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上町断層帯の地震（予想 M7.6） 

揺れによる全壊棟数分布 
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１１１１．．．．地震地震地震地震のののの周期性周期性周期性周期性 

ある領域を限定し、ある程度の大きさの地震に限定すれば、地震の発生に周期性が認められることが

すでに知られています。 

ここでは、首都直下地震と東海地震・東南海地震・南海地震について地震の周期性について調べてみ

ました。 

 

（（（（１１１１））））関東大震災関東大震災関東大震災関東大震災クラスクラスクラスクラス（（（（地震地震地震地震エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー    マグニチュードマグニチュードマグニチュードマグニチュード M８８８８））））のののの首都直下地震首都直下地震首都直下地震首都直下地震はいつはいつはいつはいつ発生発生発生発生してもおしてもおしてもおしてもお

かしくないかしくないかしくないかしくない 

国の中央防災会議資料によると、関東地方は現在地震活動期に入っているといわれています。図－１

を見ると、巨大地震の発生後静穏な時期が続き、やがて活動期に入るパターンがあります。また首都直

下地震は、概ね70年周期で発生していることが読み取れ、いつ発生してもおかしくない状況にあります。

 

（平成 19年版 防災白書より） 

図－1 首都直下地震の切迫性 

 

地震の大きさについては、首都地域では 200～300年間隔で関東大震災クラス（Ｍ８）の地震が発生し

ており、この再来期を考慮すると、今後 100年以内に関東大震災クラスの地震が発生する可能性はほと

んどないように思われますが、先ほどの７０年周期を考えると、今後 100年の間にＭ７クラスの地震が

発生する可能性は十分考えられます。 

このように地震周期からすると、関東大震災以後の静穏期が終わり活動期に入ったと考えられます。

また関東大震災よりは、規模は小さいものの局地的に大きな被害をもたらす首都直下地震については、

ある程度の切迫性があるものと認識されています。 

そこで対策が重要になります。中央防災会議は、1992年 8月に「南関東地域直下の地震対策に関する
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大綱」を公布（1998年改訂）し、2003年 9月～2005年 7月にかけて被害想定、応急活動の具体化、ラ

イフライン途絶等による経済的被害や行政機能のマヒなどの減災対策、企業における防災対策の充実強

化、地域防災力の向上を目的とした専門調査会が設置され、レポートが公開されています。 

 

（（（（２２２２））））東海地震東海地震東海地震東海地震とととと東南海東南海東南海東南海、、、、南海地震南海地震南海地震南海地震はははは近近近近いいいい将来将来将来将来にににに発生発生発生発生 

東海地震と東南海地震、南海地震の地域は、図－２のように区分されています。 

 

（中央防災会議資料より） 

図－２ 東南海地震、南海地震の想定震源域 

 

 

中央防災会議では、駿河トラフ、南海トラフの海溝型地震がある周期性を持って発生していると警鐘

しています。 

図－３に、この地域で過去に発生した地震と大きさ（マグニチュード：Ｍ）、死者数を示します。 
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 （中央防災会議資料より） 

図－３ 東海地震と東南海・南海地震の発生 

 

ここで、1854年の安政東海地震・安政南海地震の時間差はわずか 32時間でした。この二つの地震は

ともにＭ8.4で、阪神淡路大震災の５０倍近いエネルギーを放出した巨大地震でした。 

1944年の昭和東南海地震と 1946年の昭和南海地震とは、2年間のタイムラグがありますが、連動し

ていると考えられています。 

この地域で発生する巨大地震は 100～150年周期で発生しています。前回の地震が 1946年でしたから

次の巨大地震は早くても 2050年くらい先の今世紀半ばと考えられますが、東南海地震（1944年）で歪

みが開放されず、安政東海地震(1854年) から 150年以上大地震が発生していないため、相当な歪みが蓄

積されていると考えられ、いつ巨大地震が発生してもおかしくないと見られています。そこで中央防災

会議では、東海地震は唯一直前予知（地震の起きはじめをとらえる）の可能性があるので、予知された

場合には事前避難・交通規制等の対策を講じることになっています。 

 

２２２２. 西日本内陸部西日本内陸部西日本内陸部西日本内陸部にににに存在存在存在存在するするするする活断層活断層活断層活断層によるによるによるによる地震地震地震地震 

（１）西日本内陸部の地震 

東南海、南海地震の地震歴については、前章で明らかにしました。一方、次の東南海、南海地震の発

生に向けて、中部圏及び近畿圏を含む広い範囲で地震活動が活発化する可能性が高い活動期に入ったと

考えられるとの指摘もあります（大都市震災対策専門委員会 1998）。 

実際、過去の事例によると、西日本の内陸では、東南海、南海地震の前後に地震活動が活発化する傾

向が見られます。その期間は概ね約60年（図－４下図の水色部参照）になっています。次の東南海・南

海地震が現時点で30年以内の発生確率といわれていますので、Ｍ7クラスの内陸地震の発生もいつ起こっ
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てもおかしくない状況にあるといえます。 

図－４に西日本の内陸で発生した地震活動の発生年代とマグニチュード（下図）との震央分布（1650

年以降で、深さ30ｋｍ以浅でＭ6.5以上）（上図の赤枠範囲）を示しています。 

 

 
 

 

