 


  
 



 

令和3 （2021）年1 月14 日（木）
日本学術会議主催学術フォーラム・第11 回防災学術連携シンポジウム
「東日本大震災からの十年とこれから」〜58 学会、防災学術連携体の活動〜

1. 活断層研究の推進と高度化・地震防災上の基礎情報の整備

2011/4/11 Mj 7.0 D 5km
福島県浜通りの地震
Modified from Ozawa et al., 2011

地表地震断層(井戸沢断層
系・塩平断層)（石山撮影）
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1. 活断層研究の推進と高度化・
の推進と高度化
地震防災上の基礎情報の整備
 学際領域の最新技術・知見の統合

変動地
形学

地震地
質学

地球物
理学

歴史地
震学

→活断層の発見・更新
→変位速度・活動履歴・地下構造等の解明

石山ほか（2012）
中田・今泉（2002）

今泉ほか（2018）

岐阜県高山盆地周辺の活断層（赤線）の新旧比較

地下構造探査に基づき推定された伏在活断層と
活褶曲（背斜）の例（長岡平野西縁断層帯）

1. 活断層研究の推進と高度化・地震防災上の基礎情報の整備

Sugito et al. (2016)

・地震直後から詳細なマッピング
長さ30km超の地表地震断層全体を確認

・熊本市内にも微細な開口亀裂群
・干渉SARの不連続とほぼ一致

 学際領域の最新技術・知見の統合
→地表地震断層と地震被害の高分解能研究
→InSARによる地震前後の詳細地殻変動の解明

Goto et al. (2016)

変動地
形学

地震地
質学

地球物
理学

歴史地
震学

1. 活断層研究の推進と高度化・地震防災上の基礎情報の整備
益城町に出現した地表地震断層

前震・本震による建物被害分布

被害家屋と地表地震断層の位置関係

断層からの距離と被災率の関係

断層上の建物被害別の割合

Suzuki et al., 2017, AGU

・熊本地震にて益城町市街地の地表地震断層の位置・変位と建物被害に相関が認められる
・浅部の断層破壊に伴う強震動発生の可能性 →モデル化の試み

2. 社会的要請に対する積極的貢献

北部：7-13%

赤線：
活断層

中部：
18-27%

南部：7-18%

㱢M6.8の地震発生確率
地震調査委員会(2013）による九州の地域評価

地層処分WG(201７）による調査スケールのまとめ

 活断層の専門家として審議委員会への参
加と防災政策への貢献
→政府地震調査研究推進本部地震調査委員会
→原子力規制委員会「原子力規制委員会の敷
地内破砕帯の評価に関する有識者会合」
→地層処分技術WG（経産省）

3. 会員の知識・技術向上支援活動
 活断層と周辺科学領域の知識と評価技術向上のためのサービス
→学術大会の開催，日本地球惑星科学連合共同セッション開催
→強震動に関する知識とその評価技法の習得支援（地震学会・地震工学会と共催）
→主要活断層帯の現地見学会開催

2020年第5回北淡国際活断層シンポジウム
の共催

強震動講習会の様子
（地震学会NL, 2017より引用）

4. 社会への普及教育活動
 活断層研究で得た知見の社会還元
→関係する自治体と連携した定期的な講演会・シンポジウムの開催
→活断層学に関する系統的教育資料の蓄積と提供（解説付き活断層フォトカレンダー）
→人材育成／学界の裾野拡大を目指した大学生・院生向けの「活断層の学校」の開催
第１回 日本活断層学会「活断層の学校」 in つくば
〜国土地理院・産総研・防災科研で学ぶ “活断層研究” 〜

者募集！
学生参加

第 2 回 日本活断層学会「活断層の学校」 in つくば
〜国土地理院・産総研・防災科研で学ぶ “活断層研究” 〜

者募集！
学生参加

活断層図「熊本」（国土地理院）
活断層トレンチ調査の様子（産総研）

J-SHIS の地震動予測地図（防災科研）

日 時 2018 年 9 月 12 日（水）〜 14 日（金）（2 泊 3 日）
活断層図「熊本」
（国土地理院）

いずれの日も９時 30 分から 16 時 30 分に講義を行う予定です．

場 所 9 月 12 日（水）国土地理院

活断層トレンチ調査の様子（産総研）

活断層図の作成など

9 月 13 日（木）産業技術総合研究所地質調査総合センター

J-SHIS の地震動予測地図（防災科研）

地質調査による活断層の活動履歴調査など

日 時 2019 年 9 月 11 日（水）〜 13 日（金）（2 泊 3 日）
9 月 14 日（金）防災科学技術研究所

いずれの日も９時 30 分から 16 時 30 分に講義を行う予定です．
活断層から発生する地震のゆれの評価など

参加費
宿 泊
対 象
定 員

場 所 9 月 11 日（水）国土地理院
5000 円 （食事代は含まれていません）
活断層図の作成など
産業技術総合研究所 研修宿泊施設「さくら館」
9 月 12 日（木）産業技術総合研究所地質調査総合センター
日本国内の大学・大学院に在籍していること地質調査による活断層の活動履歴調査など
9 月 13 日（金）防災科学技術研究所
20 人（定員になり次第，受付を終了させて頂きます）
活断層から発生する地震のゆれの評価など

