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第1章
日本の地震はどのような仕組みで起こるのか

（佐渡の地震を理解するための基礎知識）

第1章
日本の地震はどのような仕組みで起こるのか

（佐渡の地震を理解するための基礎知識）



北陸地方の多くの地域で地震被害を受けていた！

文亀1（1502）年～平成23（2011）年の509年間の被害地震の範囲
北陸地方の災害と防災・減災害その1（2012） （公社）日本技術士会北陸本部防砂委員会 より。

文亀1（1502）年～平成23（2011）年の509年間の被害地震の範囲
北陸地方の災害と防災・減災害その1（2012） （公社）日本技術士会北陸本部防砂委員会 より。

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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第1章では、日本の地震はどのような
仕組みで起こっているのか説明します。

図は、北陸地方の過去約500年間で大きな
被害があった地震（震央）と被害範囲を示し
たものです。
被害地震は「38地震」で、被害の程度はまち
まちですが、北陸地方の多くの地域で地震
の被害を受けていたことが分かります。



日本周辺で地震が起こっている場所

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
ています。 「活断層」で発生している地震です。

【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ます。
海溝やトラフ（次ページ参照）で沈み込んでいる「プ
レート」で発生している地震です。

このような地震が起こる場所は、「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ます。

左の図は、1993～2006年の13年間でマグニチュー
ド4以上の地震が起きた場所（震源）を○印で示した
ものです。丸の色は震源の深さを表しています。
左下の図は、左上の図の黒枠の範囲の地下を表し
たものです。
地震が発生した場所には、次の二つの特徴があり
ます。

左の図は、1993～2006年の13年間でマグニチュー
ド4以上の地震が起きた場所（震源）を○印で示した
ものです。丸の色は震源の深さを表しています。
左下の図は、左上の図の黒枠の範囲の地下を表し
たものです。
地震が発生した場所には、次の二つの特徴があり
ます。

日

本

海

太

平

洋
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日本列島の地下の構造

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りま
す。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ます。

「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ます。

「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ます。

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。

3



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
ます。

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
ています。
この力が地震発生の原動
力となっています。 北陸地方
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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
ベクトルです。

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
ベクトルです。

国土地理院GPS観測データ2000～
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）

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
様子が分かります。

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
様子が分かります。

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
られています。

（図中の点線の範囲）

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
られています。

（図中の点線の範囲）

日本列島の地表の動き（東北地方太平洋沖地震前） 5



日本列島の地表の動き（動画）

この動画は、東北地方太平洋沖地震の前、1996年4月～1999年12月まで、国土地理院でＧ
ＰＳ観測された地殻変動を繰り返し再生したものです。日本列島が圧縮されている様子が分
かります。 （国土地理院ホームページより）

この動画は、東北地方太平洋沖地震の前、1996年4月～1999年12月まで、国土地理院でＧ
ＰＳ観測された地殻変動を繰り返し再生したものです。日本列島が圧縮されている様子が分
かります。 （国土地理院ホームページより）
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2011年3月11日の水平移動ベクトル

最大530ｃｍ

図は国土地理院GPS観測によっ
て得られた、東北地方太平洋沖
地震（2011年3月11日）の水平移
動ベクトルです。

図は国土地理院GPS観測によっ
て得られた、東北地方太平洋沖
地震（2011年3月11日）の水平移
動ベクトルです。

国土地理院GPS観測データ
（国土地理ホームページより）

日本列島の地表の動き（東北地方太平洋沖地震）

東北地方太平洋沖地震の前まで、
圧縮され縮んでいた日本列島の
うち、東日本が東側に一気に戻っ
た様子が分かります。

東北地方太平洋沖地震の前まで、
圧縮され縮んでいた日本列島の
うち、東日本が東側に一気に戻っ
た様子が分かります。

戻った量は、水平移動量で最大
530cmです。
戻った量は、水平移動量で最大
530cmです。
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東北地方太平洋沖地震時の地表の動き（動画）

この動画は、東北地方太平洋沖地震の時、国土地理院でＧＰＳ観測された地殻変動を繰り
返し再生したものです。東日本が東側に大きく戻った様子が分かります。

（国土地理院ホームページより）

この動画は、東北地方太平洋沖地震の時、国土地理院でＧＰＳ観測された地殻変動を繰り
返し再生したものです。東日本が東側に大きく戻った様子が分かります。

（国土地理院ホームページより）
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10cm

現在の地表の動き

国土地理院GPS観測データ
2012年7月～2013年7月までの水平
移動ベクトル

東北日本は、まだ完全に
元の東西からの圧縮に
戻っていません。

東北日本は、まだ完全に
元の東西からの圧縮に
戻っていません。
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日本列島の地震発生モデル

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

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。日本列島は圧縮。

日本列島の圧縮により、内陸・日本海
側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。日本
列島の圧縮は一時的に戻る。

このサイクルを繰り返している。

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。日本列島は圧縮。

日本列島の圧縮により、内陸・日本海
側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。日本
列島の圧縮は一時的に戻る。

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
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38/100主な被害地震（1885年～2011年までの126年間）

陸地と日本海側の一つの「活断層」の地震発生
間隔は800年～8000年です。しかし、活断層は
全国で2000もあります。皆さんの地域で、大きな
地震はしばらく起きないと思っていませんか？

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、海溝ではあ
りません。「日本海東縁断層帯」と呼ばれ
る活断層帯で、日本海沿岸の地震帯に
なっています。

東北地方太平洋沖地震

太平洋側の「海溝」・「トラフ型」で発生する地震の間隔は数十年～数百年

震源域
赤で書かれたものは平
成12以降の被害地震
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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、地震が起こりやすい「ひずみ集中帯」
の存在が明らかになってきました（図中の

オレンジ色の範囲）。油断はできません。



日本全国活断層分布図

活断層は全国で約2000の断層が分っています。
このうち、地震調査委員会により105の断層が
調査され、「推定震度」や「この先いつ頃動く可
能性がある」か、結果が公表されています。

活断層は全国で約2000の断層が分っています。
このうち、地震調査委員会により105の断層が
調査され、「推定震度」や「この先いつ頃動く可
能性がある」か、結果が公表されています。

赤い線が活断層

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ります。

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ります。
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活断層とはどんなもの？

トレンチを掘って断層でずれている地層の年代を調べている。
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。

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。
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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。地震を発生させた活断層。

14

ずれの方向による断層の呼び方ずれの方向による断層の呼び方



2001年1月～2005年12月
マグニチュード1.5以上の震源分布

（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。

2004年中越地震震源域

中越沖地震・能登半島地震・長野県北部地震
は、微小地震が少ない黄色の範囲に発生しま
した（次頁）。
これは地震空白域と呼ばれ、地震予知につな
がると指摘する研究者もいます。
しかし、地震予知の段階までは、まだ達してい
ません。

Ｈｉ－ｎｅｔ高感度地震観測網のデータＨｉ－ｎｅｔ高感度地震観測網のデータ

人体に感じない微小地震は、日常的に起きて
います。図は、マグニチュード1.5以上の地震の
分布です。
「ひずみ集中帯」の中では、帯状に微小地震が
発生しています。
このような範囲に大きな地震を起こす活断層
が存在している可能性が高いと考えられてい
ます。
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「ひずみ集中帯」では、日常的に
人体に感じない「微小地震」が起
きています。



2007年1月～2011年12月
マグニチュード1.5以上の震源分布

（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。

ひずみ集中帯では、帯状に点在する微小
地震発生域に「中越沖地震」・「能登半島
地震」・「長野県北部地震」が発生しました。

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)

Ｈｉ－ｎｅｔ高感度地震観測網のデータ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。
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2007～2011年のわずか5年間
で、大きな地震が、たてつづけに
起きました。
大きな地震はいつ起こるか、まだ
予知できません。
油断はできない状況です！



第2章
佐渡の地震と活断層

（佐渡と活断層の関係・津波が起こる仕組み）

第2章
佐渡の地震と活断層

（佐渡と活断層の関係・津波が起こる仕組み）
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4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

新潟県内 1650～2010年（360年間）のM4.5以上の地震

平成昭和時代明治・大正時代江戸時代

この図は、過去360年間の新潟県の被害地震を示したものです。このうち、マグニチュード6.5以上の大規模
な地震では多くの被害が出ています。
佐渡では、江戸時代に大規模な地震が発生し多くの被害が出ています。

