
Taxonomy and evaluation of uncertainties of active fault datasets  
for earthquake source fault model 

 ・stochastic uncertainties for magnitude estimation 
  規模の予測に関する不確実性 
 
 / models for multi-segment faults 
  長大断層のモデル化 
 
 / models for short faults 
  短い活断層のモデル化 
 
 / new knowledge, new finding, new idea 
  最新の知見とは・実務への導入 
 
 ・controversy of definition / judgment on active faults 
  活断層の認定に係わる不確実性 

KUMAMOTO, Takashi (Okayama Univ.) 

震源断層モデル構築のための活断層データの不確実性の分類と評価 
隈元 崇（岡山大学） 



New Regulatory Requirements For Nuclear Power Plants (Earthquakes and Tsunamis) 
「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド」 
平成25年6月19日 原子力規制委員会決定 

「最新の知見の十分な考慮」    とは？ 
「経験式が有するばらつきも考慮」 とは？ 
「不確かさの考慮を適切に」           とは？ 



地震調査研究推進本部(2010)に加筆 

Flow-chart for characterized seismic source model (HERP, 2010) 
特性化震源モデルのパラメータ設定 

活断層情報は，地震規模の推定とそれ以降のパラメータ作成に必須・重要 



20km→M7.0 
80km→M8.0 

Matsuda, T., 1975,  Magnitude and recurrence interval of earthquakes 
      from a fault, Zishin2, 28, 269-283. 
松田時彦，1975，活断層から発生する地震の規模と周期について， 
  地震第2輯，28，269-283． 

Fig.1. Magnitude-fault dimension relation and magnitude- 
          displacement relation in historic earthquakes in Japan  
          (inland). ○：values observed on the surface. ●:values  
          estimated from seismological or geodetic data. 
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Empirical equation (Matsuda, 1975) 
松田式（断層長と地震規模） 

原子力規制庁WWW公開資料（2014/09/09） 
https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/shinsa/ 
     data/shimane2/mendan/20140919_01giji.pdf 

評価手法は検討段階か，既に確立されているか？ 
利用の目的は？ 



1．松田(1975) 
 ・地震本部の長期評価 
 ・断層長Lと気象庁マグニチュードMJMA 
 ・日本の地震から断層長20kmでM7，80kmでM8で評価 
 
 
 
2. Stirling et al.(2002) 
 ・世界被害地震の最新のデータベース 
 ・モーメントマグニチュードMWと断層長Lとの回帰式 
 ・日本とは異なるテクトニクスの地震が含まれている 

 

 

 

3. Somerville et al.(1999) 
 ・地震本部の強震動評価 
 ・断層面積Sと地震モーメントMoの回帰式 
 ・断層面積には地震発生層の深さと断層の傾斜角が必要 

9.26.0log −= JMAML

3/211

3/215

10*24.4
10*23.2

O

O

MS
MS

−

−

=

= (S ＜ 291km2) 

(S ≧ 291km2) 

LM
LM

W

W

log375.1743.4
log27.2606.3

+=
+= (MW ＜ 6.5) 

(MW ≧ 6.5) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

TFI judgement

F(ECW)

E(ECW)

D(ECW)

C(ECW)

B(ECW)

A(ECW)

F(PW)

E(PW)

D(PW)

C(PW)

B(PW)

A(PW)

Matsuda(1975)

Stirling et al.(2002)

Somerville et al.(1999)

Weight for logic-tree model for empirical equations (Kumamoto et al., 2008) 

地震規模推定の経験式に関するロジックツリーの重み（隈元ほか，2008） 

隈元ほか(2008) 



Empirical equations for magnitude estimation (Ttsu, 1999) 
地震規模推定の経験式（宇津，1999） 

宇津徳治，1999，『地震活動総説』，東京 
  大学出版会，876p． 

3.7.2 断層の長さ・面積（97～101ｐ) 
 
  地震規模と断層長さ(M vs L) ： 52式 
 
  地震規模と断層幅(M vs W) ：   1式 
 
  地震規模と断層面積(M vs S) ：  9式 
 
  地震規模と断層変位(M vs D) ： 21式 

原子力規制庁WWW公開資料（2014/09/09） 
https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/shinsa/ 
     data/shimane2/mendan/20140919_01giji.pdf 
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Weight for logic-tree model for multi-segment faults (Kumamoto et al., 2008) 

長大断層の規模推定に関するロジックツリーの重み（隈元ほか，2008） 

Median Tectonic Line 
（multi-segment faults） 



Logic-Tree: Diablo Canyon Power Plant and Hosgri fault 
活断層についてロジックツリー活用事例 

PG&E WWW public resources 

Abrahamson(2010) 

Abrahamson(2010) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Diablo_Canyon_NPP_above.jpg


松田時彦，1975，活断層から発生する地震の規模と 
  周期について，地震第2輯，28，269-283． 
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地震本部 (2010) 

