活断層調査から

わ かった こと

三重県

はじめに
1995年（平成７年）
１月17日の早朝に発生した兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）は、6,400人以上の方々の生命が失われ
るという未曾有の被害をもたらしました。この地震を契機として、内陸直下型地震の震源となる「活断層」は、専門家以外の人
々にも知られるようになり、全国にわかっているだけで約2,000あるといわれる活断層のうち、主要なものについて、本格的な
調査が行われるようになりました。
三重県内の活断層については、平成７年度から県や国の関係機関などが分担して、詳細な調査を行ってきました。政府の地
震調査委員会では、それらの活断層について、断層の位置や、最新活動時期、今後の地震発生の可能性などに関する評価が行
われてきました。震災から15年以上が経過した現在、これまでの調査などによって、わかったことがある一方で、まだまだわか
っていないこともたくさんあります。
2011年（平成23年）3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）は海溝型地震でしたが、その直後には各
地で内陸地震が頻発しました。今後も、日本中で地震活動が活発になる可能性があります。今回の冊子が、活断層について知
り、活断層と上手に共存していく上で、少しでもお役に立てば幸いです。

大地震はいろいろな場所で起こるんだね。
三重県では、東海地震や東南海地震だけでなく、
内陸の活断層による地震にも注意しよう！

10年に一度どこかで起こる内陸の被害地震
過去200年間の地震の記録をみると、統計上
10年に1回程度、日本国内のどこかが内陸の被
害地震（死者50人以上）に見舞われています。
また、海域においては、海溝型地震を主として、
20年に１回程度発生しています。

北
①東海地震、東南海・南海地震のような海
溝付近のプレート境界面で起こる地震は、
Ｍ８
（マグニチュード８）以上の巨大な地震
になることが多く、たいていは長く強い揺
れのあとで大津波がやってきます。
地震の発生間隔は百年単位と、比較的短
いので、繰り返し起こったことが歴史的に
もわかっています。

②陸地の地下20ｋｍくらいまでのところでは、Ｍ６〜７クラスの地
震が発生します。小さい地震でも震源が浅いところにあれば地表
では強く揺れます。地下の岩盤が繰り返しずれた跡が地表面に残
っていれば、過去の地震の記録を調べることができます。それぞ
れの活断層での大地震の発生間隔は、1,000年から数万年以上と
長いため、歴史記録にも残っていない地震が多くあります。

③陸 地 の 地 下 深 い 場 所（深 さ 20〜
100km）で起こる地震もあります。大き
な規模の地震ならば、広い範囲で強い揺
れになることもあります。このような地
震は、地表に断層のずれが現れないため、
過去に大地震が起こったかどうかがわか
らないことがあります。

表紙写真
①空中写真を観察して断層が通過する位置を推定します（鈴鹿東縁断層帯：赤線が断層、ケバが落差の方向）
。 ②人工地震を起
こして地下地盤の様子を調べる探査車 ③人工地震によって地下の地層が曲がっている様子を画像化します（布引山地東縁断層
帯）
。 ④トレンチを掘り込んで断層のずれを確認します（布引山地東縁断層帯）
。 ⑤トレンチ調査の現場では断層のずれをくわし
く観察し、記録します
（布引山地東縁断層帯）
。 ⑥発掘された断層の様子は一般公開され、説明会が開かれました
（布引山地東縁断
層帯）
。
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三重県の地震と活断層

（１）活断層とは
活断層とは、過去に繰り返し活動したことから将来も活
動して地震を発生させると考えられる断層のことです。Ｍ７
クラスより大きな規模の地震が地下浅部（約20ｋｍより浅い
部分）で起こると、多くの場合は地表まで断層（地表地震断
層）があらわれます（図−１）。地表地震断層がいつどのよう
に出現したかを調べて、過去の地震発生の繰り返し性を確
かめ、将来の地震が起こる場所、地震の規模を予測し、発生
時期の切迫性を求めるのが活断層調査です。

図−１ 震源断層と地表地震断層の関係

（２）三重県に被害を与えた海溝型の地震と内陸の地震
近年に記録が残る三重県に大きな影響を与えた地震としては、1944年（昭和19年）の東南海地震と1946年（昭和
21年）の南海地震という海溝型の地震があります。この時には、広い範囲で強い揺れと津波による被害が発生しま
した。しかし、内陸の浅いところで地震が発生した場合、場所によっては、これらの地震を上回る強い揺れにおそわ
れることがあります。三重県内の活断層周辺で発生した被害地震の例としては、1854年（安政元年）の伊賀上野地
震があります。このときは、木津川断層帯の一部が動いたことがほぼ確実で、伊賀地方を中心に大きな被害が出ま
した。

