
日本の地震はどのような仕組みで起こるのか、その備えは

東海・東南海地震、石川県周辺の地震を考える

2013年9月5日（木）

（公社）日本技術士会北陸本部 防災委員会

平野 吉彦 ・ 一願 稔

石川県河北郡市防火協会

「防 災 講 演 会」



内 容

1. 日本の地震はどのような仕組みで起こるのか

2. 東海・東南海・南海地震とはどのようなものか

3. 石川県及び周辺地域の地震はどのようなものか
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4. 注意が必要な地盤

5. 地震に弱い建物と強い建物

PM6:30～7：00 平野 吉彦（技術士/応用理学部門）

PM7:00～7：30 一願 稔（技術士/建設部門）
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「地震はいつ来てもおかしくない！みなさん地震に備えましょう!!」と言われても・・・ そ
もそも地震はどんな仕組みで起きて、今、どんな状況にあるのか納得できないと、「タン
スの転倒防止」やら「防災グッズの準備」などまじめにやれない。という本音がちらほら聞
こえてきます。

そこで、本日は、次のような発表をさせていただきたいと思います。



第1章
日本の地震はどのような仕組みで起こるのか

2/39

1964年（昭和39）6月16日
13時1分 新潟地震発生

2004年（平成16）10月23日
17時56分 新潟県中越地震発生

2011年（平成23）3月11日
14時46分 東北地方太平洋沖地震発生

2007年（平成19）7月16日
10時13分 新潟県中越沖地震発生

2007年（平成19）3月25日
9時41分 能登半島地震発生

1948年（昭和23）6月28日
16時13分 福井地震発生
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記録に残されている北陸地方の地震災害の「被害範囲」

約500年間で、北陸地方で被災し
た被害地震は「38地震」です。
このうち、45％の「17地震」で石
川県が被害を受けています。そし
て、近年、北陸地方で地震が多く
発生した気がしませんか。いった
いどうなっているのでしょう。
では、地震はどのような仕組みで
発生しているのか説明していきま
す。

文亀1（1502）年～平成23（2011）年の509年間
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S23福井地震
（M7.1)死3728

H19能登半島
地震(M6.9)死1

S39新潟地震
(M7.1)死14

H19中越沖地
震(M6.9)死15

H16中越地震
(M6.9)死59

509年間で各県の地震被害を受けた回数

1502～1925年

1968～2011年

〔被害発生の期間〕

1926～1967年

線の太さは死
者行方不明者
数の多少を示
す。

× 震 央

・新潟県：23回 最大震度7  ・Ｍ6.8（中越地震）

・石川県：17回 最大震度6強・Ｍ6.9（能登半島地震）

・福井県： 7回 最大震度7  ・Ｍ7.1（福井地震）

・富山県： 5回 最大震度7  ・Ｍ7.1（飛越地震）
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日本周辺で地震の起こっている場所 4/36

1993～2006年（13年間） M4以上の地震分布

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2009)：日本の地震活動
－被害地震から見た地域別の特徴－第2版. より

【特徴2】
日本列島の内陸や日本海側で発生している地震
地下数km～70km程度の比較的浅い位置で発生し
ている。 「活断層」で発生している地震。

【特徴1】
太平洋側の海域で発生している地震
地下数km～600km程度の深さまで発生している。
日本海溝や南海トラフで沈み込んでいる「プレート」
で発生している地震。

このような地震の起こる場所は、「日本
列島の地下の構造」と「日本列島に加
わっている力」によって作られている。
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日本列島周辺の地下の構造
地球の表層には、厚さ数ｋｍ～50ｋｍ程度の「地殻」と呼ばれる岩盤がマントルの上にある。
この地殻は、「プレート」と呼ばれており、日本列島周辺では4枚に分かれて、それぞれ矢印
の方向へ動いている。

「日本海溝」・「南海トラフ」は、
プレート同士がぶつかり合う
所で、東側のプレートが西
側のプレートの下に沈み込
んでいる。

全国地質調査業協会連合会ホームページに加筆。

6,000m以上の深さのもの
を海溝と呼び、それより浅
いものはトラフと呼ばれる。
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ユーラシアプレート

