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海洋プレート(フ ィリピン海プレート)が陸

のプレート(ユ ーラシアプレート)の方へ移

動し、その下へ潜り込む。
As an oceanic plate(Philippine Sea Plate)mOVes

toward a continental plate([urasia Plate)′ the
oceanic plate i5 5ubducted underthe cont nental
p ate

A placa Oceanica(placa do mar das Flipinas)se

desloca para O lado da placa cOnt nental(placa da

eur6sia)′ entrando debaixo dela

海洋板状岩石晨嘩 律東海板状岩石晨 )向着大晰板状
岩石屋(欧並大略板状岩石晨)方向移劫丼潜入其下方

陸のプレートの先端部が引きずり込まれ、

ひずみが蓄積する。

Thetip edgeoFthecOnt nental plate s puled in′

and stra n accumu ates

A ponta da placa cont nental`puxado para baixo,

e as deForma,Oessac acumu adas

大随板状岩石晨的端共部被拉入而声生変形双累

ひずみがその限界 に達 。■とき、陸のプ

レートが跳ね上がり、海湾塾
=霞

か発生する。

その際、津波も発生する .

When the sta n reaches ls l-11-==^lnenta p ate
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当変形送至扱限吋大時板ケ言
=言

■●■■起而宏
生海力型地震 同時込格友

=■
ξ

大半の人が恐怖を覚え、物

につかまりたいと感じる。

食器類や本が棚から落ちたり、

家具が移動することがある。

Most peop e may be scared and

think to hold 50mething Plates

and books mayfa‖ offshe ves and

furnⅢ ure may move

A maio● a das pessOas icam

apavOradas e tentam se nrmar em

a gum obleto

tou,as e ivrOs pOderao ca r dos

armo「 Os′  moveis poder50 satr do

lu9ar

大多数人会感到恐惧 想ll ttrtムな
西.

雷具癸和→会よ架子上悼下.家具会
移動

物につかまらないと歩くこと

が難 しい。固定 していない家

具や補強していないプロック塀

が倒れることがある。

Had to wa k around wlhout

hO din9 6xed Oblects un6xed

ftrn ture and wa‖ 5 may fal over

Fica d fcl cam nharsem se apObr

em a9o Move`e murossem
refor,os poderao ca r

不狐住奈西就会泄手行走 未固定的
家具和未加張的水泥貰培就会倒煽

立っていることが困期 こなる。

固定 していない家具 が移 動

したり、倒れたりする。耐震性

の低 い木造建築 は傾 いたり

することがある。

Hard to stand stll un6xed

Ft rn■ ure may move andぬ 1 0ver

tess earthquake‐ vvooden house
may ttanttowards

Fにadrに l manterse em pl os

m6vesque nう o est verem nxados

pOder10 sair do lu9ar ou Cair

Construcoes a base de made ra

com ba xa rettstencぃ (Ontra

terremotos′ pOderOo inc inar

会淮手姑立 未固定的家具会移動
或倒場 抗震性能lF的 木結拘建筑
会傾斜

はわなし迦動くことわできない。

固定していない家具の多くが

倒れる。耐震性の低い木造建築

は倒れる物が多くなる。地割れ

が発生することもある。

3eab eto move on y by(reep ng

towalds Unixed furnture may fal

overa ot Many Ow eanhquake pioof

wooden buld ngs mayぬ ‖Over May

o((ur cra(lsin the ground

A lnに afOrma de se moverё  de

quatro A ma ora dOs mOve s nao

nxados poderao ca r constiu,Oes a

base de made ra(Om balx8

res stencia cOntra terremotos′

poderOo desabar Poder80 aparecer

rachadur.s nas superFc es

不爬就不能勁 I多未固定的家具倒
場 丼多抗震性能低的木結拘建筑倒
場 込会出現地裂班象.

耐震性 の低 い鉄 筋 コンク

リートの建物では、倒れる物が

多くなる。耐震性の高い木造

建築でも傾くことがある。

Some ow eaに hquake pЮ Of

reinforce concrete buldings may

fa‖ Over Hi9h eaⅢ hquake― proof

wooden buld ngs may s ant

toward as ttell

Grande parte das(onstru(oes a

base de Ferro e concreto′ (om baixa

reslsten〔 la cOntia terremotos

pOderらO desabar MesmO

constru,oesa base de made"a(om

um nivel de resi5tencta sat;fatOr O

poderlo a(abarin( nando

キ多抗震性能に的郷筋混凝土建筑
物倒場 抗震性能高的木結杓建銃会
傾斜



日本ではこのような大規模な地震災害が起きています。

There wasseverЫ  bge s(J=こ ]rilquake d`asteら いJ8Pin NoJapお tem o(oildo grandes de,astres■ smに o,com o estes 日本己友生了速■大llt模 的地震史宮

阪神・淡路大震災
Hansh n Awa,Earthquake
O grande terremoto Hanshin Awa"阪 神 淡路大地震

1995年 1月 17日
1,J8n 1711,1995  D18 17deJine rOde 1995
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帰宅困難者を支援します
To assist vict ms、 vho 9ot di“ cu ty returning home
Suporte pala pessoas com dinculdade nO regresso a casa

吏チ堆
'1コ ==

愛知県では 県内のコンビニエンスストア、ガソリンスタンド、郵便局と

「災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定」を締結しています。その

内容は災害で交通が途絶した場合に、各店舗が通勤 通学者などの徒歩

帰宅者への「水道水J「トイレJ「道路情報などの情報Jの提供を行う「徒歩

帰宅応援ステーシヨン」としての役割を担うというもので 支援可能な

店舗にはステッカーが掲出されます.

There s an 89ieenlent between A ch PreF and conven ence,to re,9a5stand,and

post om(e,n th,area wh(h9ves a`sstanceto w8 k hon,e reJdent,who lot

d“ cutyleturni19 hOme when d saster oて てurs in case al tra“ c shuts out ea(h

store o「 ers water iestioonl and uPcoln ng nforma● onto vに Jms Avalab e p aces

have speて ial`((kerin visible place

N8provい (ade A(hl ex ste um'A(ordO de suporte nos mOmentos le desestreら s

pes,oos clue est3o vo tando pera〔 8se a pё  nrmadOscoln 10'aS de cOnvellさ lcia

posios de 98soina e correios[stes estabelecimenios Foinecerio informa,Oes e

suportes ncccssli as ta s colnO ●19ta  b・ lnlero c
trins to transformando se elm・ [sta,3o de SupOrte Os

pes,o8s que votam paraて 8sa a pさ・ O,e,iabe ec mentos

てo lve llados estarlo 1ldicados coln uln ades vo

愛知景与i内的便利店 力0油■和山8局笙,ア 美子友生央宮吋

支援歩行回家者的い定 其内容是当因央害交通出班中断吋 各

店需向上班 上学者等歩行回家者提供 自来水  厠所,口 道

路信息等信息 友r歩行回家支援輩 的1乍用 在可以遊行支援

的店需中 帖出有転笙
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