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芝川及び羽鮒の活断層について

２０１２年１２月 ２日 第２版
富士宮市上羽鮒区 防災委員
日本防災士機構 防災士
登録No.044117 高橋 正宏

富士川下流域の活断層群は，
駿河湾トラフの北方への延長部
にあたり，きわめて活動的である。
また、プレート境界域である。
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マグニチュードと震度 (地震の大きさを表す)

マグニチュード (地震のエネルギー)

・地震の震源での大きさ
・数値はひとつ
・大きければ震源域も広くなる

マグニチュード(M)   地震のエネルギー
1     1

2 32      32の1剰 32

3 32x32 32の2剰 1,024

4 32x32x32 32の3剰 32,768

5 32x32x32x32  32の4剰 1,048,576

6   32の5剰 33,554,432

7   32の6剰 1,073,741,824 

8   32の7剰 34,359,738,368

9     32の8剰 109,951,154,4006

インド洋大津波 M9.3 (スマトラ沖) 10分かけて1200km破断

震度 (揺れの大きさ)

・各地点での揺れの大きさ
・測る図る場所によって違う

静岡県地域は比較的に地震が多く、小さな地震が活発に起きて
おり、今回の震源付近では約３０～４０年周期でM６前後の地震が
発生し、それ以下の規模の地震ではかなり頻繁に起きています。
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user
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2009-8-11  aｍ 5：07

駿河湾沖地震
Ｍ６．５
震度 6 芝川羽鮒
震源の深さ 23ｋｍ

2011-3-11 ｐｍ14：46

東日本大震災
三陸沖の海底(津波)

Ｍ９．０
震度 7 宮城県栗原市

震源の深さ 2４ｋｍ

2011-3-15 ｐｍ１０：３６
富士宮市震源の地震
Ｍ６．４
震度 ６強 富士宮市
震源の深さ １４ｋｍ

2011-8-1  ｐｍ11：58

駿河湾沖地震
Ｍ６．1

震度 5 芝川羽鮒
震源の深さ 23ｋｍ
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15日22時31分に静岡県東部でＭ6.4の地震（深さ14km）が発生し、

富士宮市で震度６強を観測したほか、東北地方から近畿・中国地方に
かけて震度５強から１を観測しました。県内では、富士宮市弓沢町及
び富士宮市野中で震度６強を観測したほか、県内全域で震度５弱から
１を観測しました。 ３月17日24時現在、震度４が１回、震度３が７回、
震度２が８回、震度１が35回の余震を観測しています。
この地震により、重傷者２名、軽傷者48名、建物の一部損壊521棟等
の被害が発生しました｡
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[概況及び解説］
今期間、駿河湾の地震により震度５弱を観測しました。
８月１日23時58分に駿河湾でＭ6.2の地震(深さ23km)が発生し、焼津

市、静岡市駿河区及び東伊豆町で震度５弱を観測したほか、県内全
域で震度４から２を観測しました（図と表のｄ）。この地震の発震機構は、
南北方向に圧力軸を持つ逆断層型で、フィリピン海プレート内で発生
した地震です。静岡県のまとめによると、この地震により県内では重軽
傷者13人、建物の一部損壊27件の被害がありました。
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日本周辺の海溝図 及び 駿河湾トラフの立体模型図

日本周辺の海溝図

駿河湾トラフの立体模型図
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ホールアース自然学校
作成の模型を参照

東日本大震災直後の
地震の発生箇所
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・太平洋プレートは北米プレートへ沈み込み、フィリピン海プレート
もユーラシアプレートへ沈み込んでいる。ここに海溝型地震発生。

・北米プレートはユーラシアブレートに衝突、フィリピン海プレート
も北米プレートに衝突している。ここに内陸型地震が発生。

・糸魚川－静岡構造線を、ユーラシアプレートと北アメリカプレート
の境界とする説もある

日本周辺のプレートの動き
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糸魚川－静岡構造線

新潟県の糸魚川から松本盆地、諏訪湖、山梨県の韮崎を経て
富士川の河口にいたる断層線で、糸魚川－静岡構造線と呼ば
れています。

この糸魚川－静岡構造線が、東北日本が乗っている北米プ
レートと西南日本が乗っているユーラシアプレートの境界線で、
両プレートがここで押し合い圧し合いしています。

このため、日本列島は、東西に年１ｃｍの割で縮んでおり、また、
中部地方から近畿地方にかけて岩盤にひび割れ（断層）が生じ
ています。

プレートの沈みこみ領域の地震のメカニズム
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13画像の中央、崖の右上から左下に斜めに走るラインが糸魚
川－静岡構造線の露頭である。（山梨県早川町新倉）