フィリピン海プレート

北米プレート

太平洋プレート



数ｍｍ/年

10cm/年

4cm/年

ユーラシアプレート

フィリピン海プレート

北米プレート

太平洋プレート

日本列島周辺は、4枚
のプレートに分かれて
おり、矢印の方向へ移
動している。

日本列島に加わっている力

日本列島は、これらの
プレートにより、「太平
洋側」と「日本海側」か
ら押されている。
この力が地震発生の原
動力となっている。

北陸地方

6/36
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日本列島の地表の動き（東北地方太平洋沖地震の前）

図は国土地理院GPS観
測によって得られた、
2000～2010年までの10
年間の水平移動ベクトル。

国土地理院GPS観測データ
2000年～2010年までの
水平移動ベクトル

国土地理ホームページより
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10cm

日本は、東西（太平洋側
と日本海側）から押され
ており「ひずみ」が蓄積さ
れている。

とくに、東西からの力が
ぶつかる所の周辺は、ひ
ずみが集中している地帯
と考えられている。

図中の点線の範囲。
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8

国土地理院作成 日本列島の圧縮（動画）
国土地理ホームページより 8/36



日本列島の地表の動き（東北地方太平洋沖地震）
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「長野県北部地震」

2011年3月11日～3月19日まで
の水平移動ベクトル

2011年3月11日の水平移動ベクトル

最大530ｃｍ

9



10

国土地理院作成
東北地方太平洋沖地震時の変動（動画）
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国土地理ホームページより



日本列島の地震発生のモデル

① ② ③

プレートの跳ね上がりに
より地震発生
（プレート間地震）
①～③は繰り返している。

太平洋側の海溝・トラフ日本の地震発生のモデル図

太平洋側の海溝・トラフで沈み
込む海のプレートは、陸のプ
レートを押して圧縮し地震発生。
陸域では活断層がズレて地震
が発生する。
プレートの沈み込む所では、陸
のプレートが引きずり込まれ、
限界に達すると跳ね上がり地
震が発生する。
このサイクルを繰り返している。

海のプレート

活断層のズレによ
り地震発生

内陸・日本海側 11/36
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38/100主な被害地震（1885年～2011年までの126年間）

内陸と日本海側の活断層型の地
震発生間隔は800年～8000年

地震調査研究推進本部地震調査委員会
（2009)：日本の地震活動－被害地震から
見た地域別の特徴－第2版. に加筆

日本海側のプレート境界は、海溝ではな
く断層帯「日本海東縁断層帯」であり、地
層が東西からの圧縮により褶曲。日本海
沿岸の地震帯になっている。

東北地方太平洋沖地震

太平洋側の海溝・トラフ型の地震発生間隔は数十年～数百年
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ひずみ集中帯の範囲は、
「日本海東縁部のひずみ
集中帯（岡村2002ｂ）」と
「新潟～神戸に延びるひず
み集中帯（鷺谷2001）」を
便宜的に繋げて表現した
ものである。

近年「ＧＰＳ観測」や「地質構造調査」によ
り、「ひずみ集中帯」の存在が明らかに
なってきた。

12

震源域
赤で書かれたものは平
成12以降の被害地震



2001年1月～2005年12月
マグニチュード1.5以上の震央分布

（独）防災科学技術研究所
VRMLによる三次元震源分布表示に加筆

「ひずみ集中帯」の中に線状に
微小地震が発生している。
このような範囲に震源断層が
存在している可能性が高いと
考えられている。

2004年中越地震震源域(M6.8)

参考

Ｈｉ－ｎｅｔ高感度地震観測網のデータ



2007年1月～2011年12月
マグニチュード1.5以上の震央分布

（独）防災科学技術研究所
VRMLによる三次元震源分布表示に加筆。

線状の微小地震発生域の領
域に「中越沖地震」・「能登半島
地震」・「長野県北部地震」が
発生。

2007年中越沖地震震源域(M6.8)

2007年能登半島地震震源域(M6.9)

2008年岩手宮城内陸地震(M7.2)

