
（公社）日本技術士会について紹介 一願 稔
1. 自主防災組織の復旧・復興活動 一願 稔
2. 国立公園・白山の噴火について 今度 充之
3. 手取川流域の水害について 斎藤 茂
4. 森本・富樫断層帯の地震による影響 一願 稔



 日本技術士会は、高度な専門技術を持つ技術士が集まっ
て社会に貢献することを目的とした公益社団法人です。

 近年、技術が社会に与える影響がますます高まる中、私
たち日本技術士会は、21にわたる幅広い技術部門に約1万
8千人の会員(正会員及び準会員)を有し、技術の研讃、社
会貢献活動等に努めています。

 日本技術士会 正会員数



 日本技術士会は、平常時から大規模災害発生時の被害軽減を
技術支援するため、多分野の実務専門家によるサポート体制
を整えています。これらの専門家をデータベース化し、支援
要請に対して、迅速な対応を目指しています。



1‐1.災害発生直後の活動

1‐2.実際にあった問題点

1‐3.復興活動の事例（ソフト対策）



 日ごろの訓練の成果から、スムーズに安否確認及
び避難所への避難ができた。

 日々の交流会で炊き出し等を経験しているので、
その延長線上での活動であった。

日頃の
交流会
は訓練 非常時に役立つ



 皆で知恵を出し合って足りない物はどこにあるか
考えて、ロウソクは葬儀屋、炊き出しの材料は地
域の米屋や八百屋にお願いした。

 建設会社の発電機を借用し、電気屋さんが避難所
内に配線してくれ、建物全体に電気が通るように
なった。



 町内世帯すべてに「黄色い旗」を配布してあり、
災害直後、家族全員が無事の場合は玄関先に「黄
色い旗」を出し、「黄色い旗」が玄関に出ていな
い家庭には直接訪問して、安否確認した。



 避難者や子どものメンタルヘルスケアを目的に、犬、
猫、うさぎ、モルモットなどの動物を持ち込んだ。
避難者が聴診器で動物の心臓の音を聞くことや、動
物に食事を与えることにより、避難者自身への癒し
や命の尊さや大切さを再確認することができた。



 調理の様子も楽しめる綿菓子機やポップコーン機
を避難所に持ち込み調理したことなども好評で
あった。

 早く米を炊く工夫として、先にお湯を沸かしてか
らそこに米を入れる方が効率的である。



 避難所生活では、授乳や洗濯、トイレなど女性な
らではの問題があり、目配り・気配り・心配りが
できる女性リーダーを配置する。

 避難所では、水を大切にするためか、用をたして
も余計に水を流さずに、トイレが詰まってしまい、
避難者間でトラブルになった。



 通常は自宅にいて避難所の手伝いを全くしないのに、
食事の時だけ避難所へ戻って来る住民がいた。

 避難所の最低限のルールを守らない人もいた。そうい
う人同士のグループができてしまい、更にわがままな
振る舞いになっていった。

 一部のボランティアには営利目的と思われる事例が
あった。

 避難所での就寝時に認知症の方が、騒音を立ててしま
い、ほかの避難者とトラブルになった。



 避難生活が始まってすぐに生活必需品の奪い合いから、
いざこざが発生する状況になった。

 秩序を保つために各地区から代表を出して、毎朝、役
場職員を交えて連絡調整会を行い、各地区で足りない
もの、急を要するものを取りまとめて要望を管理する
ことにした。

