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3. 地震の発生のメカニズム



関東大地震(1923年9月1日)後の京橋一帯の惨状

1.地震による被害



十勝地震で起きた液状化現象によるライフラインの破壊

(a)下水道管の直上の道路陥没

(b)マンホールの浮き上がり



新潟地震(1964)で地盤の液状化による住宅の崩壊





名取市

液状化によるコンクリート製水路
の浮上がりはないが金属製転落
防止柵破損

液状化によるコンクリート製水路
の浮上がり、後に襲来する津波で
遠方に運ばれた



ノスリジ地震(1994, アメリカ)で倒壊した高速道路の高架橋



台湾集集地震(1999年9月21日)で発生した土石滑落による森林の消失



台湾集集地震(1999年9月21日)で発生した石岡ダムの崩壊(断層直撃)



2017年11月3日に石岡ダムを再訪問



新潟県中越地震(2004年10月23日)で脱線した新幹線



新潟県中越地震で発生した岩盤崩落



地震発生地域の分布図





東京で大地震が起きたら、その二次災害の火災のシミュレーション







野島断層 (1995年に発生した兵庫県南部地震)

2.断層



グレートアルプス断層

ニュージーランド

James･F･Luhr等 「Earth」
ネコ･パブリッシング 2004



USA Nevada State

横ずれ断層

ウズベキスタン

断層線

James･F･Luhr等 「Earth」
ネコ･パブリッシング 2004



山崎断層

酒井治孝「地球学入門」、東海大学出版社、2003



1891年濃尾地震（M8.0），死者約7000人

岐阜県本巣郡根尾谷(水鳥）

地震断層(地表と上下変位)
地震断層(鉛直変位：約６m；水平変位：約８m)   岐阜県本巣群根尾村字中村



根尾谷断層



根尾谷断層記念館

 1891年10月28日6時37分、東海

地方を襲った濃尾地震は、根
尾谷を震央として大きな爪跡を
残しました。根尾村の犠牲者
145名。全家屋1319戸の内、8
戸を残してほぼ全壊。村は、一
瞬にして壊滅的な打撃を受け
たのでした。この地震のマグニ
チュードは8.0と推定され、わが

国内陸部に起こった地震として
は史上最大のものです。



1891年濃尾地震（M8.0），死者約7000人

岐阜県本巣郡根尾谷(水鳥）

6m 地震断層(地表と上下変位)



丹那断層のトレンチ調査

酒井治孝「地球学入門」、
東海大学出版社、2003



破壊形態による分類



日本列島とその周辺で存在する主な断層のタイプ

(島崎邦彦・松田時彦編『地層と断
層』東京大学出版会,1994)



地震を一言で表せば、地球表層の岩石の破壊とその
エネルギーの伝搬という。地殻やマントルを構成して
しる岩石が破壊する原因は、日本列島のようなプレー
ト境界で、プレート相互の運動により岩石に力が加わ
り、ひずみが生じている。そのひずみが岩石の破壊強
度を超えたとき、破壊が生じるのである。

破壊面のうち、変位を生じているものを断層と呼ん
でいる。断層の中でも、比較的最近の地質時代に活動
し、将来も活動する可能性のある断層を活断層と呼ん
でいる。日本列島およびその周辺海域には多数の活断
層が分布しており、中には高速道路と並走しているも
のや新幹線を横切っているものもある。

3.地震の発生のメカニズム



実験室の均質の岩石破壊試験では、ひずみが1～2%蓄積す

ると破壊が生じる。地震ではそれよりずっと小さなひずみで
破壊が生じる。それは破壊試験で使われる岩石が均質で、既
存の割れ目がないことによる。地殻は物理的性質の異なる
様々な岩石で構成されており、その上既存の断層がたくさん
存在する。したがって破壊されやすい既存の断層に沿って、
小さなひずみで破壊が生じる。

ひずみが蓄積され、破壊が生じる地震の空間的大きさは限
度がある。日本列島周辺では200km程度の空間がひずみ、破

壊のエネルギーを放出する。地震波形の解析から、破壊が生
じた断層面の長さや幅、方向や断層面上のずれを求め、断層
の発生・進行・停止を破壊過程としてとらえることができる。
それによると日本列島とその周辺で発生する地震は、150～
200kmの長さの断層面をもつ。ただし、1960年に発生したマ
グニチュード9.5のチリ地震は、800km×200kmの断層面を
もっていた。



