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・「引き裂かれる圃場」4枚組                            
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・「甲府盆地南縁部の断層変位地形」               

市之瀬断層群・曽根丘陵断層群 渡辺満久・東京都  
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小松哲也・丹羽正和・小林健太・細矢卓志 

• 「断層がつくった若狭街道 」2枚組  

  花折断層 木下紀正・鹿児島県 

• 「立ちはだかる正断層崖」  
   布田川断層帯・出ノ口断層   金田平太郎・千葉県 



総 評  
審査委員長 写真家 白尾元理氏 

 今回でこのコンテストは７回目を迎え、21人から46作品の応募がありました。

その内、組写真が16作品です。 

 今年4月16日未明には熊本地震によって地表活断層が出現し、それに関

連したものが30作品、全応募数の３分の２を占めました。しかしハッと驚くよ

うな秀作はありませんでした。理由は、道路等のインフラの分断、広域にわ

たって活断層が出現したために調査に忙しかった、マスコミで多数の写真

が発表されてしまったために尻込みしてしまった、などが考えられます。しか

し熊本地震の優れた活断層写真はまだ眠っていると思います。ぜひ来年の

フォトコンには応募されることを期待します。  

 今回は最優秀賞該当なしで、優秀賞は木下紀正さんの「断層がつくった

若狭街道」に決定しました。この作品は琵琶湖西岸の花折断層を定期便か

ら撮影されたものです。木下さんは鹿児島在住ですが、東京に行かれるとき

は、陸域の飛行が多い熊本—東京便を利用し、翼が邪魔にならない最後列

窓側を予約されるそうです。作品からも良い写真を撮ろうという気迫が伝

わってきます。今回の応募作品のなかでは群をぬいていました。  

 最近のスマートフォンのカメラは以前のコンパクトデジカメを越えています

し、低価格・高性能で操縦が容易なドローンも出現しました。利用できる道

具は増えています。来年はびっくりするような作品の応募に期待します。 
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「断層がつくった若狭街道 」 2枚組 
花折断層  木下紀正 

講評：琵琶湖西岸の比良山地と丹波高地を境する花折断層を、飛行高度1万メートルの定期便
から赤外フィルターを使って捉えた作品です。現在のデジカメは撮像素子直前に赤外カットフィル
ターがあるので赤外フィルターを併用すると何も写りませんが、木下さんは一時代前の赤外カッ
トフィルターを外せるカメラを使用しているため、このように若狭湾や北アルプスまでくっきり写っ
ています。私もかつてセスナをチャーターしてこの地域を撮影しましたが、セスナの上昇限度は
3000m、カラーフィルムではもやはカットできません。この作品には脱帽です。 

作品説明：小浜から熊川断層・花折断層に沿った若狭街道の真っ直ぐな谷は、東京-熊本の空
路の北側の窓から望まれる。琵琶湖南部の両岸上空からの2枚の近赤外空撮では、朝日を受け
て地形による陰影が際立ち、この街道と共に琵琶湖西岸断層帯・湖北山地断層帯など、近畿三
角帯北部に集中した多くの活断層が認められる。写真Aでは丹後半島先端から敦賀半島にかけ
ての若狭湾が、写真Bでは北国街道のルート柳ヶ瀬断層や福井平野が遠望される。 

撮影位置： 写真A：滋賀県栗東市北西端 北緯：35度02.8分 東経：135度58.1分  
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撮影位置： 写真B：大津市 西部の上空 北緯35度02.3分 東経135度49.6分  

撮影位置図 
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「�“THE” RIGHT-LATERAL STRIKE-SLIP FAULT」 
パノラマ写真―布田川断層 中埜貴元・茨城県 

作品説明：平成28年（2016年）熊本地震に伴って布田川断層に沿って出現した典型
的な右横ずれ断層。麦畑のずれ方はまるで人工的に作ったような変位を呈している。 

講評：この麦畑を横切った活断層は、マスコミでも一番多く取り上げられた活断
層です。作者は横長にトリミングして活断層だけを取り上げていますが、周囲の
道路や家なども加えてどのような場所に活断層が生じたかがわかって良かったと
思います。 

撮影位置：熊本県益城町上陳 北緯32度48分17.51秒 東経130度51分33.59秒 

撮影位置 

撮影位置図 
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「ビニール畑を断ち切る地震断層」 
 2016年熊本地震の地震断層（布田川・日奈久断層）  

渡辺満久 

作品説明：2016年4月18日（熊本地震本震の2日後）に、熊本県御船町内にて撮影した。作物
（里芋？）を植えたビニール苗が指標となり、10～20cmの地震断層による右ずれ変位が明瞭で
あった。上下方向の変位はほとんど見られない。奥側の国道にも右ずれ変位は確認されたが、ア
スファルトとコンクリート表面の変位量はもっと小さいように見えた。もちろん現在では、作物
は生育・収穫されている。 