2011年長野県北部地震（M6.7)

参考

Ｈｉ－ｎｅｔ高感度地震観測網のデータ

（独）防災科学技術研究所
VRMLによる三次元震源分布表示に加筆。



北陸地方の活断層の分布

活断層の調査・評価が行われているもの
は地表に現れているもの(北陸地方で
18断層）。分かっていない活断層はまだ
ある。

日本全国活断層分布図

活断層は全国で約2000の断層が分っている。
このうち、地震調査委員会により105の断層
が調査され、結果が公表されている。

13/36赤い線が活断層
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活断層の露頭調査の例

トレンチを掘って断層でずれている地層の年代を調べる

青森県東通原子力発電所敷地内のトレンチ調査
ニュートン2013年3号より

14/36

参考
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活断層が動くとこうなります！

阪神淡路大震災震源地の活断層 （野島断層保存館ホームページより）

地震を発生させた活断層。右側から乗り上げている。これを逆断層という。

参考

15/36
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第2章
東海・東南海・南海地震とは

どのようなものか

16/36

A・B
南海地震

C・D
東南海地震

C・D・E
東海地震

地球のしくみ 新星出版社
2007年に加筆
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南海トラフで繰り返し発生した巨大地震

宝永地震（1707年10月28日）
死者：2万人

安政東海地震（1854年12月23日）

〔翌日〕
安政南海地震（1854年12月24日）

死者：合計数千人

昭和東南海地震（1944年12月7日）
死者：1222人

〔2年後〕
昭和南海地震（1946年12月21日）

死者：1443人

地震のすべてがわかる本 成美堂出版に加筆。

南海トラフでは、約90年～200年間隔で、マグニチュード8クラスの巨
大地震が発生してきた。

震源域

（約1300年前）
684年

887年

1096年
1099年

1185年

1360年
1361年

10世紀後半

1498年

1605年

17/36
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南海トラフ地震 震度の最大値の分布図

石川県では最大で震度5弱

震度5弱

中央防災会議 南海トラフ地震対策について最終報告 平成25年5月に加筆。

内閣府は、平成25年に「南海トラ
フ地震」の被害想定を公表した。

南海トラフに沿った震源域が「連
動」して地震を起こす最悪ケース
を想定。
津波は最大34m。死者32万人。

18/36
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2007年能登半島地震の震度分布図

2007年3月25日「能登半島地
震」では、内灘町・かほく市で
震度5弱であった。

気象庁ホームページより。

地盤の液状化。（七尾港大田地区）

家屋の倒壊（輪島市門前町）

能登有料道路盛土の崩壊（七尾市中島町）

19/36
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近畿地方における地震活動期と静穏期

1649～1718年（70年間） 1719～1788年（70年間） 1789～1858年（70年間）

1891～1961年（71年間） 1859～1890年（32年間）1962～1994年（33年間）

近畿地方では、南海トラフの地震が発生すると、内陸ではしばらく地震の少ない「静穏
期」が続き、南海トラフの地震が発生する50～60年前から内陸の地震が多い「活動期」
が来ていると考えられている。

地震のすべてがわかる本 成美堂出版に加筆。

20/36
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1995年～2010年までの主な被害地震
（東北地方太平洋沖地震発生前まで）

2007.3.25
能登半島地震
（Ｍ6.9）

2007.7.16
新潟県中越沖地震
（Ｍ6.8）

2008.6.14
岩手宮城内陸地震
（Ｍ7.2）

地震のすべてがわかる本 成美堂出版に加筆。

1995年 ～

21/36
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1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

