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活断層とは

過去数千年ごとにずれを繰り返し、今後も活動する可能性があ
る地下の地層の割れ目（断層）のことです。
断層がずれることにより地震が発生します。

活断層研究会編(1991) 『新編 日本の活断層』，東京大学出版会．

日本では2千以上もの活断層が見
つかっていますが、海底の活断層
や地下に隠れて地表に現れてい
ない活断層もあり、さらに多くの活
断層があると考えられています。



活断層はなぜできるのか

海のプレートと陸のプレートがぶつかり合うことで日本
列島には常に大きな力が働いています。

この力で押されたり引っ張られたりすることで地層が割
れて活断層となります。



日本列島の動き



活断層の特徴

１）一定の時間をおいて、繰り返して活動する。

２）いつも同じ向きにずれる。

３）活動間隔は極めて長い（数百年～数万年）。

４）長い断層ほど大地震を起こす。

５）大きくずれるほど大地震を起こす。

６）ずれの速さは断層ごとに大きく異なる。

７）断層運動の繰り返しにより、特徴的な地形が
形成される。



活断層と災害

活断層が活動すると、その震源が地表に
近いことから、地震を起こした活断層の近
くでは大きな地震動が発生し、大きな被害
をもたらします。

それに加えて、断層のずれが地表に生じ
ると、ずれの直上の建物や構造物がさらに
大きな被害を受けたり、地すべりや斜面の
崩壊が誘発されます。



九州の活断層

資料：地震調査研究推進本部



布田川断層の特徴

九州中央部には大きくみると南北方向に引っ張
る力が働いています。布田川断層の本体は、北
東～南西に延び、北側が傾き下がる断層なので、
この力により断層の北側が低下し（正断層）、か
つ東に動く（右横ずれ）性質を持った活断層です。

断層運動の変位様式による活断層の基本タイプ。国土地理院HPより



布田川断層帯・日奈久断層帯

資料：地震調査研究推進本部



布田川断層帯・日奈久断層帯

資料：地震調査研究推進本部



布田川断層帯・日奈久断層帯

資料：地震調査研究推進本部



布田川断層帯・日奈久断層帯

資料：地震調査研究推進本部



布田川断層帯・日奈久断層帯

資料：地震調査研究推進本部



布田川断層帯・日奈久断層帯

資料：地震調査研究推進本部



布田川断層帯・日奈久断層帯

資料：地震調査研究推進本部



※8/15時点（消防庁資料： http://www.fdma.go.jp/bn/2016/index.html/ ）

平成28年4月14日（木）21:26(M6.5)
震源：熊本県熊本地方
深さ：約11km
規模：M6.5

震度7：益城町
震度6弱：玉名市、西原村、宇城市、熊本

市

人的被害 死者：88名
住家被害 全壊:8,125戸

16

平成28年4月16日（土）01:25(M7.3)
震源：熊本県熊本地方
深さ：約12km
規模：M7.3（阪神・淡路大震災と同規
模）震度7：西原村、益城町

震度6強：南阿蘇村、菊池市、宇土市、大
津町、 嘉島町、宇城市、合志市、
熊本市

約２８時間の間に震度７を２回観測
（熊本県益城町）

平成28年(2016年)熊本地震の概要

気象庁資料



人工衛星から明らかになった熊本地震

地球観測衛星「だいち2号」

 2014年5月打ち上げ
 14日ごとに同じ軌道を
周回

 衛星からマイクロ波を
発射し地表からの反射
波を観測

 2回の観測間の衛星と
地表の距離の変化を
干渉縞で表現



だいち2号で観測された前震と本震の地表の動き

4/14 M6.5, 4/15 M6.4

2016/04/15 - 2016/04/292015/11/14 - 2016/04/15

4/16 M7.3



だいち2号で観測された地表の動きと断層モデル

19

地殻変動データ（GNSS、だいち2号の
干渉SAR結果）を用いて震源断層を推定

• 布田川断層帯、日奈久断層帯
に沿った断層面

• いずれも右横ずれ（布田川断
層帯では正断層成分を含む）

• 布田川断層帯の東側延長にも
断層面が推定

震源断層の概念図



航空写真からみた地表地震断層（益城町堂園）



益城町堂園の地表地震断層



航空写真判読による地表の亀裂の分布



益城町の活断層

資料：国土地理院「都市圏活断層図」

gsi20160501123523955.html
gsi20160501123523955.html


活断層の調査

断層運動の繰り返しで形成された地形（断層変位地形）を認定し、
その変位が数10万年前以降で現在まで累積されているか、今
後も活動を繰り返す可能性があるかなどを検討して活断層であ
るかどうかを判定します。
このような調査結果が、「都市圏活断層図」（国土地理院）や「日
本の活断層」（活断層研究会編）などとして公表されています。