フォッサマグナ(橙色)の西側
糸魚川－静岡構造線(青線)
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日本の活断層地図

プレートの境界で生じた力がプレートの内部にまで伝わっていって、
岩盤をずり動かし、破壊することがあります。これが地震断層です。

また、かつて大昔に破壊された所（活断層）に何かの力が加わり、
再びずれ動くことがあります。
これが地下の浅い所で起こると真上では大きな被害が発生します。
日本には、活断層が、２，０００ほどあるといわれています。
その大きなものが、上図の通りです。

user
ハイライト表示

user
ハイライト表示

user
ハイライト表示



15

日本の活断層と地震発生確率一覧
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代表的な活断層の例

•AA級活断層：〔平均変位速度が10m/1000年以上〕
• 南海トラフ断層（南海地震）
• サンアンドレアス断層（サンフランシスコ地震）
• 千島海溝断層（十勝沖地震、日高沖等多数）
• 糸魚川静岡構造線断層帯系牛伏寺断層:長野県

•A級活断層：〔平均変位速度が1m/1000年以上10m/1000年未満〕
• 丹那断層帯（北伊豆地震→丹那トンネル）：静岡県
• 根尾谷断層（濃尾地震）：岐阜県
• 阿寺断層(天正大地震）：岐阜県
• 養老-桑名-四日市断層帯（天正大地震）：愛知県・三重県
• 跡津川断層：岐阜県
• 北由利断層帯：秋田県
• 長岡平野西縁断層帯：新潟県
• 十日町西縁断層帯（長野県北部地震）：新潟県
• 六日町断層帯（新潟県中越地震）：新潟県
• 神縄・国府津－松田断層帯：神奈川県
• 富士川河口断層帯：静岡県 (7m/1000年Ｍ８が想定される)
• 牛伏寺断層を除く糸魚川-静岡構造線活断層帯系：長野県・
山梨県

• 信濃川断層帯（善光寺地震）：長野県
• 伊那谷断層帯：長野県
• 会津盆地西縁断層帯（慶長会津地震）：福島県
• 有馬-高槻断層帯（慶長伏見地震）：兵庫県・大阪府

• 四国・近畿地方の中央構造線断層帯（慶長伊予地震）：和歌
山県・徳島県・愛媛県

• 別府-万年山断層帯（慶長豊後地震）：大分県・熊本県

•B級活断層：〔平均変位速度が10cm/1000年以上1m/1000年未満〕

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%B5%B7%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%B5%B7%E5%9C%B0%E9%9C%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%82%B9%E6%96%AD%E5%B1%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E5%B3%B6%E6%B5%B7%E6%BA%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E5%8B%9D%E6%B2%96%E5%9C%B0%E9%9C%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%B8%E9%AD%9A%E5%B7%9D%E9%9D%99%E5%B2%A1%E6%A7%8B%E9%80%A0%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%9B%E4%BC%8F%E5%AF%BA%E6%96%AD%E5%B1%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B9%E9%82%A3%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E5%B0%BE%E8%B0%B7%E6%96%AD%E5%B1%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BF%83%E5%B0%BE%E5%9C%B0%E9%9C%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E5%AF%BA%E6%96%AD%E5%B1%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E9%9C%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%A1%E6%B4%A5%E5%B7%9D%E6%96%AD%E5%B1%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C%E5%8C%97%E9%83%A8%E5%9C%B0%E9%9C%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%BD%9F%E7%9C%8C%E4%B8%AD%E8%B6%8A%E5%9C%B0%E9%9C%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E7%B8%84%E3%83%BB%E5%9B%BD%E5%BA%9C%E6%B4%A5-%E6%9D%BE%E7%94%B0%E6%96%AD%E5%B1%A4%E5%B8%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E6%BF%83%E5%B7%9D%E6%96%AD%E5%B1%A4%E5%B8%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E5%85%89%E5%AF%BA%E5%9C%B0%E9%9C%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%82%A3%E8%B0%B7%E6%96%AD%E5%B1%A4%E5%B8%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E7%9B%86%E5%9C%B0%E8%A5%BF%E7%B8%81%E6%96%AD%E5%B1%A4%E5%B8%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E9%95%B7%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E5%9C%B0%E9%9C%87
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%85%B6%E9%95%B7%E4%BC%8F%E8%A6%8B%E5%9C%B0%E9%9C%87&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E6%A7%8B%E9%80%A0%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E9%95%B7%E4%BC%8A%E4%BA%88%E5%9C%B0%E9%9C%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E9%95%B7%E8%B1%8A%E5%BE%8C%E5%9C%B0%E9%9C%87
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褶曲 (しゅうきょく) と