地震の多くは地下深部で発生しており、破壊面が地表に達する
ことは少ない。しかし、M7以上の地震では断層が地表に現れるこ
とがある。1891年の濃尾地震(M=8.0)はこれまでに記録された日本
で最大規模のプレート内地震である。地震によって地震断層(根尾
谷断層)が約80kmにわたって地表に現れた。この地震断層により

初めて、急激な断層運動が地震の原因であるという考え方が地質
学者に生まれたが、1970年代までこの説は日本の地震学者には受
け入れられなかった。

活断層という言葉が国民全体に浸透したのは、1995年の兵庫県

南部地震の際に淡路島に出現した野島断層とその北方延長線上の
活断層の直上に位置した神戸の地震災害の激しさであった。活断
層とは、「最近の地質時代に繰り返し活動し、今後も再び活動す
る可能性のある断層」と定義されている。最近の地質時代とは、
一般には地質学の年代区分の中でもっとも新しい第四紀あるいは
その後期(約100万年前以降)と考えられている。断層が最近の地質
時代に活動したことを証明するには、この断層が約100万年前以

降に形成された地層や地形を切って変位させていることを探し出
すことが必要である。



(a) 日本全国をカバーする国土地理院の一等三角点測量ネットワーク
(b)九州の三角点測量から得られた地殻の水平ひずみ

(a)

多田 堯, 1984

(b)



地震を予知するためには、地殻にどのような応力が働き、
どの方向にどの位ひずみがたまっているのかを観測し解析
する必要がある。そのために日本では約6000点の一・二等

三角点を設置し、日本全国を三角網で覆い、一定期間ごと
に三角測量を繰り返してきた。再測量することによって、2
つの測量の期間に三角点がどのように動き、三角形がどの
ように変形したかを求め、その地域のひずみを求めること
ができる。

地震の発生により各地点がどのように移動したかを調べ
ることにより、地震を発生した断層の位置を推定すること
もできる。その結果、日本列島全体の平均として、東西～
西北西一東南東に圧縮されており、年聞10-7(長さ1kmの地
盤が年間1mm伸縮)のオーダーでひずみが進行している。最
近ではレーザー光線を使ったジオディメーターやGPSを
使って、さらに精度良く測量できる。



三角測量から求められた
最近60年間の日本列島各
地域における水平変動。

(矢印の方向と円の大小は

それぞれ短縮の方向と最
大せん断ひずみを示す)

(原田健久・葛西篤男『測地学会誌』
第17巻、日本測地学会、1971)

多くの地震に伴う変動量
の分布の調査により、限
界ひずみは10-4～10-5であ

ることがわかっている。
日本全体のひずみの平均
は年間 0.1(l0-7)であるか
ら、100年から1000年経て

ば地震が発生することに
なる。



北伊豆地震(1930)のP波の初動分布
(押しと引きの4象限にわかれる)

(和達清夫、1933を改作)



地震震源の模式図

実体波の伝播模式図

実体波の入射角の変化



地震の波は地球の内部
にまで伝わる実体波と表
面だけしか伝わらない表
面波にわけられる。さら
に実体波はP波とS波に、
表面波はラヴ波とレイ
リー波にわけられる。

(B. A.ボルト,『地震』古今書院,1995を改作) 

伝播過程による地震
波の分類

伝播方向



(a) 兵庫県南部地震(1995)の余震分布
(b) A-B面内での垂直断面図
(c) 震源となった断層の分布

(気象研究所、中村浩二による。池田安隆ほか
『活断層とは何か』東京大学出版会、1996) 

(a) 

(c) 

(b) 



活断層沿いの典型的な断層変位地形の例

A, 断層溝; B, 低断層崖; C, 三角末端面; D, 河川の屈曲(横ずれ河川); E, 断
層池(せき止め池); F, 断層池(サグポンド); G, 閉塞丘(シャッターリッジ);
H, ふくらみ(マウンド); I, 眉状断層崖; J, 戴頭谷; K, 雁行地割れ(エシェロ
ンクラック); f, f’, 断層。