 調整会の決定事項を避難者に報告することで安心感が
生まれ、また、各地区で班を作り、作業を当番制にし
たところ、スムーズに物事が進んだ。



 食事の際に、賞味期限が切れているという理由だけ
で、食べるのを嫌がる児童がいた。

 避難所の食事が「おにぎり」だけでは、飽きてくる。

 地震で家の中が散乱していたため、用意していた名
簿が分からなくなった。

 デイサービスの人間と称して、高齢の避難者に直接
施設勧誘のようなことをやっている。

 震災後ほどなく外部の不審者が侵入しはじめ、財布
やガソリンの抜き取り、さらにはホイール、金庫等
の盗難が頻発した。



 震災後、外部から不審者の侵入も予想され、防災上、
災害現場の出入りを制限する必要から、公有地に、
ビニールシートで約１７㎡の広さの仮詰め所を設置
した。

 仮詰め所設置の主目的は、
治安の安定、当地域の組
織的な活動拠点の確保で
あった。

 仮詰め所設置よって、団員
相互の意思疎通や行方不
明者に関する情報も集ま
るようになった。



 避難所生活において、市の職員も常駐いただいたが、
毎日、市の職員が交代するため、円滑な意思の疎通
が困難であった。常駐する市の職員をある程度固定
する必要がある。

 まだまだ気がつかない災害がたくさんあり得る。想
定外の出来事でも想像力を働かせ、できるだけ対策
を立てるようにしていくべきである。

 最後に頼れるのは、

絆で結ばれた人の力

である。



 仮設住宅暮らしの子どもたちは外で遊んだり、年
配の方が集まれる場所があるといいなというとこ
ろから敷地内に周辺の仮設住宅の方が集まれる
「パオ広場」という場所作りをした。