いい、盛り上がった
箇所を背斜 (はい
しゃ)、沈んだ箇所を
向斜 (こうしゃ) と呼
びます

海など、広い堆積盆
地では水平に堆積し
ます。

その後、地殻の変動
によって圧縮される
と、波形に曲がって
しまいます。これを
褶曲 (しゅうきょく) と
いいます

地下に断層ができる
と、そこが最も強度の
低い場所になるため、
その断層が動き続け
ることになります。す
ると地表では断層の
延長上の一部分に変
形が集中し、そこだけ
地層が急傾斜したり、
ときには逆転したりし
ます。このような構造
は、特に撓曲 (とう
きょく) といいます。
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３つの断層の種類

地層がずれたときの切断面が断層面

（１）正断層

上盤がずり落ちるタイプの変形で、横方向の引っ張りの力に
よってできる。
（２）逆断層

上盤がせり上がるタイプの変形で、横方向の圧縮力によって
できる。
（３）横ずれ断層
横方向にずれるタイプで、引っ張る力でも、圧縮力でもできる
（図は圧縮力による例）。
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１．日本列島は、関東・東北地方の沖の日本海溝で太平洋プレー
トが北アメリカプレートの下に沈み込む際に東西方向の強い圧縮
力を受けている。東北から近畿にかけての断層の多くは、この応
力を受けて生成された逆断層や横ずれ断層である。逆断層は南
北方向のものが多く、山々を隆起させる。

２．火山以外の山地の多くは逆断層によって形成されたものであ
る。横ずれ断層は東北-西南方向と西北-東南方向の2方向に向く

ものが多い。ほとんどの断層は横にずれると同時に上下にも動い
ている（斜めずれ）。

３．南海トラフではフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下
に沈み込んでいるが、東端の伊豆半島付近を除けば太平洋プ
レートの沈み込みほどには顕著な断層系を発達させていないと見
られている。

４．日本の中では例外的に、九州中部の別府から島原にかけての
地域では南北方向に引っ張られる応力が働いていることが知られ
ており、正断層が多く見られる。これは沖縄トラフの延長とする説
もある。

横ずれ断層のシミュレーション例

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B5%B7%E6%BA%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%B5%B7%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%94%E3%83%B3%E6%B5%B7%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Fault3.gif
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１．整合とは、地層が途切れることなく連続して積み重なって
いるもののこと

２．不整合とは、１度たまった地層が削られたりして、その上に
不連続に新しい地層が重なった状態をいいます。

不整合は地殻変動がいつ起こったのかを知る目安になります。

整合 不整合
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駿河トラフは沖合いで南海トラフという深い谷につながり、東海沖
から紀伊半島沖、さらに四国沖へと延びています。
この駿河トラフ・南海トラフでフィリピン海プレートがユーラシアプ
レートの下に沈み込んでいます。

芝川地域は３つのプレート境界の影響下にある

user
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もし富士山が噴火したら…。富士山噴火シミュレション動画2.flv

富士山噴火
北米プレート

日本及び富士火山帯の分布図 (プレート境界面上に存在)

file:///E:/My Document/My Videos/RealPlayer Downloads/もし富士山が噴火したら…。富士山噴火シミュレション動画.flv
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日本で発生する海溝型地震の発生確率一覧
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近い将来発生するとされる地震の箇所