歴史的に見ると、内陸の地震による被害も大きいんだね。

1586年 天正地震 M8.2（死者多数）
1891年 濃尾地震 M8.0（7,000人以上）

1945年 三河地震 M6.8（約2,300人）

1854年 伊賀上野地震
M7〜7.5（約1,600人）
駿河トラフ

ユーラシアプレート

フィリピン海プレート
括弧内は全体の死者数（理
科年表による）。海域で起こ
った地震は津波による死者を
含む。
「Ｍ」は地震の規模（マグ
ニチュード）を示す。
★は内陸で起こった地震を
示す。
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図−２ 15世紀以降に三重県に
被害を及ぼした主な大地震
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全国の活断層調査でわかったこと
全国にどんな活断層があるかということは、1980 年頃にはおおよそわかっており、大地震を起こす可能性が高い

場所として考えられていました。1995 年（平成７年）の阪神・淡路大震災（兵庫県南部地震）は、活断層が実際に動い
て、6,400 人以上の人々の生命が失われるという未曾有の被害が発生するのを目の当たりにすることになった地震
でした。
阪神・淡路大震災を契機として、全国の主要活断層帯を対象とする調査が、都道府県や国の研究機関などによっ
て本格的に進められてきました。
これらの調査は、活断層の「場所」、起こり得る地震の「規模」、地震の起こる
「時期」
の長期的な予測を明らかにすることを目標としていました。
これまでの 10 年間にわたる調査から、いままで私たちが
知ることのできなかった活断層の分布や過去の大地震について、多くの知識が得られました。

◆活断層の位置が明らかになってきた
現地で地形や地下の状態を詳しく調べて、活断層がある場所がいっそう明らかになってきました。地表に明らかに活断層
があると考えられる場所は、大地震が発生した時に地面がずれる可能性が高く、その場所をあらかじめ知っておくことは、大
切な建物や施設を守る計画を立てるのに役立ちます。

◆過去の大地震の繰り返しを確認できた
活断層であるといわれてきた場所の大部分で、歴史時代以前にも、大地震が繰り返し起こっていたという確実な証拠がみ
つかりました。活断層は、歴史に残らないような過去の大地震の「語り部」といえます。

◆起こり得る大地震の規模がわかってきた
活断層の長さや活断層の間のつながり方がわかってきたことにより、それぞれの断層で起こり得る地震の、おおよその規模を推
定できるようになりました。内陸の活断層の近くでは、海溝型の地震に比べると規模はやや小さいものの、今後もＭ７〜８の地震が
発生する可能性があります。

◆活断層による地震の発生確率がわかるようになった
過去から繰り返し発生した地震の証拠が多数みつかったことで、将来起こるかもしれない地震の可能性を確率で示せるよ
うになりました。

◎日本国内では近年においても、内陸の活断層によるものと考えられている地震がいくつか発生し
ています

○新潟県中越地震（2004年10月、M６．
８、最大震度７）

○能登半島地震（200７年３月、M６．
９、最大震度６強）

○新潟県中越沖地震（200７年７月、M６．
８、最大震度６強）

○岩手・宮城内陸地震（200８年６月、M７．
２、最大震度６強）
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活断層による地震が発生すると何が起こるか
いきなり強い揺れにおそわれる。
山崩れや地盤のずれにも注意が必要なんだ。

◎活断層の真上では地面がずれる
活断層が動くと、地面に大きな段差や横ずれができて、そ

地面がずれる！

の直上の建物や道路、埋設菅などは大きな被害を受けます。
水路がこわれたり、水田が傾いたりすることもあります。
また、地盤が上下左右に移動すると、施設や用地の詳しい
位置情報がずれてしまい、測量をやりなおさなければならな
いこともあります。
活断層の位置を詳しく調べ、地盤がどの場所でどの程度ず
れるかを事前に知ることは、建物を被害から守ることに役立
ちます。

図−３ 1999年（平成11年）
９月21日台湾大地震の断層直上
の建物。地盤のずれにより破壊されたり、全体が傾
いたりします。断層をはずれた右側の建物は無事。
（写真提供：太田陽子氏）