この図は、過去360年間の新潟県の被害地震を示したものです。このうち、マグニチュード6.5以上の大規模
な地震では多くの被害が出ています。
佐渡では、江戸時代に大規模な地震が発生し多くの被害が出ています。

記録に残されている新潟県の被害地震

年

新潟地震（13人）

新潟県中越地震（59人）

新潟県中越沖地震（15人）

善光寺地震（60人）

越後・出羽地震（100人）

三条大地震（1400人）

佐渡小木地震
（19人）

佐渡の地震
(多数）

高田大地震
（2000人）

能登・佐渡の地震
(多数）

越後西部（高田）の
地震（1500人）

冬

M

（13人）

（不明）
（不明）

（5人）

（0人）

（0人）

（0人）

（0人）

（0人）

越後頸城郡の地震
（不明）

（人）死者行方不明者数）
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活断層と「M6.5以上」の大規模地震の震源域

震源域活断
層

この図は、活断層の位
置とマグニチュード6.5
以上の大規模地震の震
源を示したものです。

「佐渡の地震」・「佐渡小
木地震」・「三条地震」・
「新潟地震」・「中越地
震」・「中越沖地震」など
のM6.5以上の大きな地
震を起こした活断層は
図中の活断層ではあり
ません。

これは、海底であったり、
地表に活断層が現れて
いなかったり、今まで地
震を起こした活断層が
良く分かっていませんで
した。

M6.5以上の
地震の震源域

1964年新潟地震M7.5

1828年三条地震M6.9

2004年中越沖地震M6.8

2004年中越地震M6.8

1802年佐渡小木地震M6.8

1762年佐渡の地震M7.0

1751年高田大地震M7.0

1847年善光寺地震M7.4

活断層
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日本海側の活断層の分布が分かった

平成19～24年度には、文部科学省により
「日本海ひずみ集中帯プロジェクト」が実施
され、これまで分からなかった活断層の位
置や地下での構造が明らかにされました。

平成19～24年度には、文部科学省により
「日本海ひずみ集中帯プロジェクト」が実施
され、これまで分からなかった活断層の位
置や地下での構造が明らかにされました。

左の図は、日本海側の海底の「活断層」の
位置を示したものです。
たくさんの活断層が、青森沖から佐渡に
かけて存在しています。

左の図は、日本海側の海底の「活断層」の
位置を示したものです。
たくさんの活断層が、青森沖から佐渡に
かけて存在しています。

また、活断層のある海底は、地形が盛り
上がっており凸凹している様子が分かりま
す。また、堆積した地層も曲がっています
（背斜軸と示した所）。「ひずみ集中帯」で
は、プレートが東西から押され、地層が褶
曲し、海底が隆起していることを示してい
ます。

また、活断層のある海底は、地形が盛り
上がっており凸凹している様子が分かりま
す。また、堆積した地層も曲がっています
（背斜軸と示した所）。「ひずみ集中帯」で
は、プレートが東西から押され、地層が褶
曲し、海底が隆起していることを示してい
ます。

（独）防災科学技術研究所,ひずみ集中帯の重点的調査
観測・研究総括成果報告書 2013年5月 に加筆。
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佐渡島は海底が隆起してできた

佐渡島の自然（地学編）－ジオパーク解説書－ 2013年6月 に加筆。図1 佐渡島周辺の海底地形

図2 鳥海礁（とりめぐみ）の海底地形と地層

図3 傾きながら隆起する佐渡島の概念図

左の図は、佐渡島周辺の海底地形です。佐渡島は、北西側が緩く、
南東側が急な山地となっています（図3）。これは傾きながら隆起し
てできた地形で「傾動地塊」と呼ばれています。
図1の赤楕円印を付けた所は、佐渡島と同じ「傾動地塊」となってい
ることが、海底地形の大きな特徴です。
このような地形は、南東側（高い方の縁）の地下には、地震を起こ
す活断層が存在するか、これから活断層ができる可能性を示して
います。

左の図は、佐渡島周辺の海底地形です。佐渡島は、北西側が緩く、
南東側が急な山地となっています（図3）。これは傾きながら隆起し
てできた地形で「傾動地塊」と呼ばれています。
図1の赤楕円印を付けた所は、佐渡島と同じ「傾動地塊」となってい
ることが、海底地形の大きな特徴です。
このような地形は、南東側（高い方の縁）の地下には、地震を起こ
す活断層が存在するか、これから活断層ができる可能性を示して
います。

「ひずみ集中帯プロ
ジェクト」では、図2の
鳥海礁が詳細に調べ
られ、地層が褶曲（赤
線は同じ地層を示し高
まりで曲がっている）
南東側でずれているこ
とが分かりました。
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小佐渡山地の隆起の仕方と活断層

「ひずみ集中帯プロジェク」による探査の結果、佐渡
周辺の活断層の分布（図1）と白線上の地下の構造
が分かりました（図2）。
小佐渡は、図2のＤの断層とＦの断層を境に隆起し
てきました（図3.図4）。Ｆの断層は、「国中南断層帯」
と呼ばれています。
大佐渡山地を隆起させた断層は、図2では見えてい
ません。

「ひずみ集中帯プロジェク」による探査の結果、佐渡
周辺の活断層の分布（図1）と白線上の地下の構造
が分かりました（図2）。
小佐渡は、図2のＤの断層とＦの断層を境に隆起し
てきました（図3.図4）。Ｆの断層は、「国中南断層帯」
と呼ばれています。
大佐渡山地を隆起させた断層は、図2では見えてい
ません。

図1 佐渡周辺の海底地形と活断層

図3 隆起する小佐渡の概念図①

図4 隆起する小佐渡の概念図②

図2 図1の白線上の地質解釈断面図

佐渡島の自然（地学編）－ジオパーク解説書－ 2013年6月 に加筆。
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これらの活断層は、いつかまた動きます。
断層が動いた場合、小佐渡山地の地下が
「震源」になることに注意しましょう。

これらの活断層は、いつかまた動きます。
断層が動いた場合、小佐渡山地の地下が
「震源」になることに注意しましょう。



国中南断層帯の一部は「大須鼻」で見ることができます

佐渡島の自然（地学編）－ジオパーク解説書－
2013年6月 より。
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1802年佐渡小木地震で海底が隆起

佐渡島の自然（地学編）－ジオパーク解説書－ 2013年6月より。

崖の上に広がる水田となっている平らな面を海成段丘の段丘面と言い
ます（図4）。この段丘面も過去の海底面です。
崖の上に広がる水田となっている平らな面を海成段丘の段丘面と言い
ます（図4）。この段丘面も過去の海底面です。

1802年にマグニチュード6.6～6.8の小木地震が起こりました。「小木で
は海底が2ｍも隆起し、453戸ほとんど全壊、死者18人」と記録に残され
ています。

小木半島の南側海岸に広がる平らな面は、「隆起波食台」と言い、平ら
な海底面が地震で持ち上げられてできたものです（図1）。
打ち寄せる波が、崖を削ってできるかつてのくぼみ（ノッチ）（図2）や海
食洞が、海面よりも高い位置にあることがその証拠です（図3）。

1802年にマグニチュード6.6～6.8の小木地震が起こりました。「小木で
は海底が2ｍも隆起し、453戸ほとんど全壊、死者18人」と記録に残され
ています。

小木半島の南側海岸に広がる平らな面は、「隆起波食台」と言い、平ら
な海底面が地震で持ち上げられてできたものです（図1）。
打ち寄せる波が、崖を削ってできるかつてのくぼみ（ノッチ）（図2）や海
食洞が、海面よりも高い位置にあることがその証拠です（図3）。
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佐渡の人々が家を建て田畑を作る平らな生活の場は、このよう
な段丘面が多いですが、この生活の場は、数十万年におよぶ地
震の繰り返しでできたものです。

佐渡の人々が家を建て田畑を作る平らな生活の場は、このよう
な段丘面が多いですが、この生活の場は、数十万年におよぶ地
震の繰り返しでできたものです。



1802年佐渡小木地震の隆起は傾動

図中の数字は、「隆起波食台」の海面からの高さ（ｃｍ）を示します。
「隆起波食台」は南側海岸の方が北側海岸よりも高く、小木半島は南側ほど高く隆起したと考えられています。
これを「傾動」と言います。

図中の数字は、「隆起波食台」の海面からの高さ（ｃｍ）を示します。
「隆起波食台」は南側海岸の方が北側海岸よりも高く、小木半島は南側ほど高く隆起したと考えられています。
これを「傾動」と言います。