 碁盤を自分たちで作ったり、飴やチョコなどを碁
石にしたり、いろんな工夫ができます。

 ぬりえを用いて大人から子どもまで楽しむことが
でき、仮設住宅の集会所などの活用に一役買って
います。



 その他の復興活動事例

【がれき処理支援】 【道路補修支援】

【山腹植林支援】 【給水活動支援】



【救援物資配布支援】 【臨時浴場運営支援】

【復興行事支援】【避難所行事支援】



自主防災組織の活動を

一層推進しましょう！！



3‐1.洪水災害

(1)河川洪水の概要

(2)手取川流域の特性

(3)鶴来地区

3‐2.土砂災害

(1)大雨による崩壊

(2)地震による崩壊

(3)土石流

(4)鶴来地区



(1)河川洪水の概要

①洪水の要因と規模

河川洪水の要因は大雨（集中豪雨）
洪水規模の最大流量は、流出率，降雨強度（降雨量），流域面積を

掛け合わせたものが指標。

3‐1.洪水災害

降雨
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②洪水防御の基本

ハイドログラフのピークを押さえ、全体としてなだらかにすること
が洪水防御の基本。（治水計画）

ハイドログラフの例

そのためには
地中への浸透を促進
一時的に地表に貯留
流出する時間を延ばす

流域の開発は、流出率，流出速度を大きくし、洪水を激しくするこ
とになる。

3‐1.洪水災害（河川洪水の概要）



③洪水被害を受けやすい場所

災害に至る河川氾濫は、破堤や越流によって生じる。
特に被害が甚大となる破堤は、堤防の越流，洗掘・崩壊，漏水等が

重なって生じる。

○破堤しやすい場所
河川の屈曲部，合流点付近，河幅が狭い所（狭さく部）
取水施設の設置個所，橋・堰の上流，旧河川の締め切り個所

3‐1.洪水災害（河川洪水の概要）



④見回り

一般に、堤防の幅は高さの2～３倍と広い。広くないと、出水時に
水が堤防の裏まで浸み通って崩れやすくなる。

出水時に、また平常時にも、このような個所を見回って異常の発見
に努めることが必要。

堤防の草刈りは、異常発見のためにも定期的に実施される。

3‐1.洪水災害（河川洪水の概要）



(2)手取川流域の特性

【上流域の地形地質】
・白山を頂点とした火山性の

大起伏山地
・河谷が深く、火山で変質を

受け地層は崩壊しやすい
・下流域への土砂供給源

3‐1.洪水災害



【中流域の地形地質】
・白山より新しい地層でできた

中起伏山地
・手取川沿いに河岸段丘が発達
・鶴来地区は中流域末端の河岸

段丘上

3‐1.洪水災害（手取川の特性）



【手取川流域】
河川延長：72km
流域面積：809km2

平均流量：72.48m3/s

【流域降水量】
降水量：約3,000mm/年
積雪量：山岳部で3m以上
（多雨，豪雪地帯）

尾口雨量観測所

3‐1.洪水災害（手取川の特性）



【手取川水系河床勾配】
手取川河床勾配：1/3～1/165

平均河床勾配：1/27（日本有数の急流河川）
尾添川河床勾配：1/50～1/150
大日川河床勾配：1/80～1/150

主要河川の河床縦断比較図

3‐1.洪水災害（手取川の特性）



【手取川最大流量】
年間最大流量は、ダム建設後に少なくなっている。
年間最大流量の平均 ダム建設前20年間：約1,600m3/s

ダム建設度20年間：約1,100m3/s

鶴来地点における年最大流量の経年変化

3‐1.洪水災害（手取川の特性）



【洪水の流出特性】
洪水時の流速が非常に速く、最大時間雨量の発生から短時間で河

川流量がピークになる。
その時間は、H10の洪水時で2時間。

洪水時最大流速の比較降雨と流量（鶴来／H10.9.22洪水）

3‐1.洪水災害（手取川の特性）



※鶴来地点流量：下段（ ）はダムがなかった場合の推定流量

１. 洪水災害（手取川流域の特性）3‐1.洪水災害（手取川の特性）



(3)鶴来地区

・手取川が山間域から低地（扇状
地）にでる境界付近

・手取川が西に流路を変える屈曲
点に近接している

・手取川～町会間は高橋川や用水
が北流し、地盤がやや低い

・低地の両サイドは急崖からなる
山地･丘陵

・町会内の東側斜面には２条の谷
筋があり、金剱宮より南側は緩
傾斜の段丘

地形分類図

3‐1.洪水災害



【鶴来地区の洪水避難地図】

洪水時には高橋川沿いの地
盤の低い区域で50cm以内の
水没が想定されている。

想定している大雨の規模
手取川：316mm／日

100年に１回程度
高橋川：240mm／2日

50年に1回程度
安原川：50.4mm／時間

50年に1回程度

鶴来地区のハザードマップ

3‐1.洪水災害（鶴来地区）



地形分類図

町会上流側には手取川屈曲部や
取水施設，橋・堰がある。

この区域は河床や護岸部に岩盤
が露出し、川沿いの地盤が高い無
堤区間である。したがって、設計
流量では破堤の心配はない。

手取川の屈曲部

3‐1.洪水災害（鶴来地区）



土砂災害は、局地的，突発的で破壊力が大きいので、被害も甚大。
発生の誘因には大雨，地震，火山活動がある。

(1)大雨による崩壊

①発生しやすい場所（過去の崩壊事例の傾向）

○地形条件
傾斜角30°以上，谷型の斜面，上方に広い緩傾斜地がある斜面

○地層条件
表土が厚い，透水性が大きく異なる地層を挟む，斜面の下方に

向かって地層が傾斜，湧水がある
○人為的条件

斜面下部の切土，斜面上方で大規模な地形改変，斜面内に道路
が建設された

人が立入らない山奥は別として、斜面崩壊の発生には、人為的な要
因が多かれ少なかれ関係している。

3‐2.土砂災害



②崩壊土砂の及ぶ距離
崖崩れの場合、少なくても崖の高さの

2倍の距離まで土砂が到達すると考える
べき。

家屋など生活圏は、できる限り崖斜面
から離す対応が必要で、その距離は崖高
さの2～3倍以上が望ましい。

また、崩壊防止対策をとっても、安全
になったと速断するとかえって危険。

崩壊土砂の到達距離

3‐2.土砂災害（大雨による崩壊）



(2)地震による崩壊

①地震崩壊の特徴
地震による斜面崩壊は、大雨の場合に安全な斜面（傾斜10～25°）

や，表土のない岩盤斜面でも発生する。

大雨の場合より、崩壊する斜面の条件（地形・地層）が広いため、
崩壊エリアも広くなる。

雨の浸透は表層部に限られるのに対し、地震動は山体全体に作用す
るため、地震による崩壊は巨大規模になる可能性がある。崩れた場合、
崩壊土は放り出されるような状態になるため、より遠くまで到達する。