講評：今回の熊本地震関連の活断層では、一番わかりやすい写真でした。畑のビニールシー
トのずれを画面一杯に配置することによって、活断層の水平・垂直変位量は一目瞭然ですし、
道路を走る車やその背後の家々からも活断層の出現した場所の様子がわかります。空を切り
詰めたのもよかったです。 

撮影位置：熊本県御船町 北緯32度43分16.52秒 東経130度47分 23.02秒 

撮影位置 
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撮影位置 

「引き裂かれる圃場」4枚組 
布田川断層 石村大輔・東京都 

作品説明：熊本県益城町福原の圃場に現れた2016年熊本地震の地表地震断層である。大きな横ず
れ変位が確認された堂園から益城の中心街へ延びる断層であり、直線的な分布と左ステップが特徴
的である。ここでは教科書的な右横ずれ断層に伴うせん断構造が観察され、撮影者はそこに着目し
て写真を撮影した。４枚の写真はそれぞれ異なるアングルで撮影し、上記の特徴を捉えることがで
きるように配慮した。 

講評：益城町上陣の西側、水田に現れた300ｍ以上の連続性をもつ活断層を撮影した作品で
す。4枚の写真によって断層の変位量、杉の字型雁行、活断層の連続性がよくわかります。
撮影日は曇天なので、空が真っ白になったのが残念です。写真３は縦位置にして空を少なく
する、写真4は断層にもっと接近して撮影するのがよかったと思います。 

撮影位置：熊本県益城町大字福原 北緯32度48分2.22秒 東経130度50分59.96秒  

写真撮影位置図 
撮影位置図 
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「まるで絨毯」3枚組 
2016年熊本地震地表地震断層 中埜貴元・茨城県 

作品説明：平成28年（2016年）熊本地震に伴って出現した地表地震断層で、それまでは未知

の活断層と考えられる。右横ずれ運動により、芝生がまるで絨毯のように巻き付いている。 

講評：遠景には阿蘇大橋の斜面崩壊、近景には地表地震断層が納まっていますが、断層の形
態や変位量などがよく分かりません。形の面白さに加えて活断層の情報も入れて欲しかったで
す。 

撮影位置：熊本県南阿蘇村河陽 北緯32度53分38.95秒 東経131度0分12.54秒 

撮影位置 

撮影位置図 
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「まきばの異変」3枚組 

 2016年熊本地震地表断層・出ノ口断層 宇根 寛・千葉県 

作品説明：平成28年熊本地震で、西原村小森の牧場内で、落差1m程度の正断層性の地震断
層が1kmあまりにわたって連続的に現れた。九州活構造研究会（1989）の出ノ口断層の延
長上に位置し、布田川断層本体の約1km南をほぼ並行している。既存の地下の構造が布田川
断層の活動に誘発され。重力性の影響も加わって活動したおつきあい地殻変動と考えられる。
夜明けとともに現れた長大な地面の段差に、牛たちもさぞ驚いたことだろう。 

講評：田村さんの作品と同じく西原村の小森牧場に出現した地表地震断層です。青空が
写っていること、牛がいることによって爽やかな写真となっています。しかし3枚の写
真に写っている場所が重複しているので単調です。もう少し断層まで近づいて、青空と
牛を入れた迫力ある写真1枚だけで応募するのが良かったと思います。 

撮影位置：熊本県阿蘇郡西原村小森牧野：北緯32度50分9秒 東経130度56分57秒 

撮影位置 
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「牧場に出現した正断層」 3枚組 
出ノ口断層  田村丈司 

作品説明：平成28年熊本地震で、西原村小森の牧場内で、落差1m程度の正断層性の地震断
層が1kmあまりにわたって連続的に現れた。九州活構造研究会（1989）の出ノ口断層の延
長上に位置し、布田川断層本体の約1km南をほぼ並行している。既存の地下の構造が布田川
断層の活動に誘発され。重力性の影響も加わって活動したおつきあい地殻変動と考えられる。
夜明けとともに現れた長大な地面の段差に、牛たちもさぞ驚いたことだろう。 

講評：西原村の小森牧場に出現した地表地震断層を3枚の組写真で応募されました。こ
の場所は阿蘇カルデラの外側斜面に位置します。遠くからの写真とクローズアップ写
真と組合わせているので、断層の様子がよく分かります。斜面の最大傾斜方向にずれ
ているので、一般の人には斜面崩壊と区別が付きにくいのが難点でしょうか。 