◎断層沿いや地盤の悪い場所では強くゆれる
大地震の揺れの強さは、地震の規模（マグニチュード）
と震
源からの距離、および地盤の状況で決まります。活断層など

地盤がゆれる！

による内陸直下の地震では、局地的に極めて強い地震の揺
れに突然見舞われ、建物が多数倒壊したり、石垣やブロック
塀が崩れるなど大きな被害が生じます。震源に近い地域では、
震度７に達することがあり、局地的に壊滅的な被害になるこ

堆積層
（軟らかい）

岩盤（硬い）

とがあります。
一般に、震度６弱程度以上の揺れになると、耐震性の低い
建物の倒壊、埋設管の被害、崖崩れや地割れなどが発生する
ことがあります。

◎活断層の真上でなくても揺れによる被害が生じる
大地震の震源は地下深いところにある岩盤です。地表の

震源

震源断層

図−４ 震源に近く、地盤の悪いところほどよく揺れます。
大きな被害は、比較的狭い範囲に集中します。

崖がくずれる！

「活断層の線」
から離れた所でも、低地の地盤がよくない場所
では揺れによる建物倒壊などの被害が発生します。造成地の
不安定な盛土地や急斜面がある場所では、落石や崖崩れな
どが発生し、山間地の集落などが孤立することもあります。崩
れた土砂により川がせき止められ、一時的に湖ができること
は、歴史時代の地震でもしばしば起こっています。

図−５ 地表に大きな地震断層が生じなかった2004年（平成
16年）新潟県中越地震（M6.8）でも、崖崩れや液状
化による地盤災害が発生しました。
（写真提供：国際航業株式会社）
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建物を丈夫にしよう

地震への備え

家のまわりにも気をつけよう

活断層を知ろう
地域で助け合おう

身近な危険物に気をつけよう

◎活断層による地震も警戒する
今世紀前半にも発生すると考えられる東海・東南海・南海地震によって、三重県周辺では強い揺れと大津波の襲来
が予想されています。しかし、三重県では、内陸の活断層による地震にも注意が必要です。もし、このような地震が起
これば、場所によっては東海地震、東南海・南海地震を上回る震度７の揺れに見舞われることもあります。
活断層の近くでは、将来においても大地震が起こる可能性があることは、少しも不思議なことではありません。ま
た、これまでの歴史的事実から、東海地震、東南海・南海地震のような海溝型地震の前後には、内陸の活断層を震源
とする比較的規模の大きな地震が多く発生すると考えられています。さらに、規模の小さな直下型地震が、これまで
活断層が知られていない場所で発生し、被害を及ぼす可能性もあります。
内陸で活断層が動くような大地震が起こるのは何千年単位のできごとなので、今後の数十年程度でみた場合の地
震の発生確率は、数字としてはたいへん小さなものです。しかし、他の災害や事故の発生確率と比べると、活断層に
よる地震も、日ごろから気を付けておくべきことのうちに入れてもよいものです。

◎活断層や地震について知る
断層による地盤のずれを防ぐことはできません。活断層の通る位置をくわしく調べ、地盤のずれが生じる場所とず
れの大きさの程度を事前に知ることは、建物を被害から守ることに役立ちます。三重県周辺の活断層のおおよその
位置については、
「防災みえ.jp」で公開している「三重県内活断層図」のほか、
「新編日本の活断層」や「近畿の活断
層」
（いずれも東京大学出版会）や、
「1:25,000都市圏活断層図」
（国土地理院）などの資料によって知ることができ
ます。
また、活断層による地震ではどんなことが起こるかをイメージしておくことも、いざという場合に役立ちます。

◎それぞれの立場でできることをする
地震災害を減らすための十分な対策を実現するには、相当の時間や費用がかかりますが、住民の皆さんと行政、防
災関係機関が協力しあい、それぞれの立場で、今できることから対策を講じ、地域全体の防災力を高めていくことが
大切です。
防災に関する講習会や防災訓練などで、地域の危険性を知ることや、地域の行事などにふだんから積極的に参加
することは、地域での助け合いを強め、東南海地震などの大災害時や風水害時の対応にも役立ちます。