石川県内 1700～2010年（310年間）の被害地震

江戸時代 明治・大正時代 昭和時代 平成

石川県の主な被害地震

1729年 能登・佐渡の地震
〔県内の最大震度不明〕
（死者5人） 海域の地震
家屋被害８１９棟

1799年 金沢地震
〔県内の最大震度不明〕
（死者21人）
家屋被害９９０棟

1892年 能登半島の地震
〔県内の最大震度不明〕
（死者1人） 海域の地震

家屋被害２棟

1833年 越後・出羽地震
〔県内の最大震度不明〕
（死者４７人） 海域の地震

1933年 七尾湾地震
〔県内の最大震度４〕
（死者３人） 海域の地震

家屋被害２棟

1948年福井地震
〔県内の最大震度5〕
（死者４１人）
住家被害８０２棟

1952年 大聖寺沖地震
〔県内の最大震度４〕
（死者７人） 海域の地震
家屋被害１２５棟

1993年 能登半島沖地震
〔県内の最大震度５〕
（死者なし） 海域の地震
住家被害３６棟

2007年 能登半島地震
〔県内の最大震度６強〕
（死者1人） 海域の地震
住家被害２９３８５棟

1944年 東南海地震
〔県内の最大震度４〕
（死者なし） 太平洋側
住家被害３棟

1891年 濃尾地震
〔県内の最大震度４〕
（死者なし）
住家被害２１棟

310年間で石川県内で発生した「被害地震」は9回であり、マグニチュー
６以上の地震である。また、県外で発生したマグニチュード７以上の地
震でも石川県内で被害が発生している。
20～21ページの「活動期」を入れてみると赤枠の期間になる。

◆ 県外で発生した被害地震
● 県内で発生した被害地震

22/36

地震データは、地震調査研究推進本
部地震調査委員会（2009)：日本の地
震活動－被害地震から見た地域別
の特徴－第2版. 他による。 24



石川県周辺地域の主な被害地震

Ｍ6.5～6.9

Ｍ6.0～6.4

Ｍ7.5～7.4

Ｍ5.0～5.9

Ｍ4.0～4.9

1714～2007年（293年間）
主な被害地震の震源

1639 M6.0
1589 M7.8

1714 M6.3

1858 M5.7

1729 M6.8

1725 M6.0

1719～1788年（70年間） 2地震

1890 M6.2

1859～1890年（32年間） 1地震

1858 M7.1

1855 M6.8

金沢地震
1799 M6.0

1826 M6.0

1858 M5.7

1789～1858年（70年間） 5地震

1640 M6.5

1986 M5.3

1933 M6.0
1892 M6.4

1952 M6.5

1930 M6.3

1915 M6.0

福井地震
1948 M7.1

北美濃地震
1961 M7.0

1903 M5.5

1918 M6.5

1891～1961年（71年間）11地震

1993 M6.6

1978 M4.8

1962～1994年（33年間） 2地震

1996 M5.7

能登半島地震
2007 M6.9

2002 M4.7

1995～ 現在（18年間） 3地震

活断層

「活断層データ」は、活断層データ
ベース 産総研による。

23/36

「地震データ」は、地震調査研究推
進本部地震調査委員会（2009)：日
本の地震活動－被害地震から見た
地域別の特徴－第2版. による。
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第3章
石川県及び周辺地域の地震は

どのようなものか

活断層が動くとどのくらい揺れるの？
活動する確率は？

24/36
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地震調査研究推進本部 地震調査委員会で
は、「平成7年兵庫県南部地震」を契機として、
全国の活断層の調査・長期評価を行ってきて
いる。

日本全国に存在する約2000の活断層の中か
ら、現在までにマグニチュード7程度以上の規
模の大きい地震が発生する可能性が高く、社
会的・経済的影響の大きい活断層を選び105
の活断層の調査・評価結果が公表されている。

石川県の周辺ではこのうち6断層の結果が公
表されている。次にこの6断層の評価結果を
説明する。

19/47

地震調査研究推
進本部地震調査
委員会（2009)：
日本の地震活動
－被害地震から
見た地域別の特
徴－第2版. より

石川県周辺で長期評価が行われた活断層帯 25/36
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（独）防災科学技術研究所 地震ハザードステーション

「全国地震動予測地図」は、地震調査研究推進本部が過去10年間にわたって実施してきた地震ハザード
評価の成果の集大成である。

（独）防災科学技術研究所では、「地震動予測地図」だけでなく、地震活動・震源モデル及び地下構造モ
デル等のデータも公開し、「地震ハザードステーション J-SHIS」として、2005年5月より運用を開始した。