また、地震時に崩壊を起こさなくても、地震動で山体が脆くなり、
その後の大雨で崩壊しやすい。

3‐2.土砂災害



②地震崩壊への対応
地震による斜面崩壊は、発生場所が限定し難く、大規模になる可能

性がある。また、前兆がなく突発的であるため、対応が極めて難しく、
緊急避難の余地もほとんどない。

危険な場所はあらかじめ避けるという対応は自然災害全体に共通す
る基本対応ですが、地震崩壊の場合には、この対応しかないというの
が現状。

3‐2.土砂災害（地震による崩壊）



(3)土石流

大雨による山崩れの土塊が砕けながら谷間
に落ち、増水した谷の水と混じりあって谷底
を高速で流下するものが代表的なタイプ。

土石流の速度は、おおよそ10～20m/秒
と早い。

○発生しやすい谷

・山崩れが起きやすい山地内にあり、
・急勾配（15°以上）区間が長く、
・谷底に土砂が厚く堆積している。

火山灰や火山礫などでつくられている火山の谷では、一般に土石流
発生の危険性が高い。

白山でも砂防堰堤が数多くつくられている。

3‐2.土砂災害



(4)鶴来地区
町会の背後斜面にある2条の急

勾配谷の土石流により、鶴来中学
校，鶴来第二保育所，白山市鶴来
支所が被災すると予測されている。

また、県道鶴来･水島･美川線沿
いの山地斜面，住宅側斜面はどこ
も急傾斜であるため、斜面崩壊に
よる被災が想定される。

【避難施設】
鶴来公民館
白山郷公園体育館
鶴来高等学校

土砂災害ハザードマップ

雨量：212mm/日

3‐2.土砂災害



大雨災害への心構え

大雨により発生する被害の程度は、地域や地形・地質などの自然
条件と、堤防や排水設備などの社会基盤によっても異なります。

災害が起こるひとつの目安として、その地域の平年の年間降水量
の約20分の1を超えるような雨が１日に降った場合と言われていま
す。また、平年の年間降水量の多寡（多少）にかかわらず、その地
域で１０年に一度のような大雨が降れば、多くの地域で土砂災害や
洪水が発生します。

近年災害の発生が少ない地域でも決して安全というわけではあり
ませんので、お住まいの地域に対して警報や注意報が発表されたと
きには十分な警戒をお願いします。

「気象庁HPより」

3‐2.土砂災害



2‐1.白山噴火による過去の被害

2‐2.近年の火山災害の被害と対策事業

2‐3.減災に向けたソフト対策



2‐1.白山噴火による過去の被害
白山の変貌 (1)



白山の変貌 (2)



