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口頭発表（１） 

座長：原口 強 

O-01  11:00-11:20   2010 年岐阜県刊行「1:25,000 岐阜県活断層図」の意義 
○鈴木康弘・杉戸信彦・岡田篤正・金田平太郎 

東郷正美・中田 高・廣内大助・渡辺満久 
内田主税・岐阜県防災課 

O-02  11:20-11:40   木曽山脈西縁断層帯の諸特徴と概要－活断層図:「木曽駒高原」

｢上松｣ ｢妻籠｣図幅の刊行と解説－ 
岡田篤正 

O-03  11:40-12:00   高機能 DEM 実体視システムの活断層調査への適用－糸魚川‐

静岡構造線活断層帯の例－ 
○千田良道・杉戸信彦・鈴木康弘 

O-04  12:00-12:20   三浦半島における関東地震起源の津波堆積物の認定 
○島崎邦彦・金 幸隆・千葉 崇・石辺岳男 
松岡裕美・岡村 眞・都司嘉宣・佐竹健治 

昼食休憩（12:20～13:00） 

ポスター発表コアタイム（13:00～14:00） 

 

口頭発表（２） 

座長：後藤秀昭 

O-05  14:00-14:20   沖積層基底地形の形状から推定される深谷断層系の地下構造 
○石原武志・須貝俊彦・水野清秀 

O-06  14:20-14:40   能登半島西岸における完新世離水海岸地形と地震性地殻変動 
中村優太 

O-07  14:40-15:00   地震空白域に位置する鯖江断層の活動度について 
○山本博文・岡本拓夫・小嶋啓介・久谷恭平 

O-08  15:00-15:20   微動探査法による上町断層構造探査 
○原口 強・松岡達郎・南雄一郎 
小野雅弘・元木健太・松多信尚 

 



O-09  15:20-15:40   伊勢神宮関連史料による 1361 年南海地震に対応する東南海地

震の検討 
○奥野真行・奥野香里 

休憩（15:40～15:55） 
 
口頭発表（３） 

座長：山本博文 

O-10  15:55-16:15   南海トラフの活断層分布と地震発生予測の課題 
○中田 高・後藤秀昭・渡辺満久・鈴木康弘 

O-11  16:15-16:35   地形学的手法に基づくモンゴル，ブルナイ断層の最近 2 回の地

震時変位量と活動時期 
○杉戸信彦・後藤秀昭・鈴木康弘 

廣内大助・D. Enkhtaivan・S. Narangerel 
M. Otgonbayar・J. Sukhbaatar・O. Batkhishig 

O-12  16:35-16:55   ALOS/PRISM 画像のステレオ計測による変動地形の認定と変

位量計測：モンゴル，Gobi-Altay 断層帯の例 
○石黒聡士・杉戸信彦・後藤秀昭・鈴木康弘 
廣内大助・D. Enkhtaivan・O. Batkhishig 

O-13  16:55-17:15   台湾南部における活断層の認定と問題点－旗山断層，高屏渓断層，

龍船断層の場合－ 
○太田陽子･松多信尚 

李 珀濃･陳 干高 

 

学会賞・論文賞授賞式（17:15～17:30） 
 
懇親会・若手優秀講演賞授賞式・日本の活断層ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ授賞式（18:00～20:00）   
（レストラン「花の木」）   

 

ポスター発表 

P-01    航空レーザ測量データを活用した詳細地形計測のための「高機能 DEM 実体視

システム」の開発 
○千田良道・近藤雅信 

P-02    トレンチ調査におけるデータ取得の新手法について 
○郡谷順英・小俣雅志・丸山 正 
二瓶忠宏・丸田健司・福嶋 忍 

 