（２）西日本大都市地域直下地震 

中部圏及び近畿圏の大都市地域で地震が発生した場合の被害は、甚大かつ広範なものになることが予

想されます。そこで中央防災会議では中部圏、近畿圏の大都市地域直下で発生する可能性のある地震を

選定し、広域的な防災対策の検討をしています。対策レベルはつぎの3つに分類されています。 

① 予防対策 

膨大な人的・物的被害の軽減を図るため、住宅や公共施設等の建築物の耐震化、出火防止対策等の

火災対策、屋外転倒物・落下物の発生防止対策等の屋外における安全確保対策等を進める。 

② 応急対策 

地震発生時の応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、救助・救命対策、消防力の充実・強化、災

害時要援護者の支援体制の整備、緊急輸送・搬送体制の強化等を進める。 

③ 復旧・復興対策 

被災地域の適切かつ速やかな復旧・復興を図るため、震災廃棄物処理対策、ライフライン・インフ

ラの復旧対策等を進める。 

図－４ 西日本の内陸で発生した地震活動 
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ここでは、広域的な防災対策の検討にあたり、どんな地震が選定（想定）され除外されているか近畿

圏を中心に紹介します。なお予防対策が必要な対象地震と応急対策が必要な対象地震に分類されていま

すが、本書では応急対策が必要な地震のみピックアップしています。 

近畿圏の大都市地域直下で発生する可能性のある地震で応急対策が必要な地震を、中央防災会議資料 

を参考に以下に示します。なお、選定に当たっては下記の条件を満足する地震が対象となっています。 

Ａ 活断層で発生するＭ7.0以上の地震 

Ｂ Ｍ6.9の地震（活断層が地表で認められていない場合）（ただし、過去500年以内に活動した活断層

については、今後100年程度以内に地震が発生する可能性はほとんどないことから対象から除外） 

図－５にＡ（赤線）、Ｂ（青線）

に相当する中部圏と近畿圏の活断

層のトレース近似を示しています。

表－１はその活断層の名称をあら

わしています。これらの活断層が

動くと甚大な被害をもたらすこと

になります。 上町断層帯による

地震被害想定については本書「４４４４    

地震地震地震地震とととと災害災害災害災害」編で紹介しています。

また、その他の断層帯による地震

被害想定については中央防災会議

資料（巻末のホームページアドレ

ス参照）をご参照ください。 

 

番号 中部圏 予想Ｍ  番号 近畿圏 予想Ｍ 

① 猿投－高浜断層帯 7.6  ⑥ 花折断層帯 7.4 

② 名古屋市直下Ｍ6.9 6.9  ⑦ 奈良盆地東縁断層帯 7.4 

③ 加木屋断層帯 7.4  ⑧ 京都西山断層帯 7.5 

④ 養老－桑名－四日市断層帯 7.7  ⑨ 生駒断層帯 7.5 

⑤ 布引山地東縁断層帯東部 7.6  ⑩ 上町断層帯 7.6 

 ⑪ 阪神地域直下Ｍ6.9 6.9 

⑫ 
中央構造線断層帯（金剛山地東縁

－和泉山脈南縁） 
7.8 

⑬ 山崎断層帯主部 8.0 

 

（３）近畿圏における各都市への影響 

表－２に近畿圏におけるＭ7.0以上とＭ6.9の推定断層が活動した場合の震度分布と各都市の影響を

紹介します。中部圏については省略しています。 

 

表－１ 活断層に起因する対象地震 

図―５ Ｍ7.0以上の活断層とＭ6.9の推定活断層 
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震度7 震度6強 震度6弱 震度5強 震度5弱 震度4 震度3以下  

⑥花折断層帯の地震（Ｍ7.4） ⑦奈良盆地東縁断層帯の地震（Ｍ7.4） 

 

京都盆地内の一部で震

度7となり、琵琶湖南部

周辺や京都盆地を含む

広い範囲で震度6強以

上となっている。 

 

京都府南端（木津町な

ど）および奈良盆地内

の一部では震度7、京

都盆地から奈良盆地

にかけての断層周辺

で震度6強以上。 

⑧京都西山断層帯の地震（Ｍ7.5） ⑨生駒断層帯の地震（Ｍ7.5） 

 

亀山盆地中心付近や京

都盆地内、大阪平野内

の一部（淀川周辺）で

は震度7、亀山盆地、京

都盆地および大阪平野

の北東部の断層周辺で

震度6強以上となって

いる。 

 

京都盆地南部の木津

川沿いや奈良盆地内

の一部では震度7とな

っており、京都盆地か

ら奈良盆地にかけて、

さらに生駒山地、大阪

平野東部にかけての

かなり広い範囲で震

度6強以上となってい

る。 

⑩上町断層帯の地震（Ｍ7.6） ⑪阪神地域直下Ｍ6.9の地震（Ｍ6.9） 

 

大阪平野の中心部の一

部では震度7、大阪平野

のほとんどで震度6強

となっている。 

 

大阪平野中心部の淀

川周辺の地域で震度6

強となっている。 

⑫中央構造線断層帯（金剛山地東縁－和泉山脈南縁）の地震（Ｍ7.8） ⑬山崎断層帯主部の地震（Ｍ8.0） 

 

大阪府平野南部や和歌

山平野内の河川に沿っ

た一部で震度7、大阪平

野（大阪府）南部と和

歌山平野（和歌山県北

部）の紀ノ川周辺で震

度6強となっている。 

 

 

兵庫県南部の断層（ア

スペリティ）に近い加

古川等の河川周辺の

一部で震度7となって

おり、兵庫県南部の広

い範囲では震度6強と

なっている。 

表―２ 近畿圏の各活断層による予想震度分布と各都市の影響 
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