図の出典：佐渡島の自然（地学編）－ジオパーク解説書－ 2013年6月より。
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日本海で発生した地震と佐渡へ到達した津波
この図は、日本海で発生した1640年（約370年
前）からの地震の位置を示したものです。
この図は、日本海で発生した1640年（約370年
前）からの地震の位置を示したものです。

日本海で発生した地震は、津波を発生
させ、佐渡へ到達したものがあります。
遠方の地震でも佐渡に津波が到達する
ことに注意しましょう。

日本海で発生した地震は、津波を発生
させ、佐渡へ到達したものがあります。
遠方の地震でも佐渡に津波が到達する
ことに注意しましょう。
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「1983年日 本海中部地震」で発生した津波高
は、両津で3m観測されている。

山形県沖の「1833年庄内沖地震」では佐渡へ
到達した津波高は4～5mと考えられている。

「1964年新潟地震」では、両津で最大で3mの津
波が観測されている。

「1762年佐渡の地震」で、津波被害が発生した
記録がある。



海底で活断層が動くと津波が発生する

気象庁ホームページより。

佐渡近海を含む「ひずみ集中帯」には、海底にたくさん
の活断層があります（左図）。

これらが動くと地震だけではなく、津波を発生させ、佐
渡まで到達する可能性があります。

佐渡近海を含む「ひずみ集中帯」には、海底にたくさん
の活断層があります（左図）。

これらが動くと地震だけではなく、津波を発生させ、佐
渡まで到達する可能性があります。

（独）防災科学技術研究所,ひずみ集中帯の重点的調査
観測・研究総括成果報告書 2013年5月 に加筆。
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津波と波浪の違い

海面付近の海水だけが押し寄せる海底から海面まで海水全体が押し寄せる

海域で吹いている風によって生じる「波浪」は海面付近の現象で、波長（波の山から山、または谷から谷の長さ）は数
メートル～数百メートル程度です。一方「津波」は、地震などにより海底地形が変形することで周辺の広い範囲にある海
水全体が短時間に持ち上がったり下がったりし、それにより発生した海面のもり上がりまたは沈みこみによる波が周囲
に広がって行く現象です。

津波の波長は数キロから数百キロメートルと非常に長く、これは「海底から海面までのすべての海水」
が巨大な水の塊となって沿岸に押し寄せることを意味します。このため津波は勢いが衰えずに連続して
押し寄せ、沿岸での津波の高さ以上の標高まで駆け上がります。しかも、浅い海岸付近に来ると波の高
さが急激に高くなる特徴があります。また、津波が引く場合も強い力で長時間にわたり引き続けるため、
破壊した家屋などの漂流物を一気に海中に引き込みます。

海域で吹いている風によって生じる「波浪」は海面付近の現象で、波長（波の山から山、または谷から谷の長さ）は数
メートル～数百メートル程度です。一方「津波」は、地震などにより海底地形が変形することで周辺の広い範囲にある海
水全体が短時間に持ち上がったり下がったりし、それにより発生した海面のもり上がりまたは沈みこみによる波が周囲
に広がって行く現象です。

津波の波長は数キロから数百キロメートルと非常に長く、これは「海底から海面までのすべての海水」
が巨大な水の塊となって沿岸に押し寄せることを意味します。このため津波は勢いが衰えずに連続して
押し寄せ、沿岸での津波の高さ以上の標高まで駆け上がります。しかも、浅い海岸付近に来ると波の高
さが急激に高くなる特徴があります。また、津波が引く場合も強い力で長時間にわたり引き続けるため、
破壊した家屋などの漂流物を一気に海中に引き込みます。

津 波 波 浪

気象庁ホームページより。
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1983年日本海中部地震の津波遡上高

産経新聞より。

佐渡では、急深の湾だけ
でなく、岬の先端付近でも
津波が高くなりやすい！

佐渡では、急深の湾だけ
でなく、岬の先端付近でも
津波が高くなりやすい！
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津波浸水ハザードマップを活用しましょう 30

新潟県ホームページより。

想定地震（6地震）の断層 矢印は断層の傾斜方向を示す。

新潟県では、左図
の6つの「活断層」
が動いた場合を
想定し、「津波浸
水ハザードマッ
プ」が平成25年1
月に公開されまし
た。

新潟県では、左図
の6つの「活断層」
が動いた場合を
想定し、「津波浸
水ハザードマッ
プ」が平成25年1
月に公開されまし
た。

「津波浸水ハザー
ドマップ」は、佐渡
へ到達する最大
高さのものが表現
されています。

「津波浸水ハザー
ドマップ」は、佐渡
へ到達する最大
高さのものが表現
されています。



「粟島付近の地震」を想定した津波高

新潟県ホームページに加筆。
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「佐渡北方沖の地震」を想定した津波高

新潟県ホームページに加筆。
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「新潟県南西沖の地震」を想定した津波高

新潟県ホームページに加筆。
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津波浸水ハザードマップ 34

新潟県ホームページより。



津波浸水ハザードマップ 35

新潟県ホームページより。



津波浸水ハザードマップ 36

新潟県ホームページより。



津波浸水ハザードマップ 37

新潟県ホームページより。



新潟県で長期評価が行われた活断層帯

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、活断層の発生
時期や想定震度を解析しています。
このうち、105の活断層の調査・評価結果が公表さ
れている。

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、活断層の発生
時期や想定震度を解析しています。
このうち、105の活断層の調査・評価結果が公表さ
れている。

新潟県ではこのうち左図の赤線の活断層（6つの断
層）が詳細に調査され結果が公表されています。
新潟県ではこのうち左図の赤線の活断層（6つの断
層）が詳細に調査され結果が公表されています。

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

佐渡を含む、これ以外の活断層
は、今後、詳細に調査され長期
評価が行われることになります。
しかし、活断層はたくさんあり、
「いつ動くか」「動いたらどうなる
か」すべて把握することはできま
せん。

佐渡を含む、これ以外の活断層
は、今後、詳細に調査され長期
評価が行われることになります。
しかし、活断層はたくさんあり、
「いつ動くか」「動いたらどうなる
か」すべて把握することはできま
せん。
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私たちは、大きな地震に対
する「心構え」と「備え」をし
ておくことが必要です！

私たちは、大きな地震に対
する「心構え」と「備え」をし
ておくことが必要です！



地震災害から身を守るために

佐渡の周辺には、地震を起こす「活断層」がたくさんあるこ
とを知りましょう。
佐渡の周辺には、地震を起こす「活断層」がたくさんあるこ
とを知りましょう。

大きな地震に備え、家具の転倒防止や家屋の補強をしま
しょう。
大きな地震に備え、家具の転倒防止や家屋の補強をしま
しょう。

津波予報に注意しましょう。津波予報に注意しましょう。
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大きな地震に備え、日ごろから避難の準備をしておきま
しょう。
大きな地震に備え、日ごろから避難の準備をしておきま
しょう。

佐渡市の「防災の知識」に地震災害から身を守る方法が書
かれています。よく読んで、地震に備えましょう！
佐渡市の「防災の知識」に地震災害から身を守る方法が書
かれています。よく読んで、地震に備えましょう！



第3章
佐渡の土砂災害

（豪雨・台風と土砂災害が起こる仕組み）

第3章
佐渡の土砂災害

（豪雨・台風と土砂災害が起こる仕組み）
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昭和20年～平成23年（67年間）〔北陸地方の被害発生回数〕
・新潟県：豪雨13・台風 9
・富山県：豪雨10・台風11
・石川県：豪雨 9・台風 5
・福井県：豪雨 6・台風 99

〔北陸地方の被害発生回数〕
・新潟県：豪雨13・台風 9
・富山県：豪雨10・台風11
・石川県：豪雨 9・台風 5
・福井県：豪雨 6・台風 99

21/42

「死者・行方不明者数2名以上」あるいは「住家被害500棟以上」の大規模災害を抽出し集計。

北陸地方の豪雨・台風災害の発生頻度と被害範囲

北陸地方では、平均すると
・豪雨災害は3～11年に1回
・台風災害は6～13年に１回
の割合で発生しています。

北陸地方では、平均すると
・豪雨災害は3～11年に1回
・台風災害は6～13年に１回
の割合で発生しています。
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北陸地方の災害と防災・減災害その1（2012） （公社）日本技術士会北陸本部防砂委員会 より。北陸地方の災害と防災・減災害その1（2012） （公社）日本技術士会北陸本部防砂委員会 より。



