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◎地震メモ
震度と木造建築物とブロック塀の耐震について

＊「徳島県の地震」は月 1 回発行し、徳島県及びその周辺の地震活動状況をお知らせするとともに、適
宜、社会的に関心の高い地震について解説を行っています。また、「地震メモ」で地震防災等の知識
普及に努め、皆様のお役に立てることを目的としています。
＊本資料の震源要素及び震度データは、再調査されたあと修正されることがあります。
＊本資料は、国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名
古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国
土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機構、公益財団法人地震予知総合研究振興会、青森県、東
京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所及び気象庁のデータを用いて作成しています。また、2016年
熊本地震合同観測グループのオンライン臨時観測点（河原、熊野座）、米国大学間地震学研究連合
（IRIS）の観測点（台北、玉峰、寧安橋、玉里、台東）のデータを用いて作成しています。
＊この資料に掲載した地図は、国土地理院の数値地図 25000（行政界・海岸線）を使用しています。
＊全国の地震火山活動概況、震源要素、震度データは気象庁ホームページに掲載しています。
https://www.jma.go.jp/jma/menu/bunyaeq.html
＊大阪管区気象台管内（近畿、中国、四国地方）の地震活動は、大阪管区気象台ホームページに掲載の
「管内地震活動図」、「週間地震概況」をご覧ください。
https://www.jma-net.go.jp/osaka/jishinkazan/kanindex.html

徳 島 地 方 気 象 台
（https://www.jma-net.go.jp/tokushima/）

徳島県の地震活動
震央分布図・断面図 2021 年 8 月 1 日～2021 年 8 月 31 日

南海トラフ

震央分布図

断面図

M0.5 以上の地震を表示。
・ 図に表示する震源は、凡例のとおりシンボルの大きさでマグニチュード（M）の大小を、シン
ボルの形状と色で震源の深さ（depth）
（震央分布図のみ）を区分。図に表示している地震の回
数（N）は震央分布図と断面図の右上に表示。
・ 図中のコメントは、徳島県で震度 1 以上を観測した地震の発生日時・マグニチュード（M）
、最
大震度（徳島県内の最大震度とは限りません）。

概況
2021 年 8 月に徳島県で震度 1 以上を観測した地震は 0 回でした（前月は 5 回）。
なお、12 日 02 時 46 分頃（日本時間）にフィリピン付近の地震（北緯 6.5 度、東経 126.8 度、M7.2：
速報値）が発生し、徳島県のほか北海道から沖縄県にかけての太平洋沿岸に津波予報（若干の海面変動）
を発表しました。
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徳島県で震度１以上を観測した地震の表

2021 年 8 月 1 日～2021 年 8 月 31 日
緯 度
経 度
深さ ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ

発震日（年月日時分）
震央地名
各地の震度（徳島県内のみ掲載）

震度 1 以上の地震なし

震度分布図
震度 1 以上を観測した地震なし
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【地震メモ】震度と木造建築物とブロック塀の耐震について
気象庁震度階級関連解説表(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html)に
は各震度階級での実際のゆれや被害の説明があり、「木造建築物は耐震性が低いものは震度６弱で
倒れるものがあり、耐震性が高い建物では震度７でまれに傾くことがある」とあります。建築物
の耐震性は建築基準法の耐震基準が大きく影響しています。
耐震基準は 1981 年(昭和 56 年)と 2000 年(平成 12 年)に大きな改正が行われ、木造建築物の基
準は大きく３つに分けることができます。
① ～1981 年(昭和 56 年) 5 月：旧耐震基準
中規模地震(震度 5 強程度)でも倒壊せず、破損しても補修することで生活が可能
② 1981 年(昭和 56 年)6 月～2000 年(平成 12 年)5 月：新耐震基準
大規模地震(震度６強・７)でも倒壊せず、中規模地震では軽微な破損に留める
③ 2000 年(平成 12 年)6 月～：2000 年基準
新耐震基準に基礎の設計・接合部の金具取付・耐力壁の配置の基準を強化したもの
どの耐震基準によるかは、建築前に役所に申請した建築確認申請の日付が、上のどの期間に入
るかによります。竣工日や築年日が③2000 年基準の期間内でも、建築確認申請の日付が②新耐震
基準の期間内であれば新耐震基準になります。建築確認がされていない場合もありますが、おお
むね建築時期で耐震基準が異なるので、耐震性の傾向を見ることができます。
図１は兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災, 1997 年)、鳥取県西部地震(2000 年)、芸予地震
(2001 年)の震度に対する木造建築物の全壊率をまとめたグラフです。建築年で３つに色分けし、
赤と緑がおおむね旧耐震基準が適用されていた時期に、紫が新耐震基準が適用されていた時期に
なります。赤と緑には震度６弱で倒壊したものがあり、震度６強では多くが倒壊し、震度７では
ほとんどが倒壊しました。一方、紫は震度６弱ではほとんど倒壊はなく、震度６強で倒壊するも
のが出始め、震度７でも 50%以下程度の全壊率になっています。
図２は熊本地震(2016 年)で震度７を２回観測した熊本県益城町中心部で、各耐震基準相当の建
築時期ごとに木造建築物の被害を全数調査した結果です。一番左から旧耐震基準、新耐震基準、
2000 年基準が適用されていた時期に建てられたもので、一番右が合計した結果です。この３つの
耐震基準が適用されていた時期で被害の様子は大きく異なり、特に 2000 年基準の時期に建築され
たものは半数以上が被害無しと、旧耐震基準および新耐震基準の時期に建築されたものと比べか
なり少なくなっています。新耐震基準の時期に建築された木造建築物の倒壊の原因分析では、調
査できた建築物のうち 95%は現行規定の仕様になっていない接合部が被害要因でした。
このように、耐震基準で地震による木造建築物の被害は大きく異なります。旧耐震基準や新耐
震基準の木造建築物は、地震による被害を小さくするために耐震化の実施が必要です。