2009年からは、250mメッシュの全国版「確率論的地震動予測地図」、主要断層帯で発生する地震に対す
る詳細な強震動予測に基づく「地震動予測地図」、それら計算に用いた深部地盤モデル、250mメッシュ微
地形分類モデルなどを背景地図と重ね合わせて、分かりやすく提供できるシステムを開発した。
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震源モデルの見方

地表に投影

断層
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森本・富樫断層帯 想定震度分布 28/36

マグニチュード6.6（Ｍｗ）

津幡町 震度 5弱・5強・6弱・6強
内灘町 震度 6弱・6強
かほく市 震度 5強・6弱

・想定震度分布は「地震ハザードステーション」による。
・地震発生確率、活動間隔、最新活動時期は、地震調査研究推進本部2013年7月19日公表「主要活断層帯の長 期評価による地震発生確率値」による。

0％～6％
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30年以内に地震が発生する確率を受け止める上での参考情報

30年確率の刻み
（0.1%,3%,6%,26%）
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。

「全国地震動予測
地図 手引・解説編
2010年版」による。
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邑知潟断層帯 想定震度分布 30/36

マグニチュード7（Ｍｗ）

津幡町 震度 5強・6弱・6強
内灘町 震度 6弱・6強
かほく市 震度 5強・6弱・6強

・想定震度分布は「地震ハザードステーション」による。
・地震発生確率、活動間隔、最新活動時期は、地震調査研究推進本部2013年7月19日公表「主要活断層帯の長 期評価による地震発生確率値」による。
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庄川断層帯 想定震度分布

25/47

新津丘陵

角田山

マグニチュード7.2(Mw)

津幡町 震度 4・5弱 ・5強
内灘町 震度 5弱・5強
かほく市 震度 4 ・5弱・5強

・想定震度分布は「地震ハザードステーション」による。
・地震発生確率、活動間隔、最新活動時期は、地震調査研究推進本部2013年7月19日公表「主要活断層帯の長 期評価による地震発生確率値」による。
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砺波平野断層帯西部 想定震度分布

25/47

新津丘陵

角田山

マグニチュード6.8(Mw)

津幡町 震度 6弱 ・6強・７
内灘町 震度 6強・７
かほく市 震度 5強・6弱・6強・７

・想定震度分布は「地震ハザードステーション」による。
・地震発生確率、活動間隔、最新活動時期は、地震調査研究推進本部2013年7月19日公表「主要活断層帯の長 期評価による地震発生確率値」による。
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呉羽山断層帯 想定震度分布

マグニチュード6.9（Ｍｗ）

津幡町 震度 5弱 ・5強・6弱
内灘町 震度 5強
かほく市 震度 4 ・5弱・5強・6弱

・想定震度分布は「地震ハザードステーション」による。
・地震発生確率、活動間隔、最新活動時期は、地震調査研究推進本部2013年7月19日公表「主要活断層帯の長 期評価による地震発生確率値」による。
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福井平野東縁断層帯 想定震度分布

25/47

新津丘陵

角田山

マグニチュード７(Mw)

津幡町 震度 4 ・5弱
内灘町 震度 5弱・5強
かほく市 震度 4 ・5弱

・30年以内に地震が発生する確率 ： ほぼ0％～0.07％
・最新活動時期 ： 約3400年前～2900年前
・活動間隔 ： 約6300年～10000年

・想定震度分布は「地震ハザードステーション」による。
・地震発生確率、活動間隔、最新活動時期は、地震調査

研究推進本部2013年7月19日公表「主要活断層帯の長
期評価による地震発生確率値」による。
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津波浸水想定区域図
（石川県）