佐渡の土砂災害の発生頻度

1978年～2005年（28年間）の
佐渡での土砂災害発生個所数 1978年～2005年までの佐渡での土砂災害発生位置

近年、豪雨により「地すべり」・「が
け崩れ」・「土石流」の土砂災害が
発生しています。

近年、豪雨により「地すべり」・「が
け崩れ」・「土石流」の土砂災害が
発生しています。

新潟県土木部砂防課データより作成。
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近年発生した佐渡の豪雨災害

豪雨名 発生年月日 被害状況

平成7年豪雨 1995年（平成7年）7月11日

佐和田町：河川氾濫住宅4棟が床下浸水。
金 井 町 ：河川溢水により警戒。決壊の恐れあり、積み土嚢工法で対処.。

新潟県全域で被害、災害救助法適用。

平成10年豪雨 1998年（平成10年）8月4日

金井町・新穂村 ： 1名溺死。河川決壊により100世帯以上が床上浸水。
両 津 市 ：全壊７、半壊３、一部破壊５、床上浸水30、床下浸水101、

土砂流入5、浸水123。 東立島地区内の被害、床上浸水（土
砂の流入）6、床下浸水1、被災人員22、（住宅裏の山腹崩壊
により全壊2）。その他被害 全壊1、半壊2、土砂の流入等10、
県道・市道埋没）。

相 川 町 ：達者川氾濫により水道取水口破損。農機具小屋破損、農機
具流失する。

両津市災害救助法適用。

平成14年豪雨 2002年（平成14年）7月15日

佐和田町：青野堤が溢水で決壊の恐れあり、佐和田災害対策本部設置。
下流域住民に避難指示する。

金 井 町 ：藤津川溢水で決壊の恐れあり住民に避難勧告する。
災害対策本部設置。

畑 野 町 ：河川一部決壊し水防工法実施。
真 野 町 ：法面崩壊による土嚢積み。
相 川 町 ：土砂崩れにより家屋全壊1、半壊1、小仏川・濁川氾濫により

床上浸水13、床下浸水35。相川町災害対策本部設置。

佐和田町・金井町・相川町の1388世帯3424人に避難勧告と避難指示
が出された。

佐渡市ホームページより。
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土砂災害の3種類

土石流地すべり

土砂災害の種類は、次の３種類に区分されています。

がけ崩れ
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平成10（1998）年8月4日豪雨の土砂災害

平成10年8.4水害 土砂災害の記録 新潟県土木部砂防課より。

活発化した「梅雨前線」の影響で、平成10年8月4日未明から雷を伴う豪雨が続きました。1日の降雨
量は、両津市で194mm、両津の久知川ダムで270mmを観測する記録的豪雨となりました。
大きな特徴は、平成7年豪雨、昭和42年豪雨と酷似した気圧配置で発生したことです。

活発化した「梅雨前線」の影響で、平成10年8月4日未明から雷を伴う豪雨が続きました。1日の降雨
量は、両津市で194mm、両津の久知川ダムで270mmを観測する記録的豪雨となりました。
大きな特徴は、平成7年豪雨、昭和42年豪雨と酷似した気圧配置で発生したことです。
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昭和42年8月

平成7年7月

平成10年8月



平成10（1998）年8月4日豪雨の土砂災害

平成10年8.4水害 土砂災害の記録 新潟県土木部砂防課より。

佐渡では、右図に示す各
所で土砂災害が発生しま
した。

「土石流：水色○番号」
「がけ崩れ：赤色○番号」
「地すべり：青色○番号」

佐渡では、右図に示す各
所で土砂災害が発生しま
した。

「土石流：水色○番号」
「がけ崩れ：赤色○番号」
「地すべり：青色○番号」

30 東立島川のがけ崩れ
25 中佐為の地すべり

6 東立島川の土石流
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佐渡水難実記、明治30年 1000mm?/日

佐渡島の自然（地学編）－ジオパーク解説書－ 2013年6月に加筆。

1897（明治30）年8月の水害を「佐渡水難実記：1913（大正2）年発刊」にまとめられ
ている。著者は、金井町の本荘了寛氏で、得勝寺の住持、明治記念堂の堂主。

数百年に１度の割合で起こる規模
の水害で、おそらく佐渡最大の水害。
前浜地域の被害が大きく、前浜地域
の各所で土石流が発生したらしい
記述があります。

数百年に１度の割合で起こる規模
の水害で、おそらく佐渡最大の水害。
前浜地域の被害が大きく、前浜地域
の各所で土石流が発生したらしい
記述があります。

・死傷者 86人
・流出及び建物破損 937
・荒無に帰し田畑 469町歩
・被害額 234万52円
・山崩箇所 5125箇所
・水路破壊箇所 2519箇所

瞬時の雨量として、次のように記載
しています。
水難の当日（8月7日）午前十時頃、
余りの降雨なるより、何も経験と思
い、一斗樽の鏡を抜き之を軒端に
据え、煙草を一服する内にはや、水
は一杯になり溢れたり。

瞬時の雨量として、次のように記載
しています。
水難の当日（8月7日）午前十時頃、
余りの降雨なるより、何も経験と思
い、一斗樽の鏡を抜き之を軒端に
据え、煙草を一服する内にはや、水
は一杯になり溢れたり。
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豪雨になる時の気象は(前線）

平成16年新潟・福島豪雨
7月13日ＡＭ9：00の気象衛星「ひまわり」
赤外線画像(気象庁資料）に加筆。

寒気と暖気がぶつかる前線では、
軽い暖気が上昇して雨雲ができ、
雨が降ります。

前線は毎年できます。豪雨になると
きは、暖かい湿った空気が前線に
送り込まれるときです（下図）。
「太平洋高気圧」が台湾付近まで
張り出したときに、時計回りの気流
により日本海へ暖かい湿った空気
が送り込まれます（左図）。
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強い日ざしで上昇気流ができる

上昇気流
海面付近は低気圧に

なる。

↓

低気圧に向かって
風が吹き込む

水蒸気が冷えて雲が発生

偏東風

周辺の雲が合わさって発達地球の自転や偏東風と南～西より
風により渦ができる。

渦ができる

南～西より風

豪雨・暴風になる時の気象は(台風）

「北陸地方の台風の特徴」 北陸地方整備局平成25年度第2回防災講演会資料に加筆。
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熱帯低気圧：台風（赤道付近で発生：海水面温度27度以上の海域）



台風の進路

熱帯地域から中緯度地域へ移動
する台風の進路は、「太平洋高気
圧」の張り出し方によって変わりま
す。

春先はまだ台風の発生する緯度
も低く、西進した台風は、そのまま
西へ進むことが多いです。

夏になり台風の発生する緯度が
高くなってくると、「太平洋高気圧」
の縁を回って日本に接近する台
風が増えてきます。

熱帯地域から中緯度地域へ移動
する台風の進路は、「太平洋高気
圧」の張り出し方によって変わりま
す。

春先はまだ台風の発生する緯度
も低く、西進した台風は、そのまま
西へ進むことが多いです。

夏になり台風の発生する緯度が
高くなってくると、「太平洋高気圧」
の縁を回って日本に接近する台
風が増えてきます。

台風の進路
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「気象・天気のしくみがわかる事典」 成美堂出版 より。

「太平洋高気圧」の張り出し具合
がちょうど日本にかかるのが8～9
月頃で、日本を直撃する台風は9
月に来ることが多くなっています。

「太平洋高気圧」の張り出し具合
がちょうど日本にかかるのが8～9
月頃で、日本を直撃する台風は9
月に来ることが多くなっています。



台風のコース別の特徴

台風の進路
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A:コース
新潟県では南よりの風が強く
フェーン現象が生じる。