(池田安隆ほか『活断層とは何か』東京大学出版会、1996) 



地震の震度と規模
地震の規模を表す指標として広く用いられているのは、カリフォル

ニアのリヒターが考案した地震波の振幅を用いる方法である。リヒ
ターは近地地震の規模マグニチュード(M)を、震央から100km離れた標
準地震計に記録された地震波の最大振幅aの対数(10を底にする)で示す
ことを提唱した(震央距離<600km、浅い地震を対象にしている)。

ML = log a (a: 最大振幅, 単位μm) (Richter式)

MJ = 1.73 log  + log A – 0.83 (A: 計測地点での最大振幅, 単位μm; 震央距離)

(気象庁式, 深さ60kmより浅い地震を対象にしている)

最近地震学者は地震の規模の尺度として、震源となった断層面の方
向と大きさ、ずれなどをパラメーターとした地震モーメントという概
念を導入し、地震波の解析から震源情報をよりよく表せるようになっ
ている。地震のマグニチュード(M)から地震のエネルギー(E)を見積もる

のは複雑な過程を経るが、その結果から次のような経験式が得られて
いる。

1og E = 1.5 M+4.8 (E: エネルギー, 単位はジュール)

この式から、マグニチュードMが1減ると1ogEは1.5減り、エネルギー
(E) は1/30に減少する。



ある地域の岩石の破壊強度が小さいと、小さな地震はたくさん起こ
るが、巨大な地震を発生させるだけのエネルギーを蓄積できない。と
ころが破壊強度が大きいと、地震の回数は少ないが巨大な地震を起こ
すだけのひずみをため得ることになる。これまでに記録された世界最
大の地震はM=9.5である。これ以上の地震が発生しない。なぜなら、地

殻やマントルを構成する岩石がそれほど大きなエネルギーを貯められ
ない。

地震のエネルギーと断層の面積に関係がある。すなわち、断層と地
震のマグニチュードの間に関係があることを示している。地震を起こ
した活断層の長さ(L)および地震の際の変位量(d)と地震のマグニチュー
ドMとの間には、次の関係がある。

1og L (km) = 0.6 M - 2.9

1og d (m) = 0.6 M - 4.0

この経験式によれば、M=7の地震は長さ20kmの断層を生じ、1.5m変
位することになる。またM=8の地震が起これば80kmの断層が生じ、6m
の変位を生じることになる。この経験式は日本の地震に関して成り立
つが、地球上の他の地域では適応できるとは限らない。



気象庁(JMA)震度階と最大加速度の関係 (gal = cm/sec)



海洋型地震 直下型地震

地震の種類



地震は「海溝型地震」と「直下型地震」と呼ばれる二

つのタイプに区別される。海嶺で生まれて海溝で地球内

部に沈みこんでいくプレートは、ぶつかった相手である

プレートの端の部分を、一緒に地球の内部に引きずりこ

もうとする。引きずりこまれた相手方のプレートは、元

にもどろうとする。プレ一ト同士の摩擦力よりも、もど

ろうとする力のほうが勝ると、相手方のプレートがはね

上がって元にもどる。そのときに起きる地震が海溝型地

震と呼ばれる。海溝型地震は非常に規模が大きく、揺れ

が広い範囲におよぶ。1923年に東京や横浜など広い範囲

に被害をあたえ、関東大震災をもたらした地震は、この

タイプの地震である。



プレートの上にのっている地殻の内部は、強いところもあ

れば弱いところもあり、均一ではない（アスペリティ）。プレート

が引きこまれていくときに、プレートそのものや地殻の内部が

ひずんで、部分的に壊れそうになる場所ができる。ひずみが

限界に達すると、この場所は亀裂が入るように実際に壊れて

断層になる。その現象が都市の直下などで起きた時が、「直

下型地震」と呼ばれる。この現象は過去に生じた断層で繰返

し起きることもある。繰返し活動し、将来的にも活動すると考

えられている断層は「活断層」と呼ばれている。海溝型にくら

べると、直下型地震は地震の規模そのものは小さい。しかし

震源が浅い場合には、都市に大きな被害をもたらす。1995年
に阪神大震災をもたらした地震は、このタイプの地震である。