◎地域のいろいろな危険性を知る
建物の倒壊は、人への危害のほか火災の原因ともなります。最近の建物は、地震に対してかなり強いものになりつ
つあります。老朽化した建物は耐震診断を行って、安全性を確かめ、補強工事や家具の固定などによって耐震性を高
めることが大切です。また、万一被災した場合に備えて、地震保険に加入しておくと、経済的な負担を減らすのに役
立ちます。
建物の背後に急斜面がある場所では、本震では被害

◆突然の揺れに備えて◆

がなくても余震で崩れる可能性があります。最初の強

・頭の上に重い物などが落ちてこないようにしよう。
・割れたガラスなどでけがをしないように、履き物を
手近なところにも置いておこう。
・避難先で必要な日用品や貴重品をまとめておこう。

い震動から逃れた後には、できるだけ安全な場所に避
難しましょう。山沿い、谷沿いの道路などでも、崖崩れ
に注意しましょう。
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三重県の活断層
三重県内には、北勢地域から中勢地域および伊賀地域にかけて、活断層が多く見られます。そのうち鈴鹿山脈や布

引山地の東側には、活断層が最も集中しており、平野部との地形の境界に、南北方向に断層が連なっています。また、
伊勢湾岸に近い平野部や伊勢湾の海底にも活断層が見られます。

図−６ 三重県周辺の主な活断層の分布（国土地理院発行の数値地図50mメッシュ標高データ、および３Dソフトカシミールを使用）養
老断層、桑名断層、四日市断層をまとめて「養老−桑名−四日市断層帯」と呼んでいます。同様に、伊勢湾断層帯主部（北部の伊
勢湾断層と南部の内海断層からなる）、白子−野間断層をまとめて「伊勢湾断層帯」と呼んでいます。

表−１

三重県内の主な活断層の概要（政府の地震調査委員会による活断層の長期評価結果に基づき作成）
断層名

断層の
長さ（km）

想定Ｍ

最新活動時期
平均活動間隔
（最も近い過去の大地震の証拠）

養 老−桑 名−
四日市断層帯

約60

8程度

13〜16世紀
（一つ前の活動は、
７世紀
〜11世紀）

鈴鹿東縁断層帯

約34〜47

7.5程度

布引山地東縁
断
層
帯
頓

宮

断

1,400〜
1,900年
（過去１万年間の平均）

対応する可能性の
ある歴史地震

地震発生確率
（30年以内）
ほぼ0〜0.７%
（やや高いグループ）

約3,500年前〜2,800年前

約6,500〜
12,000年

（西部） （西部）
約33
7.4程度

(西部)
約28,000年前〜400年前以前

（西部）
17,000年程度

（西部）ほぼ0〜1％
（やや高いグループ）

（東部） （東部）
約48
7.6程度

(東部)
11,000年前頃

（東部）
25,000年程度

（東部）0.001％

約10,000年以上

1％以下
（やや高いグループ）

層

約31

7.3程度

約10,000年前〜7世紀

木津川断層帯

約31

7.3程度

1854年（安政元年）伊賀上野地震

伊勢湾断層帯
（白子−野間断層）

約21

7.0程度

概ね6,500年前〜5,000年前

約4,000〜
25,000年
8,000年
程度

5

ほぼ0〜0.07%

備 考
（調査年度、調査機関）
H9〜10（国）
H7〜８、
H13〜14（県）
H9〜13（県）

H11（国）

1854年（安政元年）
H10〜11（国）
ほぼ0%
伊賀上野地震
0.2〜0.8％
H7（国）
（やや高いグループ）
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養老̶桑名̶四日市断層帯

養老−桑名−四日市断層帯は、養老山地と濃尾平野の境界からその南に続く桑名市から四日市市にかけて、長さ
約60kmにわたって分布しています。地形的にかなり明瞭な活断層の特徴を示しており、分布位置が比較的よくわか
っています。最新の活動については、1586年（天正13年）の天正地震が有力な候補と考えられています
（図−７）。
この断層帯が活動すると、特に平野部ではかなり広い範囲で、強い揺れによる建物の倒壊や、液状化によるライフ
ラインの被害などが発生する可能性があります。また、丘陵地の斜面や造成地では、土砂崩れなどが発生する可能性
があります。地表で断層の動く量が大きいと考えられる場所もあり、断層の真上では道路や埋設管などが大きくずれ
る可能性があります。この断層帯は濃尾平野と伊勢平野を結ぶ交通の要衝を横断しており、濃尾平野側にも大きな
被害をもたらす可能性があることから、物資の流通などに対する影響も大きいと予想されます。
また、四日市港付近に活断層が存在する可能性についても、さらに詳しい調査の必要性が指摘されています。