B:コース
暴風が吹きやすい。 新潟県で
は台風の中心が秋田～酒田
沖に達した時に 最大風速を観
測することが多い。

C:コース
新潟県では風・雨とも強い。

D.D’:コース
雨が多くなる。

「北陸地方の台風の特徴」 北陸地方整備局平成25年度第2回防災講演会資料より。

代表的な台風コ－ス（ＡＢＣＤ）

は、新潟市で最大風速を観測した時の位置



地すべりが起こる仕組み 52

地すべりは、すべり出す底面（すべり
面と言う）に、地下水の水圧がかかっ
ており、すべらない時には地下水位と
のバランスが取れている状態です。

バランスが崩れるだけの多量の雨
水や融雪水が浸透すると、地下
水位は大きく上昇し「地すべり」が
動き出します。

地すべりは、すべり出す底面（すべり
面と言う）に、地下水の水圧がかかっ
ており、すべらない時には地下水位と
のバランスが取れている状態です。

バランスが崩れるだけの多量の雨
水や融雪水が浸透すると、地下
水位は大きく上昇し「地すべり」が
動き出します。

地すべりは、緩やかな斜面の場所で、
粘土のような滑りやすい地層に雨水な
どがしみ込み、地下水位が上昇して地
面がすべり出す現象です。

地すべりは、緩やかな斜面の場所で、
粘土のような滑りやすい地層に雨水な
どがしみ込み、地下水位が上昇して地
面がすべり出す現象です。

（独）土木研究所 雪崩・地すべり研究センターホームページより。



地すべり地と地質の関係は
左図は、過去に動いた「地すべり地」の分布を地質図の上
に重ねたものです。
佐渡の地質は、左図に示したように、大佐渡、小佐渡とも
新第三紀の凝灰岩類（火山灰が固まった岩）や溶岩類が
大部分を占めています。
地すべり地はこれらの地質に、たくさん見られます。

左図は、過去に動いた「地すべり地」の分布を地質図の上
に重ねたものです。
佐渡の地質は、左図に示したように、大佐渡、小佐渡とも
新第三紀の凝灰岩類（火山灰が固まった岩）や溶岩類が
大部分を占めています。
地すべり地はこれらの地質に、たくさん見られます。

地すべりデータは、（独）防災科学技術研究所による。
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地すべり地

凝灰岩類

溶岩類

A

B

A B

大佐渡 小佐渡国中平野

下図の地質断面図を見てみましょう。大佐渡・小佐渡とも隆
起した山地ですが、隆起するときに地層は褶曲して曲がっ
ています。
「地層の傾き」が「斜面」と同じ向きの場合、「流れ盤」と言っ
て地すべりが起きやすい地質構造です。

下図の地質断面図を見てみましょう。大佐渡・小佐渡とも隆
起した山地ですが、隆起するときに地層は褶曲して曲がっ
ています。
「地層の傾き」が「斜面」と同じ向きの場合、「流れ盤」と言っ
て地すべりが起きやすい地質構造です。

佐渡島の地質概略図 ABを通る地質断面図

地すべり地は、（独）防災科学技術研究所「地すべり地形データベース」による。

大佐渡の両側斜面と小佐渡の東側斜面は、「流れ
盤」となっており、地すべり地が多い特徴があります。
大佐渡の両側斜面と小佐渡の東側斜面は、「流れ
盤」となっており、地すべり地が多い特徴があります。



凝灰岩 ・ 溶岩って何 ？
地すべりデータは、（独）防災科学技術研究所による。
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小佐渡 小倉地すべり地の岩盤

安山岩の溶岩（硬い）安山岩の溶岩（硬い）

凝灰岩（軟らかい）凝灰岩（軟らかい）

溶岩と凝灰岩の境が傾いている方に「すべり」やすくなります。溶岩と凝灰岩の境が傾いている方に「すべり」やすくなります。



佐渡の金鉱脈とは

佐渡島の自然（地学編）－ジオパーク解説書－ 2013年6月に加筆。佐渡金山説明書P16（2001年 ㈱ゴールデン佐渡）より。

金鉱脈はこのようなイメージで分布していました。

金鉱脈とは、金と石英が
高温高圧の水（熱水）が
地下から上昇してきて沈
殿してできたものです。

高圧（数1000ｍ地下の圧力）、高温（200～300℃）の条
件では、硬い石英は水にほんのぎりぎり溶けます。この
ような水を熱水と言います。
地下数1000ｍから熱水が上昇し、地下数100ｍの所で
圧力と温度が低下すると、ぎりぎり溶けていた石英や金
が溶けきれなくなって沈殿します。

鉱脈を作る熱水は、「地下深部まで続く隙間（断層）」を
通って上昇してきます。

高圧（数1000ｍ地下の圧力）、高温（200～300℃）の条
件では、硬い石英は水にほんのぎりぎり溶けます。この
ような水を熱水と言います。
地下数1000ｍから熱水が上昇し、地下数100ｍの所で
圧力と温度が低下すると、ぎりぎり溶けていた石英や金
が溶けきれなくなって沈殿します。

鉱脈を作る熱水は、「地下深部まで続く隙間（断層）」を
通って上昇してきます。
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写真の高品位の青盤
脈は、熱水が繰り返し
上昇し金が農集したも
ので、数万年～十数万
年かかって作られたも
のと考えられています。



金鉱床のでき方

佐渡島の自然（地学編）－ジオパーク解説書－ 2013年6月より。
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道遊の割戸は断層に沿った金鉱脈を採取した！

佐渡島の自然（地学編）－ジオパーク解説書－ 2013年6月に加筆。

左沢溶結凝灰岩層

庚申溶結凝灰岩層

断 層
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佐渡は、凝灰岩類や溶岩類が主な地質です。これらは、
大昔の火山活動によって作られた地質です。
火山の活動は、何度も起きており、「熱水」と呼ばれる高
温のガスと水蒸気が割れ目を伝わって上昇してきました。
これが「金鉱脈」を作りましたが、同時に「熱水変質帯」と
いう岩盤が変質して軟かくなった所も多くできました。

佐渡は、凝灰岩類や溶岩類が主な地質です。これらは、
大昔の火山活動によって作られた地質です。
火山の活動は、何度も起きており、「熱水」と呼ばれる高
温のガスと水蒸気が割れ目を伝わって上昇してきました。
これが「金鉱脈」を作りましたが、同時に「熱水変質帯」と
いう岩盤が変質して軟かくなった所も多くできました。

佐渡の金鉱脈と熱水変質帯

熱水変質帯の岩盤は、軟らかくなっていて、
「地すべり」や「がけ崩れ」が起きやすい地質
になっています。

熱水変質帯の岩盤は、軟らかくなっていて、
「地すべり」や「がけ崩れ」が起きやすい地質
になっています。

小佐渡の安山岩溶岩の例。黒い所は硬い岩盤ですが、すぐ隣は「熱水変質帯」で白っぽい軟らかい岩盤になっています。
皆さんの周りで硬い岩盤斜面が見えていてもすぐ隣の斜面は軟らかい岩盤のことがあります。そのような所は、豪雨の時に崩れ
やすい所ですので注意しましょう。
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マグマ

熱水

金鉱脈

熱水変質帯



金北山の熱水変質帯の大崩れ 59

佐渡は、「熱水変質」を受けた地域が多い
ことが特徴です。

「熱水変質」を受けた岩盤は、もろくなった
り、軟らかくなっています。そして、雨・風に
よって、さらに軟らかくなります。

このため、「地すべり」や「大きな崩壊」を
起こし易くなっています。

佐渡は、「熱水変質」を受けた地域が多い
ことが特徴です。

「熱水変質」を受けた岩盤は、もろくなった
り、軟らかくなっています。そして、雨・風に
よって、さらに軟らかくなります。

このため、「地すべり」や「大きな崩壊」を
起こし易くなっています。

大佐渡 金北山地獄谷の大崩壊大佐渡 金北山地獄谷の大崩壊



地すべり地は何度も動いています 60

写真は、小佐渡の小倉地すべり地の1972年の写真
です。
平らな所が全部「地すべり地」ですが、地肌が見える
所がすべり出した状況です。

地すべり地の地質は、長年の風化でしだいに弱くな
ります。そして、雨や融雪によって、すべり出します。
このような動きを大昔から繰り返してきました。

写真は、小佐渡の小倉地すべり地の1972年の写真
です。
平らな所が全部「地すべり地」ですが、地肌が見える
所がすべり出した状況です。

地すべり地の地質は、長年の風化でしだいに弱くな
ります。そして、雨や融雪によって、すべり出します。
このような動きを大昔から繰り返してきました。

小佐渡 小倉地すべり地（1972年の状況）
今、動いていないから大丈夫！の油断
は禁物です！！
今、動いていないから大丈夫！の油断
は禁物です！！



地すべりハザードマップを活用しましょう！

佐渡市ホームページより。

佐渡市のホームページでは、動いたときに
人家などに影響がある地すべりを抽出して、
「地すべり危険区域」として公開しています。
自分たちの住む地域の危険区域を知ること
が、土砂災害から身を守る第一歩です。