撮影位置：熊本県阿蘇郡西原村小森牧場内 北緯32度50分07.0秒 東経130度57分06.1秒  

撮影位置 

撮影位置図 
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「甲府盆地南縁部の断層変位地形」 
市之瀬断層群・曽根丘陵断層群 渡辺満久・東京都 

作品説明：精進湖から甲府盆地へ至る国道358線から撮影した写真である。手前（工場の煙

が見える）に、曽根丘陵断層群の隆起側に形成された曽根丘陵がある。そこから甲府盆地南

部を挟んで、山頂部が雪に覆われている南アルプス手前側に、甲府盆地西縁の市之瀬断層群

の活動によって隆起した市之瀬台地が見える。盆地に近いところは隆起量が大きいため植生

に覆われる丘陵となっているが、奥側の扇状地面は宅地化されている。 

講評：甲府盆地の南縁から西北西方向を撮影した作品です。遠景のほぼ中央が櫛形山の
裾野を縁どる市之瀬断層群、手前の段丘面の盆地側を境するのが曽根丘陵断層群です。
遠方には北岳、間ノ岳、甲斐駒ヶ岳などの南アルプスが写っているので爽やかな印象を
与えます。積雪で露出オーバーになっているのが残念でした。。 

撮影位置：山梨県甲府市右左口町 北緯35度34分2秒 東経138度35分36秒 

市
之
瀬
台
地 

撮影位置 
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「屏風山をつくった断層」  
 屏風山断層 安江健一・香取拓馬・小松哲也・丹羽正和・小林健太・細矢卓志 

作品説明：活断層研究会編（1991）の屏風山断層の活断層トレースに一致するが、地震調査研究推進本部

（2004）や岐阜県活断層図（鈴木・杉戸編, 2010）では、活断層トレースが引かれていない区間にあたる。

本露頭では、第四紀後期の堆積物と断層の関係が不明であることから、活断層かどうかは不明であるが、東

海層群土岐砂礫層（写真の下側）と基盤岩の伊那川花崗岩（写真の上側）が断層関係で直接接していること

から、 屏風山をつくった「屏風山断層」の本体である可能性が高く、山地の形成や断層の活動履歴の検討に

おいて重要な露頭であると考えられる。写真は、断層の走向とほぼ同じ方向の露頭面を見ていることから、

極めて低角または傾斜がないように見えるが、実際には50度程度南東へ傾斜している。なお、本露頭の詳細

については、香取ほか（2015）「岐阜県南東部に位置する屏風山断層の破砕・変質履歴」（地球惑星科学

連合大会）において紹介されている。 

講評：今回は地表活地震断層の写真が多かったので、このような露頭写真を見るとほっとします。
詳細な説明文が付いているので、作品を評価するのに役立ちます。左上の表土の残された部分ま
で露頭クリーニングを行うと完璧でした。スケールには巻き尺が使われていますが、ねじれて見
苦しいので、１ｍの折尺を使った方が良かったと思います。地震ところです。 

撮影位置：岐阜県瑞浪市釜戸町論栃周辺の沢沿い 北緯35.389度 東経137.335度  

撮影位置 

撮影位置図 
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「立ちはだかる正断層崖」 
布田川断層帯，出ノ口断層 金田 平太郎 

作品説明：2016年熊本地震時に活動した布田川断層の2～3 km東側には，出ノ口（いでのく
ち）断層と呼ばれる正断層が併走する．熊本地震時には，この活断層に沿っても明瞭な地表地震断
層が出現し，とくにその北部にあたる小森牧野の牧場付近では，斜面を切る東側隆起の正断層崖や
それに付随する逆向き（西側隆起）の正断層崖（antithetic fault scarp）が複数出現した．写真
の断層はこのうち最も東側（山側）に位置するもので，ここでは熊本地震時に出現した地表地震断
層で最大の上下変位量（約2.0 m）を記録した．植生に覆われた山地内を走ることから，当初この
断層崖の存在は知られていなかったが，累積断層変位地形の存在や逆向き正断層崖の位置などから，
山際に大規模な地表地震断層の出現が予想されたため，地震からほぼ1ヶ月を経た5月半ばに再度
の現地調査を実施した． 
牧場から荒れた林道を東に歩いて行くと，予想した場所に予想以上に大きな正断層崖が忽然と立ち
はだかった．断層崖が高いため隆起側の林道を写し込むのに苦労したが，断層崖の手前で林道を塞
いでいた大きな倒木に何とかよじ登って撮影した一枚である． 

 

撮影位置：熊本県阿蘇郡西原村小森牧野東方 北緯32度50分0.94秒 東経130度57分17.43秒 

撮影位置 

撮影位置図 
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