◆形態

◆過去の活動

宮代断層、養老・桑名断層及び四日市断層と、
これらに付随する断層から構成される。断層によ
る地盤のずれは、地表の撓み（撓曲）としてあら
われている。

養老・桑名断層では、過去２千年間に２回の活動
が推定される。最新の活動は13世紀以後〜16世
紀以前、一つ前の活動は７世紀以後〜11世紀以
前であった可能性がある。過去約１万年間の平均
的な活動間隔は、1,400〜1,900年であった可能
性がある。地震に伴う上下方向のずれの量は、
１
回の活動により約６ｍと推定され、過去にマグニ
チュード８程度の大地震が繰り返し発生してきた
と推定される。

とう きょく

◆将来の活動

約60kmの断層帯全体が一つの区間として活
動した場合、マグニチュ−ド８程度の地震が発生
すると推定される。地表面には撓みが生じて、断
層の西側が東側に対して相対的に約６ｍ高まると
推定される。このような地震が発生する長期確率
の最大値をとると、今後30年の間に地震が発生
する可能性は、国内の主な活断層の中ではやや
高いグループに属する。

図−７ 1586年（天正13年）天正地震の被害史料から推定される震度分
布図（宇佐美、2003を一部改変）
天正地震は、強い揺れの範囲や震源の位置と活断層との関係について、
まだわからないことの多い地震です。養老−桑名−四日市断層帯を含むい
くつかの活断層が同時に動いた可能性も考えられています。
実線・点線は震度分布
赤線は活断層（a.白川（御母衣） b.阿寺 c.養老 d.桑名 e.四日市）
☆は関連遺跡 １．
木船城址 ２．
金屋南遺跡 ３．
長浜町遺跡
黒丸は震度V、半黒丸は震度V〜VI、白丸は震度VIと推定される地点

6

活断層の分布
ケバは段差がで
きて地盤が低く
なる側。ケバな
しは段差が小さ
いもの。以後の
図も同じ

地図中の地名等の表記は、平成17年3月時点

西

東
図ー8 養老−桑名−四日市断層帯位置図
（断層の分布位置は政府の地震調
査委員会の評価資料に基づく。以
後の図も同様）。
下の図は、三重県による「平成15
年度伊勢平野に関する地下構造調
査」で明らかになった四日市断層付
近の地下断面で、地層が曲がって
いる様子がわかります。

、

7
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鈴鹿東縁断層帯

鈴鹿東縁断層帯は，
岐阜県内から、三重県いなべ市、三重郡菰野町、四日市市、鈴鹿市を経て亀山市まで、鈴鹿山脈
の東側に長さ約50kmにわたって分布しています。この断層帯については、三重県が平成７年度から詳しい調査を実
施しており、断層の位置や最新の活動時期などが比較的よくわかっています。平成13年度から平成14年度に実施し
た再調査では、約3,000年前に大地震を引き起こす活動があったことが明らかになりました。
この断層帯が活動すると、断層の近くでは強い揺れによって建物などが倒壊し、山沿いの斜面や台地のへりでは、
崖崩れや落石などの斜面災害が発生する可能性があります。さらに山間地では、斜面災害によって道路が寸断され、
孤立する集落が生じる可能性もあります。平地部でも道路の盛土などが崩れ、路面に段差などができる可能性があり
ます。また、断層の近くの地域で、地表地震断層が地表に現れると、道路の路面に車両が通行できない程度の段差が
生じる可能性があります。

◆形態

黒で表示した部分は、三重
県による調査実施以後に推
定された活断層を示す。

鈴鹿山脈とその東側の丘陵・台
地との境界付近にある「境界断層」、
それに平行して東側の丘陵東縁や
段丘地域内にある「前縁断層」、お
よび両者の間にある数本の短い断
層から構成される。

◆過去の活動
これまでの調査により、断層帯
の北半分では、主に「前縁断層」、
南半分では主に「境界断層」が、過
去数万年間以上にわたって繰り返
し活動してきたと考えられている。
最新活動については、平成７年度の
調査では、2万年前以降であること
が確実となったが、平成13年度か
ら平成14年度に再調査を行った結
果、最新活動は約3,500年前以後、
2,800年前以前である可能性が高
いことがわかった。平均的な活動
間 隔 に つ い て は ，約 6 , 5 0 0 〜
12,000年の可能性がある。