佐渡市のホームページでは、動いたときに
人家などに影響がある地すべりを抽出して、
「地すべり危険区域」として公開しています。
自分たちの住む地域の危険区域を知ること
が、土砂災害から身を守る第一歩です。

61



がけ崩れが起こる仕組み
62

岩盤が風化すると「表層土」ができます。そして植生が繁茂します。
表層土は空気や水を蓄えることができるので、植物の生長には好都合です
が、地盤の強さは元の岩盤よりもとても弱くなっています。
このため、表層土がある程度の厚さになると、急斜面の所では豪雨の時に
耐えきれなくなり崩れ落ちてしまいます。

一般に、がけ崩れが起きやすい斜面は「30度以上の急斜面」です。

岩盤が風化すると「表層土」ができます。そして植生が繁茂します。
表層土は空気や水を蓄えることができるので、植物の生長には好都合です
が、地盤の強さは元の岩盤よりもとても弱くなっています。
このため、表層土がある程度の厚さになると、急斜面の所では豪雨の時に
耐えきれなくなり崩れ落ちてしまいます。

一般に、がけ崩れが起きやすい斜面は「30度以上の急斜面」です。

大佐渡で発生した「がけ崩れ」

岩盤が風化し「表層土」が作られると、いつか「がけ崩れ」が起きます。上図の①～⑤は、繰り返し起こり
ますが、「凝灰岩類」や「熱水変質帯」などの軟らかい岩盤ほど早く風化します。
植物が繁茂しているからと言って安定した斜面ではありません。

岩盤が風化し「表層土」が作られると、いつか「がけ崩れ」が起きます。上図の①～⑤は、繰り返し起こり
ますが、「凝灰岩類」や「熱水変質帯」などの軟らかい岩盤ほど早く風化します。
植物が繁茂しているからと言って安定した斜面ではありません。

岩盤

表層土 がけ崩れ

① ② ③ ④ ⑤



植物が繁茂する斜面でも安心ではない

平成10年8月4日豪雨 小佐渡東立島川の「がけ崩れ」
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「がけ崩れ危険個所」 はどんな所
「がけ崩れ」は、30度以上の急斜面で発生しやすくなります。左の図は、佐渡の斜面角度を表示したも

のです。「赤い色」と「黒い色」の所が30度以上の急斜面です。このうち、人家などがあって注意しな
ければならない斜面を「がけ崩れ危険区域」として指定しています（右図）。

「がけ崩れ」は、30度以上の急斜面で発生しやすくなります。左の図は、佐渡の斜面角度を表示したも

のです。「赤い色」と「黒い色」の所が30度以上の急斜面です。このうち、人家などがあって注意しな
ければならない斜面を「がけ崩れ危険区域」として指定しています（右図）。
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斜面の傾斜量区分図 がけ崩れ危険個所位置図

がけ崩れ危険個所

段丘面



がけ崩れハザードマップを活用しましょう！

佐渡市ホームページより。

佐渡市のホームページでは、「がけ崩れ危
険区域」を公開しています。
自分たちの住む地域の危険区域を知ること
が、土砂災害から身を守る第一歩です。

佐渡市のホームページでは、「がけ崩れ危
険区域」を公開しています。
自分たちの住む地域の危険区域を知ること
が、土砂災害から身を守る第一歩です。

ハザードマップは、
拡大すると詳細図
になります。

ハザードマップは、
拡大すると詳細図
になります。
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土石流が起こる仕組み
66

土石流は、豪雨の時に渓流に沿って水を多量に含んだ土石
が急速に流下する現象です。
土石流は、豪雨の時に渓流に沿って水を多量に含んだ土石
が急速に流下する現象です。

（独）科学技術振興機構ホームページより。 平成10年8月4日 小佐渡の東立島川で発生した土石流

上流部の山腹で起きた「がけ崩れ」が引き金になって発生す
ることもあります。
上流部の山腹で起きた「がけ崩れ」が引き金になって発生す
ることもあります。

渓流の土砂が動き出す多量の雨が降ると土石流が起こりま
す。
渓流の土砂が動き出す多量の雨が降ると土石流が起こりま
す。



砂防ダムの効果

平成10年8.4水害 土砂災害の記録 新潟県土木部砂防課より。
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土石流ハザードマップを活用しましょう

佐渡市ホームページより。

佐渡市のホームページでは、「土石流危険
区域」を公開しています。自分たちの住む地
域の危険区域を知ることが、土砂災害から
身を守る第一歩です。

佐渡市のホームページでは、「土石流危険
区域」を公開しています。自分たちの住む地
域の危険区域を知ることが、土砂災害から
身を守る第一歩です。

ハザードマップは、
拡大すると詳細図
になります。

ハザードマップは、
拡大すると詳細図
になります。
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小佐渡の東斜面は、
急で短い危険渓流
が多い特徴があり
ます。豪雨の時、
土砂が流出しやす
い地域です。

小佐渡の東斜面は、
急で短い危険渓流
が多い特徴があり
ます。豪雨の時、
土砂が流出しやす
い地域です。



洪水浸水ハザードマップ

佐渡市ホームページより。

豪雨の時には、土砂災害だけではなく、洪
水の危険性も高まります。

佐渡市のホームページでは、「洪水浸水想
定区域」を公開しています。自分たちの住む
地域の危険区域を知ることが大切です。

豪雨の時には、土砂災害だけではなく、洪
水の危険性も高まります。

佐渡市のホームページでは、「洪水浸水想
定区域」を公開しています。自分たちの住む
地域の危険区域を知ることが大切です。
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新潟県土砂災害警戒情報システム

「土砂災害警戒情報システムとは」

大雨により「土砂災害の危険度」が高まったとき、その「危険度」を表示し、市町村
長が避難勧告を発令する際の判断や自主避難の参考となるように、都道府県と
気象庁が共同で発表している防災情報があります。
新潟県では、ホームページで閲覧できるようになっています。

「土砂災害警戒情報システムとは」

大雨により「土砂災害の危険度」が高まったとき、その「危険度」を表示し、市町村
長が避難勧告を発令する際の判断や自主避難の参考となるように、都道府県と
気象庁が共同で発表している防災情報があります。
新潟県では、ホームページで閲覧できるようになっています。

新潟県ホームページより。
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これからの時代は土砂災害が起きやすい！

大西・寺川（1983）より。地すべりの年代測定と過去の気候

近年、科学技術の進歩により、地すべり地に含まれる「木片」から地すべりが発生した年代を測定することができる
ようになりました。上の図は、「地すべりが発生した年代」と「気候」・「海水面」の関係を示したものです。
地すべりが多く発生した年代は、大きく二つあることが分かります。気候との関係で見ると、気候が暖かくなった時

に多く発生しています。

近年、科学技術の進歩により、地すべり地に含まれる「木片」から地すべりが発生した年代を測定することができる
ようになりました。上の図は、「地すべりが発生した年代」と「気候」・「海水面」の関係を示したものです。
地すべりが多く発生した年代は、大きく二つあることが分かります。気候との関係で見ると、気候が暖かくなった時

に多く発生しています。
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これからは
地球温暖化

気候が暖かくなると、岩盤の風化が進むとともに、雨や雪が多くなることが原因と考えられています。

現在、気候は暖かい年代で、これからは地球温暖化に向かっています。→ これからは、「地すべ
り」・「がけ崩れ」・「土石流」の土砂災害が、過去よりも発生しやすくなることが考えられます。

気候が暖かくなると、岩盤の風化が進むとともに、雨や雪が多くなることが原因と考えられています。

現在、気候は暖かい年代で、これからは地球温暖化に向かっています。→ これからは、「地すべ
り」・「がけ崩れ」・「土石流」の土砂災害が、過去よりも発生しやすくなることが考えられます。



土砂災害から身を守るために

ハザードマップを見て、自分の周りの危険個所を知りましょう。ハザードマップを見て、自分の周りの危険個所を知りましょう。

大雨警報が発令されたら危険個所を注意して見てください。
危ないと思ったら避難しましょう。
大雨警報が発令されたら危険個所を注意して見てください。
危ないと思ったら避難しましょう。

避難指示がでたら、迷わずに避難しましょう。避難指示がでたら、迷わずに避難しましょう。
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佐渡市の「防災の知識」に風水害・土砂災害に備えるポイ
ントが書かれています。よく読んで備えておきましょう！
佐渡市の「防災の知識」に風水害・土砂災害に備えるポイ
ントが書かれています。よく読んで備えておきましょう！