New idea for short length faults 
孤立した短い断層の規模推定の新知見 

原子力安全委員会（2010）に加筆 

New Regulatory Requirements For Nuclear Power Plants  
(Earthquakes and Tsunamis) 
「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド」 
平成25年6月19日 原子力規制委員会決定 



島崎(2008) 

楕円断層モデル（沖野・隈元, 2006） 活断層の長さと頻度の関係 

New idea for short length faults 
孤立した短い断層の規模推定の新知見 

「そういう研究があることは承知している・・・」 「全国を概観した検討であって，個別のサイト 
 に適用可能か否かは，引き続き議論が必要」 

M7.3～7.4 



地震本部（主要110＋それ以外178） 

新編日本の活断層（4598線分） 活断層詳細デジタルマップ 
（22376線分） 

沖野・隈元（2006） 

Distribution of active faults / short length faults 
活断層分布図 / 短い長さの活断層 

短い活断層のモデル化概略 

短い長さの活断層・minor断層は， 
これまで調査や研究が不十分！ 

考慮されない 



「経験式が有するばらつきも考慮」 とは？  『データや結果の吟味』 
 
「不確かさの考慮を適切に」           とは？  『ロジックツリー』  
 
「最新の知見の十分な考慮」    とは？  『断層の成熟度』 

Interim review 1 
ここまでのまとめ1 

原子力規制庁WWW公開資料（2014/09/09） 
https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/shinsa/ 
     data/shimane2/mendan/20140919_01giji.pdf 

New Regulatory Requirements For Nuclear Power Plants  
(Earthquakes and Tsunamis) 
「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド」 
平成25年6月19日 原子力規制委員会決定 



活断層の成熟度 

Multiple regression for magnitude 
重回帰分析による地震規模の推定－静的応力降下量・活動間隔 
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R2 = 0.76，説明変数間の相関係数 = 0.20 
Mw = 1.13 logLs + 0.16 logR + 4.62  

Fault evolution model（modified from Wesnousky(1999)） 

「松田式と値が異なるので・・・」 

高浜発電所・大飯発電所 
震源を特定せず策定する地震動 
について･コメント回答 
https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/ 
tekigousei/shinsa/data/genkai34/mendan/ 
20140122_04shiryo_03.pdf 



Taxonomy and evaluation of uncertainties of active fault datasets  
for earthquake source fault model 

 ・stochastic uncertainties for magnitude estimation 
  規模の予測に関する不確実性 
 
 / models for multi-segment faults 
  長大断層のモデル化 
 
 / models for short faults 
  短い活断層のモデル化 
 
 / new knowledge, new finding, new idea 
  最新の知見とは 
 
 ・controversy of definition / judgment on active faults 
  活断層の認定に係わる不確実性 

震源断層モデル構築のための活断層データの不確実性の分類と評価 

実務への導入は十分可能だが， 
まだ研究や試行・経験も必要 

/ 引用からの解釈 
/ 独自調査・研究 

Interim review 2 
ここまでのまとめ2 



地表地震断層の出現では，「特定できる」としての根拠は薄い 
1000年後に活断層として認識される変位量 ⇔ 変動地形が重要 

Specified fault / specified earthquake 
震源断層を特定できる / 特定できないとは？ 

原子力規制委員会・公開資料に加筆 
「震源を予め特定しにくい地震について」震基１１－２－２（事業者説明資料）
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_taishinkijyun/data/0011_03.pdf 



島崎ほか(1997) 

Active fault / surface rupture 
活断層と地表地震断層 

岡田(1998) 

短い長さの活断層・minor断層は， 
これまで調査や研究が不十分！ 
 
どのような空間スケール？ 



東京電力(2011):湯ノ岳断層に関する追加調査結果の報告 
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/111227b.pdf 

・「結果的に，」変動地形の解釈が正しかった・・・ 
 
・現在の審査では，岩石化は物性値で計測・・・将来動かないとする基準値の妥当性 

2011年4月11日福島県浜通り地震（M7.0）と湯ノ岳断層 

原子力安全保安院(2010):福島第一原子力発電所6号炉 
審査資料，湯ノ岳断層の活動性評価 

Active fault / geologic fault / failure case  
活断層と地質断層・失敗事例 



Safe side judgment in case of limited data / knowledge  
研究や知識が不十分なときに求められる（安全側の）判断とは 

原子力規制委員会・公開資料 
「震源を予め特定しにくい地震について」震基11-2-2（事業者説明資料）
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/ 
shin_taishinkijyun/data/0011_03.pdf 

地震地体構造区ごとの震源を特定せず評価する地震の規模 

Specified fault / specified earthquake 
震源断層を特定できる / 特定できないとは？ 



Tottori-ken_seibu earthquake (2000/10/06, Mjma7.3)  
2000年鳥取県西部地震（M7.3）と活断層・震源断層 

「2000年鳥取県西部地震地震断層の掘削調査速報」 
産業技術総合研究所 活断層・地震研究センタ 
https://unit.aist.go.jp/actfault-eq/katsudo/trench/ 
tottori/index0202.html 