日本活断層学会 学生会員（年会費 2000 円）を優先します
参加費
5000 円
入会申込はこちらから→
https://jsaf.info/html/join.html

参加申込方法

宿 泊 産業技術総合研究所 研修宿泊施設「さくら館」（予定）

「氏名」「所属」「学年」
「連絡先」（メールアドレスおよび
対「年齢」
象 「性別」
日本国内の大学・大学院に在籍していること
電話番号）「住所」を申込受付用のメールアドレス（jsaf-school@aist.go.jp）
定 員 20 人（定員になり次第，受付を終了させて頂きます）
宛てにお送りください。なお，参加当日に学生証の確認を行いますので，
日本活断層学会 学生会員（年会費 2000 円）を優先します
忘れずにご持参下さい．
入会申込はこちらから→ https://jsaf.info/html/join.html

共同主催 日本活断層学会、国土地理院、防災科学技術研究所、
参加申込方法
産業技術総合研究所地質調査総合センター（予定）
「氏名」「所属」「学年」「年齢」「性別」「連絡先」（メールアドレスおよび
電話番号）「住所」を申込受付用のメールアドレス（jsaf-school@aist.go.jp）
宛てにお送りください。なお，参加当日に学生証の確認を行いますので，
忘れずにご持参下さい．
■テーマ：教育・研究上または景観的に優れている ■応募方法：日本活断層学会 HP から応募用紙をダ
主 催 日本活断層学会
国内外の「活断層と関係する変動地形」または
ウンロードし，氏名・活断層名・作品名・連絡先
共
催
国土地理院、防災科学技術研究所、
「活断層露頭」の写真（４枚以下の組写真も可） などを記入のうえ，応募作品の画像ファイル（jpg
産業技術総合研究所地質調査総合センター（予定）
■表彰：最優秀賞，優秀賞，入選など 10 作品程度 形式，1 枚につき 5MB 以下）を下記のメールアド
11 月 23 日・24 日に鳥取大学で開催される
レス宛にお送り下さい．
秋季学術大会で表彰式が行われます．
danso100sen@gmail.com
■応募資格：会員・非会員を問わない．
■応募締切：2018 年 9 月 30 日（日）

2018 年活断層フォトコンテスト作品募集！

2019 年活断層フォトコンテスト作品募集！
■テーマ：教育・研究上または景観的に優れている
国内外の「活断層と関係する変動地形」または
「活断層露頭」の写真（４枚以下の組写真も可）
■表彰：最優秀賞，優秀賞，入選など 10 作品程度
10 月 5 日・6 日に東京大学地震研究所で開催される
秋季学術大会で表彰式が行われます．
■応募資格：会員・非会員を問わない．

解説付きフォトカレンダー（毎年発行）

■応募方法：日本活断層学会 HP から応募用紙をダ
ウンロードし，氏名・活断層名・作品名・連絡先
などを記入のうえ，応募作品の画像ファイル（jpg
形式，1 枚につき 5MB 以下）を下記のメールアド
レス宛にお送り下さい．
danso100sen@gmail.com
■応募締切：2019 年 8 月 31 日（土）

「活断層の学校」を過去二回開催（今年度はコロナで中止）

5. 活断層の保護・保全活動：地震の化石をいかに残すか？
かに残すか？
 地表地震断層（含活断層変位地形）被災遺構を震災遺産として保全・保護
→関係自治体・省庁と協力した震災遺構の保全支援（含天然記念物等の指定）
→ジオパークにおける活断層の意義とその事業における支援活動

熊本地震の
地表地震断層
（中田 高氏撮影）

北伊豆地震・丹那断層
の地下観察館
（東郷ほか、1997）

日 本活断層学会の取り組み：まとめと展望

• 活断層研究の推進と高度化・地震防災上の基礎情報の整備：活断層情
報の整備と科学研究の推進

→新技術の開発導入，パラダイムシフト

• 社会的要請に対する積極的貢献：政府委員会等への助言 →リードす
る立場へ

• 会員の知識・技術向上支援活動：WS, 見学会

→若手への技術移転

• 社会への普及教育活動：シンポジウム、学校開催

→学界の裾野拡大，

人材育成

• 活断層の保護保全：「地震の化石」の保全活動、意義の普及活動，ジ
オパーク事業の支援

→重要度選別・保全維持システムの提言・助言