益城町の活断層

資料：国土地理院「都市圏活断層図」

布田川断層本体は地震前から知られていましたが、
益城町市街周辺は地表近くに柔らかい地層があるた
め、川の浸食などを受けやすく、地形が分からなくな
っており、活断層の存在はよくわかりませんでした。

gsi20160501123523955.html
gsi20160501123523955.html


益城町の活断層

【日本の活断層（1980）：活断層研究会】

 

益城町役場 

江津湖 



益城町の活断層

【九州の活構造（1989：九州活構造研究会）】

 

益城町役場 



益城町の活断層

【布田川断層帯、日奈久断層帯の評価
（2013：地震調査研究推進本部）】



益城市街地の地質調査

目的：
今回の地震の被害拡大要因を分析するた
めに、益城町市街地の地盤状況及び活断
層位置を把握すること

調査内容：
◇ボーリング調査
◇室内土質試験
◇物理探査
◇常時微動計測

ボーリング調査実施状況

表面波探査計測機器設置状況 表面波探査起振状況

常時微動計測計測状況



益城市街地の活断層位置の推定

推定方法：
①鍵層（Aso-4直下の間隙層）の標高差
②明瞭な段差地形の有無
③低速度帯（Vs≦160m/s）の有無
④地表に現れる連続的な亀裂の有無
・顕著なズレを伴い連続的に繋がる亀裂が
確認できるか
・明瞭な段差地形が連続的に繋がるか



益城市街地の活断層位置の推定

横ズレ20cm以上

横ズレ10cm以上20cm未満

変位が認められる亀裂
路肩右横ズレ20～30cm 側溝右横ズレ30cm側溝右横ズレ35cm舗装右横ズレ20～30cm

壁右横ズレ20～30cm地面右横ズレ20cm
舗装右横ズレ20cm
（構造影響有）

側溝右横ズレ20～30cm

路面右横ズレ14cm

舗装右横ズレ20cm

路面右横ズレ20cm
（構造影響有）



益城市街地の活断層位置の推定



益城市街地の活断層位置の推定



益城市街地の活断層位置の推定
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10.8m
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明瞭な段差地形

中位面

沖積面

高位面

TP-12.55m

TP-18.1m

TP-35.22m

TP-46.0m

TP+4.8m

TP+13.08m

TP+9.0m

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ地点間の標高差は

過去の断層活動による
累積変位量の最大値

⇒今回の地震だけで生じた
ものでない

侵食作用による
ものと推定

8.3m

町役場断面Ⅰ
(調査測線①-1～2)

断面Ⅰでは活断層B及びCは地表に表れていない



益城市街地の活断層位置の推定



益城市街地の活断層位置の推定



益城市街地の活断層のピット調査

断層の地下の状況を目視で把握する目的で、活断層Aの推定位置近傍で、今回の地震

により比較的連続性のある亀裂群が生じたところを対象地としてピット（掘削）調査を実施
しました（1月下旬）。
ピットの大きさ：南北約10ｍ、東西約4ｍ、深度約2m



益城市街地の活断層のピット調査



益城市街地の活断層の特徴

 木山断層帯（階段状断層） 

木山－嘉島地溝帯 

布田川断層 

活断層 A 

活断層 B 
活断層 C 

益城町市街地直下の活断層（木山断層）は、地表近くで布田川断
層本体から北に分岐した副断層と考えられます。



益城市街地の活断層の特徴

調査が行われていない場所に知られていない活断層がある可能性
はあります。ただし、活断層Cより北側には活断層の存在を示す証
拠がなく、活断層が走っている可能性は低いと考えられます。また
、木山断層は地表近くの副次的な断層なので、活断層Cより南側で
は今回の３本以外に地表付近で細かく分岐した活断層が存在する
可能性は否定できません。



益城市街地の活断層の今後の活動

活断層はその区間ごとにほぼ一定の間隔で地震を発生させると考えられてい
ます（固有地震）。
昨年4月16日の地震は布田川断層布田川区間の固有地震と考えられている
ので、同じ区間で同じ規模の地震が起こるのは少なくとも数千年後と考えられ
ます。
宇土区間については、活動間隔など詳しいことは分かっていませんが、今回
活動しておらず、今後活動する可能性は否定できません。
宇土区間が活動すると木山断層はその延長上の副断層なので誘発されて活
動する可能性があり、その場合は再び地表のずれや大きな揺れが起こること
が考えられます。