波源とした活断層

津波は、「海岸砂丘」を越えない。
砂丘を貫流する河川沿いに遡上。

赤色の範囲が浸水区域

石川県津波浸水想定調査報告書
平成24年3月による。

最大津波高3.8m

最大津波高3.8m

最大津波高4.2m

最大津波高3.6m

最大津波高3.8m

最大津波高3.8m

「金沢港」最大津波高3.7m

最大津波高3.8m

最大津波高4.1m
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石川県周辺地域の活断層

Ｍ6.5～6.9

Ｍ6.0～6.4

Ｍ7.5～7.4

Ｍ5.0～5.9

Ｍ4.0～4.9

1714～2007年（293年間）
主な被害地震の震源

1639 M6.0
1589 M7.8

1714 M6.3

1858 M5.7

1890 M6.2

1858 M7.1

1855 M6.8

金沢地震
1799 M6.0

1826 M6.0

1858 M5.7

1640 M6.5

1986 M5.3

1933 M6.0

1930 M6.3

福井地震
1948 M7.1

北美濃地震
1961 M7.0

1903 M5.5

1918 M6.5

1978 M4.8

能登半島地震
2007 M6.9

1729 M6.8

1725 M6.0

1892 M6.4

1952 M6.5

1915 M6.0

1993 M6.6

1996 M5.7

2002 M4.7

活断層

「活断層データ」は、活断層データ
ベース 産総研による。

活断層が表示されて
いない所でも地震が
起きています。
これは、分かってい
ない活断層はまだあ
るということです。
地震への備えをして
おきましょう！

36/36

「地震データ」は、地震調査研究推
進本部地震調査委員会（2009)：日
本の地震活動－被害地震から見た
地域別の特徴－第2版. による。
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• 地盤とは

• 地盤と震害の関係

• 軟弱地盤

• 砂質地盤

• 異種地盤

• 盛土地盤

• 山地斜面および渓流

• 微地形区分図（金沢地域）

• 液状化しやすさマップ（金沢地域）
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• 一般には、地表面を含めて人間の生活と
関わりのある比較的浅い部分（深度数m
～数10m）を指す。

• 都市部のように平坦あるいは緩やかな地
形の場合、最も新しい地質時代である新
生代第四紀に形成された地層（洪積層、
沖積層）がほとんどです。

• 特に沖積層は最終氷期以後の過去約2万
年前から現在までに形成された地層であ
り、新しい堆積物であるからこそ、問題
となる特徴を持っています。

• 新しい堆積物よりなる地盤を考えると、
地盤によって地震動が増幅・変化するこ
と、そして地震動によって不同沈下や液
状化などの地盤が変状することがあり、
地盤は地震被害と大きく関係することに
なります。

図-1. 地盤種別による地盤の強度
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• 図-2は、関東大地震の際の旧東京市内における木造二階建
てと土蔵の被害分布を比較した図であり、木造は地盤の悪
いといわれる下町で被害が大きい。一方、土蔵は地盤が良
いといわれる山の手で被害が大きく、地盤の良否と被害と
の関係は逆転しています。

• 図-2の木造と土蔵の被害の例は、震害は地盤だけでなく建
物の種類によっても異なることを示しています。

• 「地震と建築」（岩波新書、大崎順彦著）によると地盤と
震害の関係は地盤が悪いから被害が大きいといった単純な
ものではなく、地盤の特性と建築の特性との関係をいくつ
かの要因に分けて分析する必要があるとされている。

• 割合はっきりしている要因として、1)増幅作用、2)共振作用、
3)被害の進行性、4)逸散減衰、5)不同沈下を挙げて、軟地盤
(いわゆる悪い地盤)は増幅作用が大きい、柔構造(木造や鉄
骨造)の共振が大きい、進行性破壊が発生しやすい、不同沈
下が発生しやすいのに対し、硬地盤は剛構造(鉄筋コンク
リート)の共振が大きい、逸散減衰が大きいことを指摘し、
『それぞれの要因は地盤の硬軟に応じて時には不利に、時
には有利に作用し、その総合的な影響は相当複雑である』
と解説しています。

図-2. 木造と土蔵の被害率（関東大震災、1923）
「地震と建築」（大崎順彦著、岩波新書）より
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• 平野は最も新しい地質時代の堆積物である完
新統(完新世の堆積物)で、構成されており多量
の水分を含み、緩んだ状態で堆積しています。
なかでもシルトや粘土分の多い沖積層からな
る地盤を軟弱地盤と呼んでいます。