古文書に記された白山の噴火
北陸技術フォーラム 2008  論文集より



日本の火山災害 (1974～)2‐2.近年の火山災害の被害と復旧事業



★18世紀以降、我が国で10人以上の死者・行方不明者が出た火山活動

噴火年月日 火山名 犠牲者（人） 備考

1721(享保6)年6月22日 浅間山 15 噴石による

1741(寛保元)年8月18日 渡島大島 1,467 津波による

1779(安永8)年11月8～9日 桜島 150余 噴石・溶岩流などによる「安永大噴火」

1781(天明元)年4月11日 桜島 8(不明7) 高免沖の島で噴火、津波による

1783(天明3)年8月5日 浅間山 1,151 火砕流、土石なだれ、吾妻川・利根川の洪水による

1785(天明5)年4月18日 青ヶ島 130～140 当時の島民は327人、以後50余年無人島となる

1792(寛政4)年5月21日 雲仙岳 約15,000 山体崩壊と津波による「島原大変肥後迷惑」

1822(文政5)年3月12日 有珠山 50～103 火砕流による

1856(安政3)年9月25日 北海道駒ヶ岳 21～29 降下軽石、火砕流による

1888(明治21)年7月15日 磐梯山 461（477とも） 岩屑なだれにより村落埋没

1900(明治33)年7月17日 安達太良山 72 火口の硫黄採掘所全壊

1902(明治35)年8月7日 伊豆鳥島 125 全島民が死亡

1914(大正3)年1月12日 桜島 58 溶岩流、地震などによる「大正大噴火」

1926(大正15)年5月24日 十勝岳 144（不明を含む） 融雪型火山泥流による「大正泥流」

1940(昭和15)年7月12日 三宅島 11 火山弾・溶岩流などによる

1952(昭和27)年9月24日 ベヨネース列岩 31
海底噴火（明神礁）、観測船第5海洋丸遭難により全

員殉職

1958(昭和33)年6月24日 阿蘇山 12 噴石による

1991(平成3)年6月3日 雲仙岳 43（不明を含む） 火砕流による「平成3年(1991年)雲仙岳噴火」



火山災害の種類と要因 (1)



火山災害の種類と要因 (2)



火山災害の種類と要因 (3)



火山災害の種類と要因 (4)



火山災害の種類と要因 (5)



1926 年十勝岳噴火に伴った融雪型火山泥流の跡
（上富良野町郷土館 大正15 年十勝岳大爆発記録写真集、
1980）

融雪型火山泥流

噴火に伴う高温の噴出物が、火口付近の積雪を急速に解かして
発生した大量の水が周辺の土砂等を巻き込みながら泥流化し、
谷筋や沢沿いをはるか遠方まで高速で流下する現象。
最も速い所では60km/h を超え、到達距離は100kmを超える。



富士山ハザードマップ検討委員会資料

火山災害の種類と要因 (6)



対策事業の事例 (1)



対策事業の事例 (2)



■火山ハザードマップ

各火山災害要因（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等）の影響が
及ぶおそれのある範囲を地図上に特定し、視覚的に分かりやすく描画
したもの。

平常時においては避難計画を検討するため、噴火時等においては入山
規制や避難等の防災対応、土地利用等を検討するための基礎資料とし
て活用。

■火山防災マップ

火山ハザードマップに、防災上必要な避難計画に基づく避難対象地域、
避難先、避難経路、避難手段等に関する情報のほか、噴火警報等の解
説、住民や一時滞在者等への情報伝達手段等を付加して作成したもの。

例） 焼岳防災マップの記載事項
■焼岳の火山活動史 ■火山噴火に備えて
■火山噴火の前兆現象 ■気象庁の発表する火山情報に注意しましょう
■焼岳についてのＱ＆Ａ ■焼岳で想定される現象
■噴火がはじまったら ■関係連絡先一覧表 ■防災マップ

2‐3.減災に向けたソフト対策



焼岳で過去に発生した最新のマグマ噴火である中尾火砕流と同程度の噴火がおこった
場合、特に注意を要する「噴石」、「火砕流・火砕サージ」、「融雪による火山泥
流」、「土石流」の危険区域を示しています。また、水蒸気爆発も発生します。

防災マップ例



＜焼岳火山防災マップより＞

■火山噴火に備えて

焼岳火山噴火に備えて、このマップに記載されている内容を普段からよく読んで、
噴火した場合にはあわてず落ち着いて行動するように心がけましょう。
【備えよう、防災用具】

次のものをリュックサックに入れて準備しましょう
□飲料水・食料 □ヘルメット・防災頭巾 □マスク □防災具
□雨具 □ラジオ □懐中電灯 □救急医療品・常備薬
次のものはすぐに持ち出せるように準備しましょう
□携帯電話 □衣類、タオル □お金・貴重品