◆将来の活動
断層帯全体が一つの区間として
活動した場合、マグニチュード7.5
程度の地震が発生すると推定され
る。その際、断層の西側が東側に対
して相対的に3〜4m程度高まるず
れや撓みが生じる可能性がある。
図−9

鈴鹿東縁断層帯の位置図
地図中の地名等の表記は、平成17年3月時点

8

図−10

三重県による活断層調査では、現地調査によって活断層の位置をできるだけ詳細に確認しました。
（図は、鈴鹿東縁断層帯北部の、いなべ市北勢町付近）

藤原岳

青川

朝明川

図−11

鈴鹿東縁断層帯の北部では複数の活断層がならんでいます。現在は山脈の前縁部の活断層が最も活動的であ
ると考えられています。
（赤：境界断層、黄：前縁断層、緑：前縁断層に付随する断層）
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布引山地東縁断層帯

布引山地東縁断層帯は、布引山地と伊勢湾の間に位置する活断層帯で、三重県亀山市から津市を経て松阪市に至
る長さ約33kmの断層帯西部と、三重県鈴鹿市から、津市、松阪市などを経て多気郡多気町に至る長さ約48kmの断
層帯東部から構成されています。
三重県では、平成9年度から平成13年度にかけて、布引山地と伊勢平野との境界に位置する活断層を対象として
詳しい調査を実施しましたが、鈴鹿市から津市にかけて、伊勢平野内の沿岸部に断続的に分布する活断層について
は、詳しい調査が実施されていないため、活断層の詳しい位置や過去の活動履歴について、今後確認していく必要
があります（図-12）。
布引山地東縁断層帯は、県庁所在地であり、災害対策機能が集中する津市に、極めて近接して存在する活断層で
す。この断層帯が活動すると、特に平野部では、強い揺れによる建物の倒壊や液状化によるライフラインの被害など
が発生する可能性があります。また、山沿いの斜面や台地のへりでは、崖崩れや落石などの斜面災害が発生する可能
性があります。さらに山間地では、その斜面災害によって道路が寸断され、孤立する集落が生じる可能性もあります。
また、断層の近くの地域で、地表地震断層が地表に現れると、道路の路面に車両が通行できない程度の段差が生じる
可能性があります。

◆形態

断層帯は、西部と東部に区分される。いずれ
も西側の山地が隆起する逆断層である。

◆過去の活動
断層帯西部の最新活動時期は、約28,000年
前以後、約400年前以前で、約50,000年前以後
に３回の活動があった可能性がある。平均的な
活動間隔は、17,000年程度の可能性がある。ま
た、断層帯東部の最新活動時期は、約11,000年
前頃と推定され、平均的な活動間隔は25,000
年程度の可能性がある。

◆将来の活動
断層帯の西部と東部それぞれが一つの区間と
して活動した場合、西部ではマグニチュード7.4
程度、東部ではマグニチュード7.6程度の地震が
発生すると推定される。その際、断層の西側が
東側に対して、西部では2〜3ｍ程度、東部では
2.5ｍ程度高まる段差が生じる可能性がある。西
部は、地震発生の長期確率の最大値をとると、
今後30年の間に地震が発生する可能性が、国内
の主な活断層の中ではやや高いグループに属す
る。

図−12

布引山地東縁断層帯位置図
断層帯西部は、図中の白木断層から小山断層までの範
囲、東部は千里断層から片野断層までの範囲にそれぞ
れあたります。
黒で表示した部分は、三重県による調査の実施後に文
献に記載された活断層で、分布の詳細についてはまだ
よくわかっていません。
地図中の地名等の表記は、平成17年3月時点
10

a.

中位段丘面に見られる低断層崖（写真位置は左下図中の青矢印）

西

b.