第4章
佐渡の高波浪災害

（特殊な気象条件で発生したうねり性高波浪）

第4章
佐渡の高波浪災害

（特殊な気象条件で発生したうねり性高波浪）
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冬季の北西の季節風と波浪

日本海側は、冬季、西高東低の気圧配置が強まると、上写真のようにシベリア大陸か
ら北北西の季節風が吹きつけます。このため、しけの時には日本海沿岸で高波が押し
寄せますが、佐渡の本土側や富山湾は、佐渡や能登半島が障壁となって波浪はあまり
発達しません。

日本海側は、冬季、西高東低の気圧配置が強まると、上写真のようにシベリア大陸か
ら北北西の季節風が吹きつけます。このため、しけの時には日本海沿岸で高波が押し
寄せますが、佐渡の本土側や富山湾は、佐渡や能登半島が障壁となって波浪はあまり
発達しません。
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平成20年2月 特異な高波浪災害が発生

平成20年2月23日～24日に
かけて、強い冬型の低気圧
により日本海側に激しい高
波浪が発生しました。

平成20年2月23日～24日に
かけて、強い冬型の低気圧
により日本海側に激しい高
波浪が発生しました。

大きな特徴は、佐渡では、一
般に静穏が保たれている本
土側で被害が大きかったこ
と、富山湾でも被害が大き
かったことです。

大きな特徴は、佐渡では、一
般に静穏が保たれている本
土側で被害が大きかったこ
と、富山湾でも被害が大き
かったことです。

昔から富山などの沿岸では、
「寄り回り波（次頁）」と呼ば
れている「うねり性波浪」が来
襲し被害をもたらすことが知
られていますが、平成20年
に発生した高波浪は特異な
「うねり性波浪」により、佐渡
の本土側でも甚大な被害を
もたらしました。

昔から富山などの沿岸では、
「寄り回り波（次頁）」と呼ば
れている「うねり性波浪」が来
襲し被害をもたらすことが知
られていますが、平成20年
に発生した高波浪は特異な
「うねり性波浪」により、佐渡
の本土側でも甚大な被害を
もたらしました。

平成20年2月の日本海高波浪に関す
る委員会とりまとめ 平成20年9月より。
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富山湾に高波浪をもたらす「寄り回り波」

富山気象台ホームページに加筆。

76

「寄り回り波」は、富山湾特有のうねり性の高波です。主に冬季において、低気圧が日本北部を発達
しながら通過し、日本の東海上で停滞すると、北海道の西海上では北寄りの暴風が吹き、この風で
高波が（風浪）が発達します。この波は、うねりとなって南へ伝わり、富山湾に到達します。これが「寄
り回り波」です。

「寄り回り波」は、富山湾特有のうねり性の高波です。主に冬季において、低気圧が日本北部を発達
しながら通過し、日本の東海上で停滞すると、北海道の西海上では北寄りの暴風が吹き、この風で
高波が（風浪）が発達します。この波は、うねりとなって南へ伝わり、富山湾に到達します。これが「寄
り回り波」です。

平成20年2月で佐渡の本土側で被害
が発生したうねり性の高波も「寄り回り
波」とされています。

平成20年2月で佐渡の本土側で被害
が発生したうねり性の高波も「寄り回り
波」とされています。



寄り回り波の補足説明

◆寄り回り波は、北海道の西方海上で低気圧によって作ら
れた高波が１～2日して伝播してきた「うねり」によると説明
されています。（北出, 1952; 磯崎, 1972等）

◆富山湾の水深が深いので、波（うねり）は減衰されずに沿
岸まで到達します。

◆到達する波の周期が長いため、浅海部では地形の影響
を受けやすい。（磯崎, 1971）

◆季節風の吹き出しが止んで、落ち着いたときに突然高波
が富山湾に押し寄せてくることがあります。安心した頃に不
意打ちで来るので災害につながりやすい。

◆風の影響により、風浪が合成され高い波となることもあり
ます。

◆寄り回り波は、北海道の西方海上で低気圧によって作ら
れた高波が１～2日して伝播してきた「うねり」によると説明
されています。（北出, 1952; 磯崎, 1972等）

◆富山湾の水深が深いので、波（うねり）は減衰されずに沿
岸まで到達します。

◆到達する波の周期が長いため、浅海部では地形の影響
を受けやすい。（磯崎, 1971）

◆季節風の吹き出しが止んで、落ち着いたときに突然高波
が富山湾に押し寄せてくることがあります。安心した頃に不
意打ちで来るので災害につながりやすい。

◆風の影響により、風浪が合成され高い波となることもあり
ます。

第１回高波発生メカニズム共有に関するＷＧ配布資料 , 平成20年3月21日,気象庁より。



風浪（ふうろう） と うねり の違い

海で風が吹くと、海面に波が立ち始め、
波は吹かれた方に進んでいきます。こ
の海域の風によって生じる波を「風浪」
といいます。
個々の波は不規則でとがっており、強
い風の場合、しばしば白波が立ちます。
発達した波ほど波の高さが大きく、周
期と波長も長く、スピードも速くなりま
す。

海で風が吹くと、海面に波が立ち始め、
波は吹かれた方に進んでいきます。こ
の海域の風によって生じる波を「風浪」
といいます。
個々の波は不規則でとがっており、強
い風の場合、しばしば白波が立ちます。
発達した波ほど波の高さが大きく、周
期と波長も長く、スピードも速くなりま
す。

発達した風浪が風の吹かない領域にまで伝
わった波、あるいは風が弱まった場合や風
向が急に変化した場合に残された波を「うね
り」といいます。
規則的で丸みをおび波の峰も横に長く連
なっています。沖合では、波はおだやかに見
えることがあります。しかし、海岸付近では
うねりが急激に高くなり、波にさらわれる事
故も起こりやすいので注意が必要です。

発達した風浪が風の吹かない領域にまで伝
わった波、あるいは風が弱まった場合や風
向が急に変化した場合に残された波を「うね
り」といいます。
規則的で丸みをおび波の峰も横に長く連
なっています。沖合では、波はおだやかに見
えることがあります。しかし、海岸付近では
うねりが急激に高くなり、波にさらわれる事
故も起こりやすいので注意が必要です。

富山気象台ホームページより。
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風浪 うねり



平成20年2月高波浪災害の状況

鷲崎漁港の高波の状況

北小浦漁港の高波の状況水津漁港の漁港脇に打ち上げられた漁船

平成20年2月の日本海高波浪に関する委員会とりまとめ 平成20年9月より。
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平成20年2月高波浪災害の状況

平成20年2月の日本海高波浪に関する委員会とりまとめ 平成20年9月より。

鷲崎漁港の防波堤の被災状況

北小浦漁港の防波堤の被災状況
水津漁港の防波堤の被災状況
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高波波浪災害復興の碑

平成21年8月12日(水)、佐渡市の水津漁港に「高波災害復興の碑」が建立されました。
これは、平成20年2月24日に発生し、佐渡島を中心として県内各地の海岸部に大き
な被害をもたらした高波災害からの復興を記念して、佐渡市水津地区の方々により
水津漁港内に建立されたものです。

平成21年8月12日(水)、佐渡市の水津漁港に「高波災害復興の碑」が建立されました。
これは、平成20年2月24日に発生し、佐渡島を中心として県内各地の海岸部に大き
な被害をもたらした高波災害からの復興を記念して、佐渡市水津地区の方々により
水津漁港内に建立されたものです。

新潟県ホームページより。
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18°

高気圧

低気圧

「高気圧」および「低気圧」周辺での風の動き

天気図から風向きを見るときの基礎知識天気図から風向きを見るときの基礎知識

◎風向 ： 気圧が低い方を左に見る方向に風が吹く。
◎等圧線と風向の角度 ： 等圧線に平行ではなく、左に約18度傾斜する。
◎風速が大きくなる条件→ 等圧線の間隔が短い場所、気圧差が大きい場所。

◎風向 ： 気圧が低い方を左に見る方向に風が吹く。
◎等圧線と風向の角度 ： 等圧線に平行ではなく、左に約18度傾斜する。
◎風速が大きくなる条件→ 等圧線の間隔が短い場所、気圧差が大きい場所。
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平成20年2月高波浪のメカニズム