駿河トラフから南海トラフにかけて
の巨大地震は必ず発生する。
歴史の証拠が警告を発しており、
新しい想定での見直がされている。
私たちは巨大地震をどのような
方法で受け止め、減災するか。

東海地震が切迫している理由

http://www.salon-mtbys.red/image-salon/tokai-jishin-riyuu.mp4
user
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user
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静岡県に被害を及ぼした主な地震

西暦（和暦） 地域（名称） Ｍ 主な被害
７１５年７月４日
（霊亀１）

遠江 ６．５～７．５ 山崩れが天竜川を塞ぎ、数十日を経て決壊し、敷智、長下、石田の３
郡住家１７０棟余没す。

８４１年
（承和８）

伊豆 7 里落完たからず（村々は大破）。圧死傷者多数。

８７８年１１月１日
（元慶２）

関東諸国 7.4 （相模、武蔵がとくにひどく、圧死者多数。相模国分寺に被害。）

１０９６年１２月１７日
（永長１）

畿内・東海道 ８．０～８．５ 津波が伊勢・駿河を襲う。駿河で社寺・家屋流失４００棟余。

１４９８年９月２０日
（明応７）

東海道全般 8.3 静岡地方では津波による死者約２６，０００。

１５８９年３月２１日
（天正１７）

駿河・遠江 6.7 駿河・遠江両国の住家破損多数。

１６０５年２月３日
（慶長９）

（慶長地震） 7.9 津波が押し寄せる。浜名湖近くの橋本で、死者多数、家屋流失８０棟。

１６３３年３月１日
（寛永１０）

相模・駿河・
伊豆

７．０±０．１ 三島で家崩れる。熱海に津波。

１６８６年１０月３日
（貞享３）

遠江・三河 7 新居の関所、番所、町家少々破損、死者あり。

１７０３年１２月３１日
（元禄１６）

（元禄地震） ７．９～８．２ 伊豆東海岸に津波。死者は宇佐美で３８０人余、須玖美で１６３人、下
田で２７人。下田で家屋倒壊・流失３３２棟。

１７０７年１０月２８日
（宝永４）

（宝永地震） 8.6 沿岸で津波と液状化。下田で死者１１、家屋全壊・流失８５７棟など。
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静岡県に被害を及ぼした主な地震 (続き)

全国 死者１万５８６８人と行方不明者２８４８人
計１万８７１６人。全壊６万７１５０棟、半壊が２万３７６１棟、
一部破損が２０万９２４６棟 、合計３０万１５７棟
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駿河トラフ－南海トラフ領域における過去の巨大地震震源域

四国沖から和歌山県南方沖にかけて南海地震の震源域、三重
県南東沖から遠州灘にかけて東南海地震の震源域、遠州灘か
ら駿河湾内にある駿河トラフにかけて東海地震の震源域が想
定されている。
過去、この地域で発生した大地震をみると、慶長地震（1605

年）の102年後に宝永地震（1707年）が発生し、それからさらに
147年後の1854年に安政東海地震、安政南海地震が発生して
いる。それ以降、駿河トラフ周辺では大地震が発生おらず、
150年以上が経過している。現在、いつ起きてもおかしくない。

user
ハイライト表示

user
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user
ハイライト表示
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近い将来に予想される東海地震で、駿河湾でこれまで震源域と思わ
れていなかったプレート境界付近で、津波を巨大化させる恐れのある
ひずみが蓄積されている可能性があることを、名古屋大と東海大海洋
研究所（静岡市）のグループが突き止めた。

グループは衛星利用測位システム（ＧＰＳ）と音波を利用し、2004年
から2010年まで、太平洋のプレート境界・南海トラフのすぐ西側の海
底の動きを調査。その結果、清水港（静岡市）の南東10kmの地点で、
海底が1年に4センチの割合で西に動いていた。この動きから、境界近
くの海底下5km以内の場所で、プレート同士がくっつき（固着）、ひずみ
がたまっていると判断された。

駿河湾海底の「ひずみ蓄積」に伴う津波巨大化の可能性
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user
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掛川を基準点としたときの御前崎市の高さの経年変化（上段）
と 掛川と御前崎の観測点の位置（下段） （国土地理院資料）