500m

d.
c. 中位段丘面に見られる逆向き（写真の右（山側）が下がる）の低崖
図−13（a〜d） 布引山地東縁断層帯

椋本断層の現地調査

東

地下探査の東西方向の断面で見られる地層の撓みと断層測
線位置は左図中の緑色の線

最も西側の逆向きの低崖で掘削したトレンチに現れた断層の観
察図。もとは水平にたまった地層が断層の動きによって曲がり、
落ち込んだ側に年代の新しい地層がたまっている。太文字の数
字は、地層の年代を推定するための試料の年代測定値。
トレンチ
位置は左上図中の黒丸印。

平成９年度から平成10年度に津市芸濃町椋本付
近で実施した地下探査では、地形的に活断層がある
と推定された場所の地下では地層が大きく撓んで
いることがわかりました。また、地表近くでは地層が
切り裂かれて低い崖（段差）ができていることを、
ト
レンチ掘削調査で確認しました。
図−14

11

布引山地東縁断層帯の鳥戸断層で発見された断層露頭
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頓宮断層

頓宮断層は、滋賀県内から伊賀市に至る、長さ約31kmの活
断層です。この断層が活動すると、断層の近くでは強い揺れに
よって建物などが倒壊し、山沿いの斜面や台地のへりでは、崖
崩れや落石などの斜面災害が発生する可能性があります。さ
らに山間地では、その斜面災害によって道路が寸断され、孤立
する集落が生じる可能性もあります。また、断層の近くの地域
で、地表地震断層が地表に現れると、道路の路面に車両が通行
できない程度の段差が生じる可能性があり、県外との交通へ
の影響が懸念されます。

◆形態

ほぼ南北方向に延びる、相対的に東側が隆起する逆断層である。

◆過去の活動
最新活動時期は、約10,000年前以後、
７世紀以前である可能性が
ある。平均的な活動間隔は約10,000年以上であった可能性がある。

◆将来の活動
全体が一つの区間として活動した場合、マグニチュード7.3程度
の地震が発生すると推定される。その際、断層の東側が西側に対し
て相対的に２〜３ｍ程度高くなる段差や撓みを生じる可能性がある
。地震発生の長期確率の最大値をとると、今後30年の間に地震が
発生する可能性が国内の主な活断層の中ではやや高いグループに
属する。
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図−15

頓宮断層の位置図
地図中の地名等の表記は、平成17年3月時点

き づ が わ

木津川断層帯

木津川断層帯は、伊賀市から京都府内に至る、長さ約31kmの活断層帯です。三重県の主な活断層の中で唯一、歴
史時代（1854年（安政元年）伊賀上野地震）に活動したことがほぼ確実な断層です。
この断層帯が活動すると、断層の近くでは強い揺れによって建物などが倒壊し、山沿いの斜面や台地のへりでは、
崖崩れや落石などの斜面災害が発生する可能性があります。さらに山間地では、その斜面災害によって道路が寸断
され、孤立する集落が生じる可能性もあります。また、断層の近くの地域で、地表地震断層が地表に現れると、道路の
路面に車両が通行できない程度の段差が生じる可能性があります。

◆形態

ほぼ東北東−西南西方向に延びる相対的に北側が隆起
する逆断層で、右横ずれ成分を伴う。

◆過去の活動
最新活動時期は、1854年（安政元年）の伊賀上野地震と
推定される。平均的な活動間隔は約4,000〜25,000年で
あった可能性がある。

◆将来の活動
断層帯全体が一つの区間として活動した場合、マグニチ
ュード7.3程度の地震が発生すると推定される。その際、断
層の北側が南側に対して相対的に2.5ｍ程度高くなる段差
を生じ、右横ずれを伴う可能性がある。
図−16
12

木津川断層帯の位置図
地図中の地名等の表記は、平成17年3月時点
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伊勢湾断層帯

伊勢湾断層帯は、三重県周辺にある主な活断層の中で
は唯一海域にあり、伊勢湾の中・北部に分布しています。
海底の活断層は、海上の音波探査やボーリング調査によ
って、その位置を特定することができます。しかし、三重
県の海岸近くにまで延びている白子−野間断層が陸上部
にまで延長して分布しているかどうかなど、海岸付近で
のその詳しい位置については、まだよくわかっていませ
ん。
海岸付近での活断層の分布や、この活断層が活動した
場合に、津波の発生源となるかどうかを含めて、今後確
認していく必要があります。
白子 ー 野間断層