【避難時のお願い】
§ お年寄りや子供、身体の不自由な人を助けましょう
§ 土地に不慣れな人を助けましょう

■噴火が始まったら
★ NHKテレビやラジオを通じ気象庁が発表する火山情報に注意しよう
★ 役場や警察の防災無線や広報車などを通じて村長が発表する「避難勧

告」などの指示が あった場合には、その指示に従いましょう
★ 道路上に火山灰などが積もると滑りやすくなるため、注意して避難しよう





白山





4‐1.石川県に被害を及ぼした主な地震

4‐2.石川県周辺の主要活断層で起こる地震

4‐3.森本・富樫活断層帯について

4‐4.30年 震度6弱以上に見舞われる確率

4‐5.森本・富樫断層帯による想定震度



 石川県では、歴
史の資料で知ら
れている主な地
震被害は、金沢
市から加賀市付
近にかけての地
域や能登半島、
さらには、それ
ら地域の日本海
沖合で発生して
きました。



 例えば、金沢市付近では、1799年
のM6.0の地震（金沢地震とも呼ば

れます）で、現在の金沢市を中心
に死者や家屋倒壊などの被害を生
じました。

 1948年の福井地震では、小松市や

江沼郡（現在の加賀市・小松市）
などを中心に死者41名、家屋全壊
802棟などの被害が生じました。

 能登半島周辺では、1933年の地震
で、鹿島郡で使者3名、家屋倒壊な
どの被害が生じました。

 さらに、「平成19年（2007年）能
登半島地震」（M6.9)では、輪島市
で1名が灯篭の下敷きになって亡く

なるなど、輪島市や七尾市、穴水
町を中心に被害が出ました。



 能登半島地震(のとはんとうじしん)は、2007年(平成19年)3月25日9時41分58秒に
石川県輪島市西南西沖40㎞の日本海で発生した、マグニチュード(M)6.9(気象庁
暫定値)の地震。地震空白域とされる地域で発生した。

 本震

 ■発震:2007年(平成19年)3月25日日曜日9時41分58秒

 ■震央:石川県輸島市西南西沖40㎞の日本海

 ■震源の深さ:約11㎞

 ■地震の規模:マグニチュード6.9(気象庁暫定値、モーメントマグニチュード6.7)

 穴水町、輪島市、七尾市で最大震度6強を観測し、石川県、富山県、新潟県
で震度5弱以上の揺れを観測した。計測震度の最大地点は輪島市門前町で、
震度7(計測震度6.5以上)に近い計測震度6.4を観測した。

 石川県で震度6を観測したのは、観測開始以来初。富山県で震度5を観測し
たのは、1930年(昭和5年)の大聖寺地震以来77年ぶり、観測史上2回目。

能登半島地震（地震規模）



 震度4以上の揺れを観測した地域は以下の通り。



 石川県輪島市で倒れてきた石灯籠が女性の頭を強打して死亡したほか、石川県・富山県
を中心に負傷者が279人出た。震源を中心に家屋倒壊・道路崩落や、電気・ガス・水道な

どのライフラインの寸断が発生し、震源地に近い沿岸部や富山県の氷見漁港などでも液
状化現象が発生した。地震によってエレベーターが緊急停止し、エレベーター内に人が
閉じ込められる事故も相次いで発生した。

 交通の被害が大きく、JR西日本金沢支社管内のうち、小浜線を除く全路線がストップし
、北陸本線で終日、運転が見合わされた。七尾線は翌26日に始発から営業再開した。七
尾と穴水を結んでいるのと鉄道では、25か所の敷石の隆起と沈降が見つかり、復旧工事

が施された。北陸地方のその他の私鉄、第三セクター鉄道も地震発生直後に運転を見合
わせたが、安全が確認された路線から順次再開した。

 能登空港は滑走路に22か所の亀裂が見つかって閉鎖された。25日から緊急補修工事が行
われ、26日の未明に復旧した。

 能登有料道路の徳田大津IC一穴水IC間で、数か所の道路崩落が生じ、乗用車などが一時
的に取り残された。当初完全復1日には1年以上掛かるといわれていたが、翌月4月27日の
崩落箇所に迂回路を仮設するなどによる暫定開通(ただし別所岳サービスエリアは復旧工
事用基地として使用する目的で復旧工事中の供用が見合わされた)を経て、地震発生から
およそ8か月後の11月30日に全線の復旧工事が完了した。