• 図-3は、関東大地震の際の木造建築の被害率
(旧東京市内)と沖積層の厚さの関係を示してお
り、沖積層の厚さが40m近くなると急激に被害
率が増加していることが分かります。

• 軟弱地盤が地震に弱いのは、地盤による地震
動の増幅作用や共振作用によるものであり、
これらは主に木造住宅に当てはまる現象です。
図-3によると、沖積層が厚ければ厚くなるほど
大きくなるようにみえますが、実際には、被
害率が極大となるような、すなわち共振しや
すくなるような厚さがあるのではないかと考
えられています。

図-3. 沖積層の厚さと木造住宅の被害率（関東大震災、1923）
「地震と建築」（大崎順彦著、岩波新書）より
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• 軟弱地盤として取り扱われる地
盤は、後背湿地、三角州、潟湖
や湿原跡など、海岸平野や大河
川沿いに厚く分布しています。

• 現在の河川がゆったりと流れて
いるような地域は海岸周辺だけ
でなく標高の高い盆地でも軟弱
地盤が厚く分布しているのが普
通です。

• 昔は水はけの悪い軟弱地盤を避
けた場所に集落が存在してそこ
を街道が通っていましたが、現
在の大都市の多くは軟弱地盤の
厚い地域を含めて広範囲に広
がっています。また、埋立地や
干拓地による人工地盤上にも都
市が拡大しています。

図-4. 軟弱地盤が形成される箇所
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• 液状化現象は、砂粒子が地震動によって浮遊状
態になるために起こる現象であり、地下水で飽
和状態になった粒の揃った細かい砂の層で発生
します。水圧も上昇するので地下水とともに砂
を噴出することがあります。

• 砂地盤は通常時は良好な地盤であり建物の重量
を支える支持力の高い地盤ですが、地震動に
よって液状化すると地盤の支持力が失われ、重
いもの(構造物)は沈み、軽いもの（埋設物）は
浮き上がることになります。

• 液状化現象の起こりやすい箇所としては、自然
堤防縁辺部、旧河道、旧沼地、湿地、砂泥質の
河原、砂丘、人工海浜、埋立地、盛土地などが
ありますが、液状化現象が発生するためには地
下水位が高いことが1つの条件ですので、地形
的に周辺より低く、水を多量に含んでいるよう
な箇所はその可能性が高くなります。

• 昔は地震に伴い液状化が発生しても、大型の構
造物がないため目だった被害にはなりませんで
したが、都市化の進行により新しい被害として
問題化しています。

図-5. 液状化現象
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• 兵庫県南部地震(1995)でもポートアイラン
ドや六甲アイランド(埋立地)で大規模な液
状化が発生しました。地盤がわずかに傾斜
していると液状化によって側方流動と呼ば
れるように地盤が流動し、岸壁、護岸およ
びビルの基礎杭が破壊されるような被害が
発生しています。

• 液状化現象は新潟地震以後の地震でも砂質
地盤で発生していることから、砂質地盤の
地震に伴う一般的な現象であると理解され
ていましたが、遺跡の発掘によると礫を多
く含む地層でも液状化した事例が珍しくな
いことや兵庫県南部地震では大小の礫の混
じったマサ土の埋め立て地盤でも液状化し
たことが明らかになりました。

• 地震動が激しければ、粒の揃った砂層ばか
りか不揃いの砂礫層でも液状化するという
ことです。

図-6. 側方流動
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• 異種地盤の代表は切土と盛土です。

• 図-7の最も上側の赤い家のように、
一つの敷地内に切土と盛土が接し
ている付近に建物を建てると、盛
土側が沈下して不同沈下が生じる
ので、傾いたり、崩れ落ちたりす
る原因のなることがあります。平
坦部の先端は見晴らしがよい箇所
ですが、盛土である場合は盛土が
最も厚い箇所であり崩壊を起こし
やすい場所でもあります。