布田川区間 宇土区間
宇土半島北岸

区間
高野白旗区間

地震規模 M7.0程度 M7.0程度 M7.2程度以上 M6.8程度

1回のズレ
量

横ズレ主体2m ズレ2m ズレ3m 横ズレ主体2m

平均活動
間隔

8,100～
26,000年
程度

不明

（平均変位速
度0.2～0.5m/

千年）

不明 不明

布田川・日奈久断層帯の評価、地震調査研究推進本部(2013)



益城市街地の活断層の特徴と今後の活動

断層名 調査結果の評価

将来の活動に関する評価

布田川区間と連動
する場合

（今回活動していない）
宇土区間と連動する場合

ズレ量の
評価

発生しやすさ
の評価

ズレ量の
評価

発生しやすさ
の評価

活断層A

・Aso-4以前の基盤層のズレ量（8m～10m程度）から活
動の累積性が確認され、低速度帯とほぼ一致している
・右ズレ（最大35cm）および南落ち（最大15cm程度※1）
の変位がある
・複数回の断層活動によるダメージゾーンが形成されて
いると推定され、活断層と評価

最大で今回
と同程度（活
断層Ａの最
大ズレ量）と
推定

今後、8千年
～2万6千年
程度は発生
しないと推定

ズレ量は今
回と同程度と
推定

発生間隔は
不明

活断層B

・Aso-4以前の基盤層のズレは大きく、活動の累積性が
推定される
・今回の地震によるズレは測線⑥-4～測線②-1の間で
は亀裂の分布として確認、それ以外では亀裂は確認さ
れない
・右ズレ（最大14㎝が1箇所、他箇所は5cm程度以下）お
よび南落ち（5㎝以下）の変位がある
・推定される断層線の東側では地表に亀裂が生じていな
いことから今回の活動は限定的であるが、活断層と評
価

活断層C

・活断層A,Bと比較して小さいが、断面ⅠにおいてAso-4

以前のズレが5.5m確認される
・低崖地形はあるが、今回の地震によるズレは確認され
ない
・低速度帯との対応は確認できない（明瞭なダメージ
ゾーンが形成されていないと推定）
・地層の標高差が活断層A、Bに比べ小さく、地表の亀裂
が小さいことから今回の活動は限定的であるが、活断
層と評価



活断層と地震の揺れ

地震の揺れは地震の大きさと震源からの距離で決まる
ので、地震を引き起こした断層の近くでは大きな揺れと
なります。

活断層は浅い（＝地表に近い）場所で地震を起こすの
で活断層の近くの地表では大きな揺れとなります。

揺れの大きさは断層との距離だけでなく、地表近くの地
層の状態によって大きく変わり、地表に軟弱な地層が
あれば揺れが増幅されます。



益城市街地の地盤



益城市街地の地盤



活断層と地震の揺れ

地震の揺れは地震の大きさと震源からの距離で決まる
ので、地震を引き起こした断層の近くでは大きな揺れと
なります。

活断層は浅い（＝地表に近い）場所で地震を起こすの
で活断層の近くの地表では大きな揺れとなります。

揺れの大きさは断層との距離だけでなく、地表近くの地
層の状態によって大きく変わり、地表に軟弱な地層が
あれば揺れが増幅されます。

益城町市街地の地下には軟弱な地盤が広く存在して
いることから、地震の際には今後も大きな揺れが予想
され、十分な対策をとる必要があります。



活断層の揺れとずれ

揺れに加えて、断層のずれが地表に生じ
ると、ずれの直上の建物や構造物がさらに
大きな被害を受けたり、地すべりや斜面の
崩壊が誘発されます。



活断層の揺れとずれ

将来の活動により、活断層Cより秋津川までの
範囲は、活断層による地盤のズレが生じる可能
性があると考えられます。

中でも、活断層A・B・Cは、過去活動が累積して
いることが確認されており、将来も活動し、ずれ
が発生する可能性が高いと推測されます。

ズレの量は最大で今回の活断層Ａでの最大の
ズレと同程度と推測されます。



おわりに

○限られた期間・範囲で行われた調査結果をも
とに分析等を行ったものであり、必ずしもすべて
が解明されているわけではありません。

○今後、新たな事実の判明や新しい知見が得ら
れた場合には、内容を見直す可能性もあります。


