開始

従来の活断層図従来の活断層図 20082008年に再検討された結果年に再検討された結果

活断層の連続性や分岐断層に関する新たな知見

谷口ほか
(2008)
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至：牛伏寺断層

至：諏訪湖

紫色：新たに確認された横ずれ断層紫色：新たに確認された横ずれ断層 青色：「推定」活断層

「糸魚川－静岡構造線」の再検討結果

トレンチにより活断層を確認

「塩尻ギャップ7km」（原子力土木委員会,2004）は存在しない
「原子力発電所の活断層評価技術 : 長大活断層系のセグメンテーション : 糸魚川-静岡構造線活断層系を
例として」 土木学会原子力土木委員会断層活動性分科会, 2004.3. 

→ 断層の末端や連続性の情報は、地震規模想定にとって重要！ 今後の課題。

（糸魚川－静岡構造線重点調査研究の成果；名古屋大学ほか）

活断層による被害とその軽減

①地震断層近傍の強震動

②断層線直上の「ずれ」による被害

③断層線近傍の傾動による被害

• 対策は分けて考えることが必要。

• 「土地利用規制」の議論において混乱。

（「どれだけ離せば良いか？」等）

• ①は建築の条例で対応（福岡市の例）

• ここでは、②および③に限定して議論

「土地利用に関するガイドライン」は本当に必要ないのか？

①と③による複合被害

－2005パキスタン地震で壊滅したOld Balakot－

資料提供：中田高（広島工大） Old Balakot 遠望

写真提供：中田 高
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1999年台湾中部地震における断層直上の被害

主に②「ずれ」と③「傾動」による被害

ニュージーランドにおける土地利用例

資料提供：中田高（広島工大）

活断層直上の緑地帯

•• 少なくとも少なくとも学校学校や病院等は建てるべきでない。や病院等は建てるべきでない。

•• 土地利用土地利用に関する一定のに関する一定のガイドラインがガイドラインが必要！必要！

19951995年野島断層（産経新聞）年野島断層（産経新聞） 19991999年台湾中部地震年台湾中部地震

直上の建物は倒壊を免れない
活断層の直上に活断層の直上に

位置する教育施設位置する教育施設

資料提供：中田高（広島工大）
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四日市河原田小学校の事例

三重県活断層図（「防災みえ.jp」で公開中） 調査報告書より

沖積層

洪積層

断層推定位置

調査報告書より

運動場内の地質調査(2008.7)

• 教育委員会と市長の英断

• 地域コミュニティの好意的
なサポート

• 校舎と運動場を入れ替え、
「耐震補強」ではなく「建て
替え」を市議会で決定(2009
年6月）
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活断層直上の開発規制に関する専門家の意見

［質問］

必要か否か？

その理由は？

！

？

？

！ ？

資料提供：中田高（広島工大）

高速道路と活断層

「高速道路の15%が活断層上に位置する」
という指摘もある。
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活かされていない活断層情報

資料提供：中田高（広島大学）

活断層防災の原則（私見）

［重要構造物］

「活断層は地震を起こす！」ことを前提にした費用
対効果の議論。

「見逃しは許されない」ことの徹底。

［学校・病院・福祉施設等］

真上には建てない。

できる限り移転を検討する。

［その他の構造物］

活断層を無視しない。

土地利用ガイドラインの整備が必要

さらなる分野間連携を！

朝日新聞の書評(2002.02.24)
阪神大震災の後、「活断層」が一躍脚光を
浴びた。 ・・・対策は難い・・・。
どうすればいいのか。まず人命を守ること
を 優先にする。
・・・活断層のイロハから始まり、耳を傾ける
べき具体的な提案が盛り込まれているの
が本書の特徴だ。

（編集委員 泊 次郎）

http://danso.env.nagoya-u.ac.jp/jsafr/
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