旧耐震基準

図１ 震度階級に対する建築年ごとの木造建築物の全壊率 兵庫県南部地震
(1997 年)の西宮市、鳥取県西部地震(2000 年)の米子市・境港市、芸予地震(2001
年)の呉市のデータを元にに作成（平成 22 年度防災白書より）
赤:1961(S36)年以前 旧築年(旧耐震基準) 緑:1962(S37)～1981(S56)年 中築年(旧耐震
基準) 紫:1982(S57)年以降 新築年(新耐震基準)
建築年で色分けし、おおむねその時期に適用されていた耐震基準を括弧で記載
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新耐震基準

2000 年基準

図２ 熊本地震(2016 年)の震度７を２回観測した熊本県益城町中心部
での建築時期別木造建築物の被害状況(日本建築学会調査, 国土交通省
ＨＰより)
一番左から旧耐震基準、新耐震基準、2000 年基準が適用されていた時期
に建てられた木造建築物のもので、一番右がその全体の結果

気象庁震度階級関連解説表では、ブロック塀について「震度５強で補強されていないブロック
塀が崩れることがある、震度６強で補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる、震度７で
補強されているブロック塀も破損するものがある」とあります。実際には補強がなされているブ
ロック塀は少なく、地震により崩れる事故が後を絶ちません。2000 年に徳島県・徳島県建築士
会・徳島大学が合同で徳島市・小松島市・美波町のブロック塀の耐震性調査を行った結果では、
震度５強で倒壊のおそれがあるものは 89.5%、安全性に問題があるものは 99.5%でした。
国土交通省では、建築基準法を基にブロック塀の安全性の確認ポイントとして以下の項目を上
げています(図３)。まず１～５までを確認し、一つでも不適合があれば専門家に相談しましょ
う。
□１.塀は高すぎないか
塀の高さは地盤から 2.2m 以下か。

□２.塀の厚さは十分か

塀の厚さは 10cm 以上か(高さが 2m 超 2.2m 以下の場合 15cm 以上)。

□３.控え壁はあるか（塀の高さが 1.2ｍ超の場合）

塀の長さ 3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの 1/5 以上突出した控え壁があるか。

□４.基礎があるか

塀の厚さは 10cm 以上か(高さが 2m 超 2.2m 以下の場合 15cm 以上)。

□５.塀は健全か

塀に傾き、ひび割れはないか。
１～５で不適合があれば専門家に相談し以下の診断を行う

□６.塀に鉄筋が入っているか

塀の中に直径９mm 以上の鉄筋が、縦横とも 80cm 間隔以下で配筋されており、
縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。

□７.基礎の根入れは適切か

基礎の根入れ深さは 30cm 以上か。
（塀の高さが 1.2ｍ超の場合）。
図３ ブロック塀等の点検チェックポイント
国土交通省ＨＰより https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/blockbei.html

近年の地震でのブロック塀の倒壊による死亡事故は、大阪府北部地震(2018 年)では大阪府高槻
市(震度６弱)と大阪市東淀川区(震度５強)、熊本地震(2016 年)では益城町(震度７)の例がありま
す。高槻市と益城町の例は似ていて、2m のコンクリート擁壁の上にブロック塀を設置し、控え壁
は備えていませんでした。ブロック塀そのものの高さは 2.2m 以下でしたが、基準は地盤からなの
で不適合になります。地盤からの高い段差の上部は、地盤に比べて非常に揺れやすくなり、高い
擁壁の上にブロック塀を設置することは大変危険です。
徳島県で大きなゆれといえば南海トラフ巨大地震を思い浮かべるかもしれませんが、近年では
2015 年に徳島県南部の地震で震度５強を観測しており、県内の陸域の浅い地震でも、補強してい
ないブロック塀が崩れるおそれがある震度５強以上の地震に遭う可能性があります。また過去の
大地震では、崩れたブロック塀で避難に支障がでた事例が多くあります。避難場所までに危険な
ブロック塀がないか、安全チェックをしておきましょう。
徳島県では 2000 年(平成 12 年)5 月 31 日以前に着工された木造住宅を対象に、耐震診断や耐震
化支援を県内の全市町村で実施しています。また、ブロック塀についても徳島県では相談窓口が
設けられており、撤去や建て替えの助成制度のある市町村もあります。詳しくは以下のホームペ
ージに記載してある徳島県の窓口にご相談ください。

徳島県住まいの耐震化ホームページ
https://www.pref.tokushima.lg.jp/taishinka/mokuzou-taishin/
徳島県ブロック塀に関する相談窓口
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/5019244/
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