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１．研究計画の概要 
本研究においては，地殻浅部—深部までの地
震断層の破壊メカニズムを解明するため，(1) 
地震断層の実体を明らかにする断層の構造
地質学的・地震物質科学的研究，(2) 断層摩
擦溶融プロセスと変形機構を実験室で再現
し，地震断層の変形メカニズムを明らかにす
る研究，(3) それらの性質に基づいて大地震
時の断層の挙動を理論的またはシミュレー
ションによって解析する研究を融合させて
行う。 
 
２．研究の進捗状況 
（１）．本研究の目的に合わせて高速摩擦試
験機を導入して試運転・調整を行い，間隙
水圧の条件下で摩擦溶融試験をはじめて行
った。高速摩擦により断層帯の岩石が間隙
水圧の条件下でも容易に溶融することが明
らかになった。また，沈み込み帯の地震の
破壊・溶融メカニズムを解明するため，蛇
門岩の試料を使用して，地震時の溶融に伴
って，蛇門岩の脱水作用が起きることが明
らかにした。現在，一部の成果をまとめて
投稿する準備を進めている。 
（２）．シュードタキライトの研究成果をま
とめて，英文著書「Fossil earthquake: the 
Formation and Preservation」の本（中国
語版とも）を出版した。 
（３）．本研究実施の途中で，2008 年四川大
地震が発生した。本研究の目的と密接に関連
した内陸地震断層の破壊メカニズムを解明
するため，２００８年 Mw7.9 四川大地震の地
震断層の調査解析を行って，それぞれの地震
断層の幾何学的な形態・変位量分布・変形帯
の幅・延長などを明らかにした。四川大地震
に関連する研究成果は．Tectonophysics や
International Journal of Remote Sensing などの
国内外学術雑誌に公表した。また，本研究の

成果については NHKを初め多くのマスメデア
に取り上げられて報道された。 
 （４）有馬—高槻構造線と糸魚川—静岡構造
線活断層系に産出する脆性破壊に関連した
脈状地震断層岩についての研究を行った。本
研究の結果，これらのカタクラスティックな
脈状断層岩が地震断層運動により形成され
たことが明らかになった。現在，本研究の成
果をまとめて国際雑誌へ投稿する準備を進
めている。  
         
３．現在までの達成度 

②おおむね順調に進展している。 
高速摩擦試験機を導入による試験を行い，

天然のシュードタキライトの組織と化学組
成との比較研究により断層摩擦溶融プロセ
ス等を明らかにするとともに，四川大地震の
地震断層の調査解析を行い，地震破壊メカニ
ズムや断層変位量分布等を明らかにするな
ど成果を上げた。  
 
４．今後の研究の推進方策 

前３年度のフィールドおよび実験研究
の成果を踏まえて，今後，次のような研究
計画・方法で研究を推進して行きたい． 
（１）高速・低速摩擦実験では，これまで
の試験結果と比較するため，様々な化学組
成の岩石のサンプルを用いて試験を行う。 
（２）上記の摩擦実験サンプルを電子顕
微鏡によるX線マッピング解析・化学組成
の分析を行うともに，画像処理により溶
融脈内部の微細変形組織や元素分布の解
析を行って，微細変形組織を解析する。 
（３）これまでの実験の結果をまとめて力
学条件・化学組成の違いによる摩擦熔融の
プロセスを比較して，地殻浅部－深部の震
源断層の摩擦溶融プロセス・変形機構を検
討する。 
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〔その他〕 
本研究実施の途中で，2008 年四川大地震が発
生した。本研究の目的と密接に関連した内陸
地震断層の破壊メカニズムを解明するため，
2008年Mw7.9四川大地震の地震断層の調査解
析を行った。その成果が NHK を初めテレビ・
新聞などの多くのマスメデアに取り上げら
れた。 
（１）TV 出演（１４件） 
（２）新聞（30 件以上）・雑誌（５件） 