 石川県の被害は、次のとおりである。穴水町、輪島市、七尾市及び志賀町で人的被害・
家屋倒壊が多い。



 石川県の主な活断層は、能登
半島に「邑知潟断層帯」と、
その延長線上に「森本・富樫
断層帯」があります。

 富山、岐阜県との県境付近に
「庄川断層帯」が、福井県と
の県境付近には「福井平野東
縁断層帯」があります。

 また、石川県周辺に震源域の
ある海溝型地震はありません
が、日本海東縁部や南海トラ
フ沿いで発生する地震で被害
を受ける可能性もあります。



 活断層とは、最近の地質時代に繰り返し活動し、将来も活動することが推定される断層
のことである。最近の地質時代としてどこまでさかのぼるかであるが、「新編日本の活
断層」では、第四紀(約200万年前から現在までの間)に動いたとみなされる断層を活断層
と定義している。しかし、さかのぼる年代を数十万年前位とする研究者もいる。

 活断層の存在は、その活断層が繰り返しずれた跡が地形や地層に残されていることによ
り確認される。新しい時代に形成された地形や地層に比べて,古い時代に形成された地形
や地層ほど大きくずれていれば,繰り返しずれを生じた証拠と考えられる。古いものほど
地震を多数回経験しているので,大きくずれているからである。そしてまた,今後も同じよ
うにずれを繰り返して地震が発生すると考えられる。

 活動が活発な活断層は、その活動の繰り返しによってずれが累積するため,盆地・平野な
どの低地と山地の境界を形成する。したがって,活断層はこのような大きな地形の境界の
周辺に見つかることが多い。なお、M7程度より大きい陸域の浅い地震は、活断層で発生
することが多い。

 陸域の浅い地震が今後起こる可能性を評価するには、一つ一つの活断層の性質(どのくら
い活発なのか:活動度、一回の地震に伴ってどれだけのずれが生じるのか、どのくらいの
時間間隔で活断層が活動するのか:活動間隔、最近の活動はいつなのか:最新発生時期等)を
知ることが重要である。これらの情報を得るために、最近の活断層調査では、地形的な
調査だけでなく、直接活断層を掘るトレンチ調査が行われることが多い。

活断層とは



 現在公表されている森本・富樫断層帯の詳細調査結果は、石川県が平成8~10年度に
行ったもので、「石川県の活断層 ‐森本・富樫断層帯調査の結果‐」となっている。



「石川県の活断層 ‐森本・富樫断帯調査の結果‐」より



 現時点での日本の主要な
活断層帯の長期評価結果
は、表のとおりである。

 森本・富樫断層帯につい
ては、

 地震規模：M7.2程度

 発生確率：

 30年：ほぼ0%～6%
 50年：ほぼ0%～9%
 100年：ほぼ0%～20%
 地震後経過率：0.1～1.0
 平均活動間隔：約2,000年
 最新活動時期：

 約2,000年前～200年前

主要活断層帯の長期評価の概要
（算定基準日：平成25年1月1日）



（注1：地震発生確率）

確率値は有効数字1桁で示している。ただし、30年確率
値が10%台の場合は2桁で記述する。また「ほぼ0%」
とあるのは、10‐3%未満の確率値を表す。

（注2：地震後経過率）

最新活動（地震発生）時期から評価時点までの経過
時間を、平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時
期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達
すると1.0となる。



（平均ケース）

 「主要活断層帯」の地震の長期評価では、平均活勤間隔および最新活動時期
が幅をもって評価されている場合が多くあります。地震動予測地図の作成に
おいては、最も起こりやすいと考えられるモデルを採用するとの方針で判断
を行った結果、それぞれの中央の値をとって発生確率を計算する方法が採用
され、この場合を「平均ケース」と呼んでいます。