◆形態

伊勢湾断層帯主部（約42ｋｍ、さらに北部の伊勢湾断層
と南部の内海断層に細分される）と、三重県津市の沖合い
に分布する白子−野間断層（約21ｋｍ）からなる。

図−17

伊勢湾断層帯の位置図
地図中の地名等の表記は、平成17年3月時点

◆将来の活動

◆過去の活動

断層帯主部の北部と南部が別々に活動する場合、北部ではマグ
ニチュードが7.2程度、南部ではマグニチュード6.9程度の地震が
発生すると推定される。北部と南部が同時に活動する場合は、マ
グニチュード7.5程度の地震が発生する可能性がある。また、白子
−野間断層では、マグニチュード7.0程度の地震が発生すると推定
される。地震発生の長期確率の最大値をとると、白子−野間断層
は、今後30年の間に地震が発生する可能性が、国内の主な活断層
の中ではやや高いグループに属する。

断層帯主部北部は、最新活動時期が概ね1,000年前以
後、500年前以前で、平均的な活動間隔は10,000〜
15,000年程度であった可能性がある。断層帯主部南部の
最新活動時期は、概ね2,000年前以後、1,500年前以前で
、平均的な活動間隔は5,000〜10,000年程度であった可
能性がある。白子−野間断層の最新活動時期は、概ね
6,500年前以後、5,000年前以前で、平均的な活動間隔は
8,000年程度であった可能性がある。

三重県内の活断層調査でわかったこと
○活断層は、平野部、山間地、そして伊勢湾内にも分布する

三重県内の主な活断層は、
伊賀盆地の周囲や、
養老山地の東側、
伊勢平野とその西側に連なる鈴鹿山脈や布引山地との境界、
そ
して桑名市から津市にかけての平野部に分布しています。
また、
伊勢湾内にも活断層があります。
これらの活断層による地震が発生
した場合、
それぞれ特徴のある被害が発生すると考えられます。
一般に活断層の近くでは、
強い揺れによって建物の倒壊などの被害が発生し、
加えて山間地では、
崖崩れなどの斜面災害が発生す
る可能性があります。平野部では、
広い範囲で強い揺れとなり、
建物の被害や液状化による施設の被害が発生する可能性があります。
また、
四日市市や桑名市などの都市部は、
濃尾平野と伊勢平野を結ぶ交通の要衝でもあり、
大きな影響が懸念されます。伊勢湾断層
帯による地震が発生した場合には、
津波が発生する可能性もあります。

○歴史時代以前から繰り返し地震が発生している

歴史時代に活断層が動いたことが確かめられているのは、
木津川断層帯が活動した1854年（安政元年）の伊賀上野地震です。
ま
た、
その他の県内の主要な活断層でも、
比較的詳しい調査が実施され、
断層のずれの様子から、
歴史時代以前にも大地震が繰り返し
発生してきたことがわかりました。

○海岸付近の活断層についてはまだよくわかっていない

養老−桑名−四日市断層帯から四日市港方面にも断層が分布する可能性や、
伊勢湾沿岸部に断続して分布する断層については、
その詳しい位置や活動の証拠がまだ十分には調べられていません。
また、
活断層の存在が知られていない地域でも、
厚く堆積した地
層の下に活断層が伏在している可能性があります。直下型地震が発生すれば、
大きな被害が予想される地域において、
活断層の分
布やその活動性を今後確認していく必要があります。

○活断層による地震への備えは、
日ごろから

活断層の動く時期を正確に予測するのは、
現状では困難です。
しかし、
三重県内にある活断層の中には、
今後30年間に地震が発生
する可能性が、
国内の主な活断層の中で、
やや高いグループに属しているものもあります。
また、
東海地震や東南海・南海地震のよう
な海溝型地震の前後には、
内陸の活断層を震源とする地震の発生が活発化するといわれています。日ごろから、
海溝型地震だけで
なく、
活断層による地震に対しても備える心構えが大切です。
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http://www.bosaimie.jp/
へアクセス

ホームページ「防災みえ.jp」から
三重県内の活断層にかかる詳細な位置情報をご覧になれます。

「トップページ」 「みえの防災」
「三重県内活断層図」

三重県内活断層図
区割り図

詳細活断層図

「北勢地域」
「中南勢地域」
「伊賀地域・東紀州地域」の
区割り図から詳細な活断層図を
ご覧になれます。

発行：三重県防災危機管理部 (平成24年4月から防災対策部に組織が変わります）
〒514-8570

三重県津市広明町13番地

Tel.059-224-2184

※この冊子は、平成17年作成の初版基本に、地震の発生確率など時点修正を行ったものです。
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