P-03    高分解能 3D 音波探査装置による沿岸海域断層の 3D イメージング 
○村上文敏・古谷昌明・丸山かおる・畑山一人 

武田伸勝・佐藤正良・松岡弘和・馬塲久紀 

P-04    黒松内低地断層帯南方延長域（内浦湾）の音波探査速報 
○杉山雄一・村上文敏・内田康人・津久井朗太 

P-05    台北盆地西縁 山脚断層の音波探査 

○松多信尚・原口 強 
陳 文山・石 瑞銓 

P-06    台湾の台東縦谷断層のクリープ運動 
○松多信尚・村瀬雅之・石黒 聡・陳文山 

林 正洪・玉里水準グループ 

P-07    トレンチ掘削調査によるミャンマー・ザガイン断層の活動間隔の解明 
○堤 浩之・Thura Aung・Soe Min・Yu Wang 

U Thein Htay・Yin Myo Min Htwe  

P-08    連動型古地震像の復元へ向けたセグメント境界周辺の稠密調査－北アナトリ

ア断層系・1939 年地震断層のトレンチ調査－ 
○近藤久雄・セリム オザルプ 

ハサン エルマジ・オメール エムレ 

P-09    石狩低地東縁断層帯北部，岩見沢周辺の断層変位地形 
澤 祥 

P-10    ALOS 衛星画像を用いた奥羽脊梁山脈東麓の変動地形判読：雫石盆地西縁断

層帯およびその北部延長部の事例 
○田力正好・水本匡起・松田時彦 
松浦律子・今泉俊文・横山隆三 

P-11    2008 年岩手・宮城内陸地震に伴い岩手県奥州市国見山周辺に出現した地震断

層北端部の性状 
○丸山 正・遠田晋次・吉見雅行・安藤亮輔 
高田陽一郎・斎藤英二・林 舟・小俣雅志 

P-12    反射法地震探査データおよびボーリングデータを用いた関東平野の地下地質

構造三次元モデル 
○岡田真介・野々垣 進・根本達也・木村治夫・木村克己 

P-13    高精度地形測量に基づく横ずれ断層の断層端部位置の推定‐丹那断層北端部

における検討事例‐ 
吾妻 崇 

P-14    弥彦山地西海岸の隆起指標地形 
○小松原 琢・宮地良典 



P-15    能登半島北部沿岸で発見した隆起生物遺骸群集 
○宍倉正展・越後智雄・行谷佑一 

P-16    兵庫県氷上盆地における前期更新世以降の埋積過程 
加藤茂弘 

P-17    養老－桑名－四日市断層帯周辺の地形発達と隆起・沈降速度分布 
石村大輔 

P-18    木曽川下流の音波探査調査 
○松多信尚・原口 強・堀 和明 

P-19    桑名断層の完新世活動－群列ボーリングの解析と 14C 年代測定値から－ 
○丹羽雄一・須貝俊彦・松崎浩之 

P-20    2010 年岐阜県刊行「1:25,000 岐阜県活断層図」 
○杉戸信彦・鈴木康弘・岡田篤正・金田平太郎・東郷正美 
中田 高・廣内大助・渡辺満久・内田主税・岐阜県防災課 

P-21    都市圏活断層図「木曽山脈西縁断層帯とその周辺」（上松・妻籠）について 
○星野 実・岡田篤正・鈴木康弘・高橋広典 
吉武勝宏・鈴木義宜・諏訪部 順・岩橋純子 

P-22    都市圏活断層図「邑知潟断層帯とその周辺」(邑知潟・邑知潟西南部)について 
○星野 実・杉戸信彦・堤 浩之・高橋広典 

吉武勝宏・鈴木義宜・諏訪部 順・岩橋純子 

P-23    Estimating the length of future ruptures: Preliminary results from the 
review of large earthquakes that struck inland Japan in the past 150 yrs. 

○Aloé Schlagenhauf and Takashi Azuma 

P-24    地震・活断層・地殻構造データの多変量解析による定量的な地震地体構造区分

の考案 
○塚田昌孝・隈元 崇・後藤秀昭 

P-25    長大活断層帯から発生する地震の規模評価手法について－ロジックツリー評

価手法を用いたハザードカーブ算出の事例 
○尾茂淳平・大西耕造・北尾真規・高橋和也・隈元 崇 

P-26    詳細 DEM 画像から探る四国沖の海底活断層 
○後藤秀昭・中田 高・渡辺満久・鈴木康弘 

 
P-27    詳細 DEM 画像から探る紀伊半島沖の海底活断層 

○鈴木康弘・中田 高・後藤秀昭・渡辺満久 

P-28    詳細 DEM 画像から探る相模トラフ・駿河トラフの海底活断層 
○渡辺満久・中田 高・後藤秀昭・鈴木康弘 