（最大ケース）

 「平均ケース」においては、個々の地震についてみた場合、その発生確率を
過小評価している可能性があります。そのため、各断層帯について発生確率
が最大になるように、平均活動間隔の最も短い値と最新活動時期の最も古い
値を探用した計算結果を「最大ケース」と呼んでいます。なお、海溝型地震
で平均発生間隔や最新発生時期が一つの値として評価されている場合や、「
主要活断層帯」以外の長期評価がなされていない活断層については、平均活
動間隔や最新活動時期の値には幅がありません。評価結果に幅がない地震に
ついては、「最大ケース」＝『平均ケース」として扱っています。



図- 地震発生確率・地震動超過確率の例と日本の自然災害・事故等の発生確率の例
「全国地震動予測地図 手引・解説編2010年版」による。

糸魚川-静岡
構造線断層
帯の発生確
率：14％と
なっている。

30年確率の刻み
（0.1%,3%,6%,2
6%）については、
自然災害や事故
等の確率と比較
すると理解しや
すい。



旧鶴来町の市街地を含
む手取川扇状地一帯は、
「0.1～3%の確率」が

想定されている



旧鶴来町の市街地を含む手取川扇
状地の東側は「6～26%の確率」、
川北町を含む扇状地の西側では「3
～6%の確率」が想定されている



 地震動予測地図による予測の確率値が低くても、それは地震が起き
ないことを意味するものではないということである。

 1995年兵庫県南部地震を例にとると、主な震源断層である六甲・淡
路島断層帯主部の淡路島西岸区間の平均活動間隔は1,700年～3,500年
と、地震動予測地図が対象とする典型的な期間である30年と比較し

て非常に長いため、活断層で発生する地震の発生確率は低くなり、
兵庫県南部地震の発生直前における地震発生確率は、0.02～8%であ
った。

 また、地震発生確率が低い領域であっても、その領域の面積が広け
れば、領域全体としての地震発生確率は高くなり、地震が発生する
ことになる。

 つまり、地震動予測地図による予測の確率値が低くても、それは地
震が起きないということを意味するものではなく、ひとたび地震が
発生すれば、地震の規模が大きな場合、大きな被害を生じることに
注意が必要である。



白山市役所

白山ひめ神社

旧鶴来町の市街地は、
「震度６弱」が想定

されている

森本富樫断層帯



 歴史の資料の質や量は、時代や地域によって異なるので、全国的に均質に地震が
知られているわけではない。例えば、古くから都のあった近畿地方では歴史の資
料が豊富であり、数多くの地震が知られている。一方、歴史の資料が比較的少な
い地方では、知られている地震の数が少ない場合があるが、必ずしもその地方で
発生した地震が少ないことを意味するわけではない。また、記録漏れによって実
際には存在した地震が知られていない場合や、誤った記録によって実際には存在
しなかった地震が知られている場合がある。

 トレンチ調査や遺跡発掘調査などで発見された、断層や液状化跡などの地震の痕
跡は、歴史の資料がない時代に発生した地震を知る手がかりとなる。これらの地
震と歴史の資料によって知られている地震を含めて、古地震と言うこともある。

 また、歴史の資料によって知られている地震の震源や震源域は、被害状況や津波
の状況などを基にして推定されるので、誤差が比較的大きい。古い地震のマグニ
チュードは、被害が及んだ範囲などから推定されている。

 日本で、全国的に器械を用いた近代的な地震観測が行われたのは、1885年以降で
あり、まだ約100年しか経っていない。

 地震の繰り返し間隔は、プレート間地震のような短いものでも100年以上、陸域の
活断層で発生する地震については1,000年以上であるので、日本の地震活動の特徴
を把握するためには、歴史の資料などによる地震の情報は非常に重要である。