• 宮城沖地震(1978)の際は、切土と盛
土境界付近の盛土側に亀裂が生じ
たり沈下する現象が集中し、地盤
が変状することによって多くの住
宅に被害がでました

図-7. 傾斜地の造成
「木造住宅を見直す」（坂本功、岩波新書）より
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• 造成地では切土と盛土によって平坦あるいは雛壇状
に造成するため、特別な場合を除いて必ず盛土とな
るところが出てきます。

• 造成地を①切土部、②切土と盛土の境界部付近、③
盛土部の3つに別けると地震の被害は切土部で少な
く、多くは切土と盛土の境界部付近で発生していま
す。

• 盛土だけの地盤は全体が沈下しても被害となりにく
いのでしょうが、谷地形部は地形的あるいは地質的
に水の集まりやすい箇所であるので、谷地形部を埋
めた盛土には地下水がたまりやすく、地震時には盛
土が滑動したり崩壊したりすることがあります。ま
た、雛壇状の盛土の場合は、斜面側が弱く、崩壊す
ると斜面下の建物までが被害を受けることになりま
す。

• なお、砂丘の砂粒子はバラバラで互いに結合してい
ないため、砂丘上の建物は文字どおり砂上の楼閣と
なり、地震にいかにも弱そうですが、必ずしも砂丘
が地震に特別弱い地盤であるとはいえません。軟弱
地盤と比較すると被害が少ないことが多いようです。
地盤砂丘の厚さ、砂丘下位の地盤、地下水位などと
関連すると思われます。

図-8. 造成地の被災例（阪神大震災、1995）
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• 山地の斜面災害と言えば、梅雨、秋雨前線
や台風に伴なう豪雨によって発生する山崩
れや土石流がよく知られていますが、地震
によっても斜面崩壊が起こります。

• 過去の地震では1847年の善光寺地震のよ
うに、山地の崩壊、河川の閉塞、決壊によ
る洪水の発生という災害パターンも起こっ
ています。

• 規模の大きな地震では、多数の崩壊が広範
囲に発生します。山の安定性が損なわれる
ので、下流ではその後何年にもわたって鉄
砲水や土石流などの災害に悩まされること
になります。

• 山間部の急斜面だけでなく、都市周辺の崖
下、崖上も崩壊しやすい箇所です。崖下で
は崖の高さの2～3倍に相当する距離まで、
崖上では崖の高さと同程度が危険範囲とな
るので、そのような土地は住宅に適してい
ません。

図-9. 崖地の規制
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「富山県・石川県の微地形区分図と液状化しやすさマップ（H25年7月23日）」（北陸地方整備局、地盤工学会北陸支部）

本地域の東部には津幡・森本丘陵と加越山地
が広がっており、その西側には日本海に向
かって概ね段丘、扇状地、氾濫平野、海岸平
野（潟埋積平野）及び内灘砂丘が分布してい
ます。

また、北部に位置する河北潟は、内灘砂丘の
発達により日本海から切り離されて生じた水
域（潟)が、河川による堆積物により埋積して

形成されたものであり、その後の干拓事業に
より狭くなっています。
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国土交通省北陸地方整備局ホームページより。

震度5強程度を想定した液状化
のしやすさマップである。

危険度3：液状化の可能性がある。

危険度4：液状化の可能性が高い。

危険度2：液状化の可能性が低い。

危険度1：液状化の可能性が非常に低い。

液状化は、緩い「砂」が堆積し、
地下水位が高い所に発生する。
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5.地震に弱い建物と強い建物
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過去の大震災の教訓
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簡 易 耐 震 診 断

次の６つの質問に答えてください。

アパートやマンションの場合は、1、2、5、6 

のみをチェックしてください。

あなたの住まいは
大きな地震に耐えられますか？
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特に、Ｂが複数ある
場合は、なるべく早
く専門家による耐震
診断を受けましょう。

以上の６問が全てＡであれば、ひと
まず安心です。

Ｂが1つでもある場合
は、専門家による耐
震診断を受けたほう
が良いと思われます。
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住宅耐震補強の事例（1/4）
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住宅耐震補強の事例（2/4）
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住宅耐震補強の事例（3/4）
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住宅耐震補強の事例（4/4）
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★ 最 後 に ★
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