2月23日6時 2月24日0時2月23日18時2月23日12時

2月23日9時 2月23日21時 2月24日3時 2月24日9時2月23日15時

上図は、天気図と各種気象観測結果から推算された「海上風」・「波浪」の推算結果です。2月23日6時の海上風は、北海道西方沖の「北東の強風域」
と「日本海中部の「北西の強風域」があります。その後、日本海側の低気圧が津軽海峡付近に北上することにより、「北東の強風域」と「北西の強風
域」が重なり、長い風送距離となり、長時間佐渡に吹き付けています。佐渡の内陸側波浪は、2月24日3時頃に最大となっています。佐渡に吹き付けた
時間は半日もの長い時間で、これが北海道西方沖からの「うねり性波浪」の高さを増幅し、佐渡の内陸側に押し寄せました。

上図は、天気図と各種気象観測結果から推算された「海上風」・「波浪」の推算結果です。2月23日6時の海上風は、北海道西方沖の「北東の強風域」
と「日本海中部の「北西の強風域」があります。その後、日本海側の低気圧が津軽海峡付近に北上することにより、「北東の強風域」と「北西の強風
域」が重なり、長い風送距離となり、長時間佐渡に吹き付けています。佐渡の内陸側波浪は、2月24日3時頃に最大となっています。佐渡に吹き付けた
時間は半日もの長い時間で、これが北海道西方沖からの「うねり性波浪」の高さを増幅し、佐渡の内陸側に押し寄せました。

天
気
図

海
上
風
の
推
算

波
浪
の
推
算

平成20年2月の日本海高波浪に関する委員会資料 平成20年9月をもとに編集。

赤い矢
印が強
風域。
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佐渡被災時刻4～6時



高波浪発生メカニズムのまとめ

北～北東からの「うねり性波浪」

平成20年2月の日本海高波浪に関する委員会とりまとめ 平成20年9月に加筆。

「北西風による風波」
の相互作用により
うねり性波浪の高
さが高くなった。

これに北西風による「風
波」が重なり、北東からの
「周期の長いうねり性波
浪」の高さが増大したも
のと推定されます。

これに北西風による「風
波」が重なり、北東からの
「周期の長いうねり性波
浪」の高さが増大したも
のと推定されます。

周期の長いうねり性高波浪の発生

北海道西方海上の低気圧によって形成された強風域により発生した波浪が日本海を
長軸方向に伝播する際に、日本近海を東進した複数の低気圧が日本の東海上で停滞
し冬型気圧配置が強まったことにより、日本海北部では北から北東よりの強風が長時間
継続し、長い吹送距離と吹送時間により 「周期の長いうねり性波浪」 となってさらに
発達しました。

北海道西方海上の低気圧によって形成された強風域により発生した波浪が日本海を
長軸方向に伝播する際に、日本近海を東進した複数の低気圧が日本の東海上で停滞
し冬型気圧配置が強まったことにより、日本海北部では北から北東よりの強風が長時間
継続し、長い吹送距離と吹送時間により 「周期の長いうねり性波浪」 となってさらに
発達しました。

佐渡に、北東からの「う
ねり性高波浪」となって
押し寄せた。



鷲崎漁港周辺の波向きと波高の計算

平成20年2月の日本海高波浪に関する委員会とりまとめ 平成20年9月より。波浪変形計算結果

沖波の波向NNE

波高(m)

←は波向き

来襲波としては、従来想定（N方向）され
ていない、遮蔽効果による減衰が比較的
小さいＮＮＥ方向の高波高かつ周期の長
い波が佐渡島北端の浅瀬の影響を受け
ながら回り込むように鷲崎漁港あるい
は水津漁港へ来襲した。
被災時の到達波高は設計波高以上とな
り、さらに日本海で発生した高潮、長周
期波の影響による高潮位の条件と重な
り、設計時の波力を上回る波力が防波
堤に作用しケーソンの滑動などの被災
が発生したものと推定される。さらに、被
害状況等からも確認できるように、堤体
位置での波高の増大と周辺の地形の影
響などにより衝撃砕波力が発生した可能
性が高い。



水津漁港周辺の波向きと波高の計算

平成20年2月の日本海高波浪に関する委員会とりまとめ 平成20年9月より。

沖波の波向NNE

波浪変形計算結果

波高(m)

←は波向き

来襲波としては、従来想定（N方向）され
ていない、遮蔽効果による減衰が比較的
小さいＮＮＥ方向の高波高かつ周期の長
い波が佐渡島北端の浅瀬の影響を受け
ながら回り込むように鷲崎漁港あるい
は水津漁港へ来襲した。
被災時の到達波高は設計波高以上とな
り、さらに日本海で発生した高潮、長周
期波の影響による高潮位の条件と重な
り、設計時の波力を上回る波力が防波
堤に作用しケーソンの滑動などの被災
が発生したものと推定される。さらに、被
害状況等からも確認できるように、堤体
位置での波高の増大と周辺の地形の影
響などにより衝撃砕波力が発生した可能
性が高い。



「平成3年２月」と「平成20年2月」高波浪時の気象比較

2月24日0時2月23日18時2月16日9時 2月16日21時

2月16日9時 2月16日21時

平成3年2月（富山に被害） 平成20年2月（佐渡・富山に被害）

上図は、うねり性波浪（寄り周り波）が記録された時の「天気図」と「海上風の推算」です。両年の気象状況を比較すると、
平成20年の気象条件が、「複数の低気圧により気圧線が歪なこと」、「日本海側の低気圧が津軽海峡付近に長く停滞して
いたこと」により北海道西方沖から佐渡に向けて強風が長時間吹いたことが大きな違いであることが分かります。

上図は、うねり性波浪（寄り周り波）が記録された時の「天気図」と「海上風の推算」です。両年の気象状況を比較すると、
平成20年の気象条件が、「複数の低気圧により気圧線が歪なこと」、「日本海側の低気圧が津軽海峡付近に長く停滞して
いたこと」により北海道西方沖から佐渡に向けて強風が長時間吹いたことが大きな違いであることが分かります。
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平成20年2月の日本海高波浪に関する委員会資料 平成20年9月をもとに編集。



■発生頻度2)

◎災害対策本部が設置される規模：10年間隔程度．
◎家屋破壊などの被害が生じる規模の発生頻度：20年間隔程度．
■被害2)

◎船舶転覆，海中転落，家屋破壊など
2) 河合雅司，寄り回り波とその対策，国土交通省北陸地方整備局港湾空港部，富山湾における

「うねり性波浪」対策検討技術委員会資料，第3回委員会資料-7, 7頁, 2008.

富山（寄り回り波）

佐渡島（主に内海府）

■発生条件：秋田・北海道西方沖の天気図の等圧線が南北となる時。
■発生時の被害
◎海岸道路（虫崎付近など）への越波（年に3回程度）
◎道路への玉砂利の打ち上げ（年に1回程度）
■備考
◎平成20年（2008年）のうねり性波浪は，内海府の漁師でも過去50年間でも未経験であったという

証言あり。
◎うねり性波浪は外海府へも進入するが，岩礁が多く自然防波堤の役割を果たすので海岸被害は少

ない。内海府は岩礁少なく波浪が海岸へ直接入射する。

佐渡スクーバダイビング店の2店舗（いずれも店長）に聞き取り

うねり性波浪の発生頻度および被害について

長岡技術科学大学 犬飼 直之助教からの情報

佐渡の内海府では、寄り周り波発生と同じような気象条件で、これまでにも「うねり性波浪」が発生して
いるようです。
平成20年のように被害が甚大になる気象条件も起こります。波浪警報に注意しましょう。

佐渡の内海府では、寄り周り波発生と同じような気象条件で、これまでにも「うねり性波浪」が発生して
いるようです。
平成20年のように被害が甚大になる気象条件も起こります。波浪警報に注意しましょう。
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GPS波浪計の名称 経度 緯度 水深 備考

① 青森西岸沖 E139°56’15” N40°46’54” 約125m 深浦沖約15km

② 秋田県沖 E139°39’40” N40°12’38” 約104m 男鹿沖約23km

③ 山形県沖 E139°36’02” N38°58’29” 約104m 酒田沖約19km

（「うねり性波浪」を観測できる観測所）

平成22年（2011年）7～8月に設置さ

れ、インターネットでリアルタイムに
監視が可能です。

①

②

③

佐渡島

波高・周期・波向を監視すれば、佐渡
島への「うねり性波浪」の到達がある
程度予測可能になると思います。

うねり性波浪のリアルタイム監視

長岡技術科学大学 犬飼 直之助教の資料より。
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終わります。