図中のグラフは1998年以降の水準測量とGPS観測の結果を示して
いる。掛川に対して、御前崎が沈降する長期的な傾向が続いている。

フィリピン海プレートの沈み込みにより陸側のプレートが引きずられ
ることによって、内陸側にある掛川市に比べて、より海寄りである御
前崎市が相対的に沈み込んでいくことになる。そのため、グラフでは、
掛川に対して、御前崎が沈降する長期的な傾向が続いていることが
見て取れる。

フィリピン海プレートの沈み込みに伴う、掛川市に
対する御前崎市の沈み込む様子の模式図 (上図)
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南海トラフと呼ばれる、
駿河湾から九州にかけ
ての太平洋沖にあるプ
レート境界の海溝付近
で発生することが予測さ
れている地震。

マグニチュード８クラス
の巨大地震が１００～１
５０年間隔で発生してい
る。

南海トラフ沿いで起き
る地震として、東海、東
南海、南海地震が知ら
れており、過去には連動
して発生したこともある。

政府の地震調査研究推
進本部によると、３０年
以内に起きる確率は
東海地震８８％、
東南海地震７０％、
南海地震６０％
とされる。
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内閣府は２９日、南海トラフ巨大地震による人的被害の推計を公
表した。東日本大震災と同じマグニチュード９クラスで、これまで
想定していた東海、東南海、南海地震の３連動地震より規模が
大きな地震が発生した場合、津波に巻き込まれるなどして、最大
で３２万３０００人が死亡するとした。政府の中央防災会議が２０
０３年にまとめた推計では、３連動地震のケースで死者数は最大
２万４７００人と予想しており、大震災を教訓に最大クラスの地震
を想定した結果、推計死者数は従来の１３倍に拡大した。
最悪の死者数が出るとみられるのは、(1)冬の深夜で多くの人
が寝静まっている(2)秒速８メートルの風が吹いている(3)東海地

方を中心に被害を及ぼす　連動タイプの地震が発生する－など
の条件が重なった場合。津波で２３万人、建物倒壊で８万２０００
人、火災で１万人が亡くなる。 
34

死者は最大３２．３万人＝従来想定の１３倍に－南海トラフ巨大
地震の内閣府推計予想。この数値を基に如何に減災対策するか

南海トラフ巨大地震の震源域および被害想定

３
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地震のおさらい
ＮＨＫ教育ＴＶ 地震と断層より

地震のおさらい
ＮＨＫ教育ＴＶ 高校地理 地震と断層より
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芝川断層および
富士川河口断層帯の考察

ここからは

詳しくは、「かわのり」芝川郷土史研究会会報を
ご覧ください。
２０１２年１０月号（第３７号）は「芝川地区の災害史」
特集号となっています。

一冊 ７００円
松林集会所にて購入できます。

このほかの掲載内容の例
・特別寄稿 大地をさぐる
香葉台区 望月洸花(ひろか)さん

・安政大地震 西山本門寺
被害記録

・宝永の塩出の災害 ほか

ＮＰＯ法人 ホールアース自然学校 津田和秀さん
からの 「静岡県の地質、プレート、駿河トラフなど」
教材の説明があります。 ぜひ参考にしてください。

その前に、ちょっと一息

user
ハイライト表示

http://www.salon-mtbys.red/image-salon/IMG_kawanori37_mokuji.jpg
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富士川河口断層帯周辺の地形図 (青枠で囲まれた箇所)

産業技術総合研究所地質調査総合センター
統合版地質文献データベース 地質図(日本)  より

富士山南西丘陵地域の凹地(向斜)箇所に断層が集中している

富士山

愛鷹山

第2 東名高速

羽鮒丘陵

松野断層

(仮称)

羽鮒

芝川断層

入山断層

安居山断層

大宮断層

富士川河口断層(入山瀬断層)

駿河トラフへ

羽鮒丘陵の西に芝川断層、東に安居山断層がある。芝川断層は入山
断層と、また富士川河口断層(入山瀬断層)は大宮断層につながって
いるとされる。 富士川－芝川 (駿河トラフ) を境に、西は隆起し、東は
沈降している。