Global Energy Policy Researchコラム 
「敦賀原発の活断層判定、再考が必要」 
http://www.gepr.org/ja/contents/20140630-03/ 

原子力規制委員会・公開資料 
「震源を予め特定しにくい地震について」震基１１－２－２（事業者説明資料）
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_taishinkijyun/data/0011_03.pdf 

リニアメントに沿ってずれが出現 

（活）断層 > リニアメントのはず 
左の基準を適用させると・・・？ 

震源断層との関連不明 



Active fault / geologic fault 
活断層と地質断層 

鹿島断層（宍道断層） 

産業技術総合研究所 地質調査総合センタ 
20万分の1シームレス地質図 
青線は地質断層 

2006年川部トレンチ調査 

・地質断層やリニアメントの解釈の任意性 
・最後は，トレンチ調査（指示した場所を調査して，断層が見えなかった時の結論） 

トレンチ調査をお願いしても 
とりあってもらえなかった 

地質調査所5万分の1地質図「境港」 



・peer reviewを受けた学術論文 
 
・反論の対象は，国の審査結果 
 
・急ぐ必要はない 
 （審査終了後でも良い） 

トレンチ調査をお願いしても 
とりあってもらえなかった 

Further research for challenging theme 
難しくても継続調査 

島根原子力発電所・敷地周辺陸域の活断層評価（コメント回答） 
平成26年5月1日 
http://www.energia.co.jp/judging/pdf/gaiyou_h260529_1.pdf 



原子力規制委員会・公開資料 
「震源を予め特定しにくい地震について」震基１１－２－２（事業者説明資料）
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_taishinkijyun/data/0011_03.pdf 

Tectonic landform / Tectonic deformation / characterized seismic source model 
変動地形と震源断層 



河北新報（2013年10月19日） 

下北半島北端部の海岸地形 

海水準変動曲線のばらつき 

シミュレーションより，段丘面の幅や傾斜は， 
気候変動と地殻変動に相互関連 
 
こうした成果は，まだ「最新の知見」とは言っ 
てもらえないかもしれないが．．． 

Tectonic landform / Tectonic deformation / simulation 
変動地形と震源断層 / 変動地形形成シミュレーション 

地殻変動の計算結果 



地震発生前の航空写真やトレンチ調査により 
活断層の存在を認定は可能（鈴木，2010） 

Tectonic landform / Tectonic deformation / characterized seismic source model 
変動地形と震源断層 

2008年 岩手・宮城内陸地震（Mjma7.2) 

Global Energy Policy Researchコラム 
「敦賀原発の活断層判定、再考が必要」 
http://www.gepr.org/ja/contents/20140630-03/ 

関わってくれる活断層の研究者は大事に 
新知見を採用しないかぎり，規模の推定は難しい 



Superfluity 
蛇足 

変動地形学者の数を渡辺に尋ねると， 
「指折り数えられる・・・・・，21人ですね」 

経験 
実績 
 
中立性 
 
やる気 

・変動地形学とトレンチ調査は，技量の必要な学問分野 
 
・存否の議論は，「不確実性」の観点で解決できるのか？ 
 
・「安全側の判断」を安易に使用すべきではない 
 
・それでも，学問的経験・実績に基づく意見や決断は重要 



Global Energy Policy Researchコラム 
「敦賀原発の活断層判定、再考が必要」 
http://www.gepr.org/ja/contents/20140630-03/ 

 ・stochastic uncertainties for magnitude estimation 
  規模の予測に関する不確実性 
 
 / models for multi-segment faults 
  長大断層のモデル化 
 
 / models for short faults 
  短い活断層のモデル化 
 
 / new knowledge, new finding, new idea 
  最新の知見とは 
 
 ・controversy of definition / judgment on active faults 
  活断層の認定に係わる不確実性 

実務への導入は十分可能だが， 
まだ研究や試行・経験も必要 

まだまだ議論が必要 
しかし，決断も必要 

Summary 1/2 
まとめ1/2 



島崎ほか(1997)に加筆 

活断層の定義 
 副断層 
 副次断層 
 ２次断層 
 お付き合い断層 
 地変 
 地割れ・亀裂 
 表層変形 
 
 膨潤 
 地すべり 

変動地形として残る条件 / 認定の確実度 

Summary 2/2 
まとめ2/2 

・controversy of definition / judgment on active faults 
 活断層の認定に係わる不確実性 

・「良いとこ取り」の個別の適用ではなく，「論理的一貫性のある説明」が重要 
 
・研究と議論がまだ十分ではない，そのときの安全側の判断 
・「安全側」とは，リスクが「無」のことか？ 
  / 活断層とされた地層境界が地震時に変位すると仮定して， 
 *工学的に安全性を担保できるか 
 *地震時のずれの予測値の精度 
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