芝川

http://www.salon-mtbys.red/image-salon/agoyama-dansou.mp4
http://www.salon-mtbys.red/image-salon/matsuno-fault/matsuno-fault.swf
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富士川河口断層は駿河湾トラフの北方延長につながっている
産業技術総合研究所地質調査総合センター 駿河湾海底地質図より

駿河トラフ

富士川河口断層(入山瀬断層)
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富士川河口断層帯の活断層図
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芝川－松野地質図 産業技術総合研究所地質調査総合センター

富士川

富士川断層
入山断層

芝川断層

愛居山断層 個人見解：松野断層
(仮称)が芝川断層につ
ながり、入山断層が安
居山断層につながって
いるのではないか

同じ色と番号は同じ地質を表す

http://www.salon-mtbys.red/image-salon/agoyama-dansou.mp4
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北松野の県道バイパス東側沿いに見られる断層露頭帯

撮影箇所イ

撮影箇所イ
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南の方向を見る
左側が断層帯

北の方向を見る
右側が断層帯

撮影箇所ロ

撮影箇所ロ
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Ａ

芝川断層南部の水系図
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羽鮒の上空写真

芝川断層
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芝川断層南部の地形面区分図
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羽鮒地区付近の地表踏査結果図
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Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

芝川断層箇所
と写真番号
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トレンチ （細長い溝）を作り、

壁面などに現れた断面を観
察する調査方法

トレンチ調査 青海地区の様子
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比抵抗法電気探査は、地盤に
電流を流した際、地表面に生ず
る電位分布が地下の比抵抗（地
盤の単位体積当りの電気抵抗
で電気の流れにくさを示す） の

分布を反映することを利用して
地下構造を調べる物理探査手
法である。
比抵抗映像法は、比抵抗法電

気探査のうち、二極法と呼ばれ
る電極配置で測定を行い、解析
にコンピュ－タを用いることに
よって、測線下の比抵抗分布を
カラ－の２次元断面として得るこ
とができる方法である。
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芝川断層沿いの変位
地形と調査地点
（芝川・羽行地区）

トレンチ掘削周辺の
実測地形図

トレンチ掘削地点を
東側より撮影

トレンチ調査結果
・平均変位速度

2m / 1000年
・最終活動時期
約2900年～4500年前

・活動感覚
3000年～4000年

と推定される。

参考
・入山瀬断層 7m/1000年
・大宮断層 7m/1000年
・安居山断層 6m/1000年
・入山断層 0.25m/1000年



52

芝川断層の富士川側入口 Ａ

Ａ

Ａ

芝川断層路頭箇所
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Ｂ

Ｃ

古田より南を望む

香葉台南東側出入口



54

Ｃ

Ｄ

香葉台南東側出入口
より北を望む

香葉台東側の道路
に沿う



55

Ｆ

Ｅ香葉台東から平井地区を通る

認定こども園入り口道路正面から
県道に沿い坂本地区へ向かう
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Ｇ

Ｈ
白鳥山は宝永4年宝永地震(1707年 10月７日の東海・東南海・
南海連動地震) で白鳥山の東側斜面が崩壊し、崩壊土砂は
富士川を堰き止め対岸の長貫部落まで押し出し22名の死者が
でた。安政東海地震(1854年）でも富士川が堰き止められたのち
決壊し、下流域に多大な被害をもたらした。

南田東側の認定こども園から西を望む
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富士川下流域の活断層群は，東海地震の震源と想定される駿河湾
断層の北方への延長部にあたり，きわめて活動的である。フィリピン
海プレートがユーラシアプレートの下へ潜りこんでいる境界のすぐ上盤
であって，広くいえば，プレート境界域といえる地域である。

Ｉ

白鳥山の崩壊場所 坂本地区から羽行地区へ
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芝川断層線 大久保地区から羽鮒(羽行)を望む

大久保地区から羽鮒(羽行)を望む

手前に流れているのは芝川
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「極めて近い時代まで地殻運動を繰り返した断層であり、
今後もなお活動する可能性のある断層」を特に活断層
（かつだんそう、active fault）という

活断層では地震が過去に繰り返し発生しており、また今後も
地震が発生すると考えられているため、活断層の活動度の評
価は、そこを震源として発生する地震の予知に役立つと考え
られている。

活断層の調査は、空中写真の判読、地形分類図の作成、現
地での測量や地形観察、地表踏査、トレンチ調査、弾性波探
査、ボーリング調査、広域テフラの同定（鍵層）や放射年代測
定（特に放射性炭素年代測定）などの方法によって行われ
る。調査の結果判明した活動時期及び変位量を基に、平均変
位速度、地震の発生間隔、活動度（AA級からC級まで）の評価
を行う。

活断層は長期間連続的に動き続けるのではない。一部の例
外を除いて、ある一定の周期で瞬間的に動き、他の期間は
あまり目立った活動をしないものが多い。活動周期と1回に

動く大きさは、断層によって異なるが、概して、海洋プレート
沈み込み地帯やトランスフォーム断層では100年前後、内陸
の断層では数百年～数十万年程度の活動周期を示す。

活断層の一般的な特徴 まとめ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E9%9C%87#.E5.9C.B0.E9.9C.87.E4.BA.88.E7.9F.A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E4%B8%AD%E5%86%99%E7%9C%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%AC%E9%87%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%BD%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%95%E3%83%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8D%B5%E5%B1%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E5%B0%84%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E6%B8%AC%E5%AE%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E5%B0%84%E6%80%A7%E7%82%AD%E7%B4%A0%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E6%B8%AC%E5%AE%9A


地震時の自守防災対応とは
１．まず自分の命をまもる
２．次に家族の安否確認をする
３．そして近所の状況を確認し救援を行う

１．まず安全場所に退避 ２．次に落ち着いて移動
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user
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家にいるときに地震が発生したら

１．地震が発生した場合、テーブルや机の下にもぐって頭を守りま
す。

近くにテーブルや机が無い場合は、クッションや布団などで頭を守
りますが、戸棚や本棚、洋服ラックやテレビなど、倒れ掛かってくる
恐れのある物には近づかないようにします。

２．頭を守るものが無い場合には、手で頭を抱え込むようにしましょ
う。その際、何かが落ちてきたり、倒れてきたときに手首の動脈を切
らないよう手の向きにも注意が必要です。

３．台所で被災した場合、調理器具や加熱調理中の料理によってケ
ガや火傷を負う危険性もあります。

４．火災による二次被害を防ぐことは重要ですが、身の安全の確保
を優先するため、慌てて火やガスを止めに行かずに落ち着いてか
らにしましょう。

５．また、地震による衝撃で窓や玄関が歪み、外に出れなくなること
もあるので、窓や玄関を開けて出口を確保する必要もあります。

６．パニックになって慌てて外へ飛び出さないようにしましょう。

７．家を出て避難所へ避難する場合には、ブレーカーを落とすのを
忘れずに！

これは、電気が復旧して各家庭へ供給される際、破損した照明器
具や電化製品によって通電火災を引き起こす可能性があるためで
す。

地震に対する自守防災対応
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、軍手

携帯ラジオ
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終わり
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ここからＰ65までは、紅葉台区 望月洸花(ひろか) さんの
中3調査資料「大地をさぐる」より引用させていただきました。

白鳥山(標高568m) の東側面崩壊場所
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芝川断層周辺の地質
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１．水平方向に引張応力がかかって
いる場所に存在する。地下に斜めに
入った割れ目を境に、片方が他方の
上をすべり落ちるような方向で動いて
できたもの。

２．水平方向に圧縮応力がかかって
いる場所に存在する。左右からの圧
縮応力に対し、その力を逃がすため
に破断面ができて、片方が斜め下へ、
もう一方が相手にのしかかるように斜
め上へ動いた形で生成した断層。

３．４．剪断応力が水平方向に働いた
断層で、ずれの方向によって右ずれ
断層と左ずれ断層とに区分される。断
層の手前から見て、向こう側が相対
的に右にずれている場合を右ずれと
呼ぶ。

震源断層）のようにすれ違うプレート
間に生成するタイプである。 これをト

ランスフォーム断層と言い、大規模な
地震を起こす活発な断層である場合
が多い。

もうひとつは横からの圧縮応力を逃
がすために岩盤が×型に割れておの
おのがずれ動くタイプである。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%96%AD%E5%B1%A4
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