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第１章 総則 第４節 地震被害想定 

第４節 地震被害想定 
 

第１  想定地震（第２次奈良県地震被害想定調査報告（平成１６年１０月公表）より） 

  １ 内陸型地震（８断層） 

前回の被害想定調査と同様の８つの起震断層を設定。政府の地震調査委員会から長期

評価が公表された下記①～④に関しては、長さ、位置、マグニチュードについて見直し

を行った。震源の深さについては、前回の１６ｋｍから、今回１０ｋｍに変更した。 

 

 

 
 

 

 

 

２ 海溝型地震（５パターン層） 

海溝型地震は、中央防災会議の「東南海、南海地震等に関する専門調査会」で想定さ

れた東海、東南海、南海地震の５つの組み合わせのケースを想定した。  

 

 

 

国の地震調査研究推進本部では地震発生確率の長期評価を公表している。 

この長期評価によると、今後３０年以内に南海トラフを震源とする海溝型地震（Ｍ８

～Ｍ９クラス）が、発生する確率は７０％程度と高くなっている。 

一方、奈良盆地東縁断層帯などの活断層で起きる地震（内陸型地震）は、発生間隔が

数千年程度と長いため、今後３０年以内の発生確率は低くなっている。（参考：奈良盆地

東縁断層帯における今後３０年以内の発生確率は、「ほぼ０～５％」） 

 

対象地震 断層長さ
(km）

想定
ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ

①奈良盆地東縁断層帯 35 7.5
②中央構造線断層帯 74 8.0
③生駒断層帯 38 7.5
④木津川断層帯 31 7.3
⑤あやめ池撓曲-松尾山断層 20 7.0
⑥大和川断層帯 22 7.1
⑦千股断層 22 7.1
⑧名張断層 18 6.9

　東海地震

東南海地震

　南海地震

対象地震
想定

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ

①東南海・南海地震同時発生 ８．６

②東南海地震 ８．２

③南海地震 ８．６

④東海・東南海地震同時発生 ８．３

⑤東海・東南海・南海地震同時発生 ８．７

33



地震編 

第１章 総則 第４節 地震被害想定 

第２  被害の特徴 

  １ 内陸型地震 

内陸型地震のなかで特に被害の大きな、①奈良盆地東縁断層帯、②中央構造線断層帯、

③生駒断層帯による地震の特徴は以下のとおりで、［ ］の数字は被害が最大となる奈

良盆地東縁断層帯の被害量を記載している。 

（１）地震動（揺れ）及び液状化 

    ・県内で震度７から震度５強の揺れが想定 

    ・盆地内を中心に地盤の悪い地域では、液状化発生の可能性が高い 

（２）人的被害 

   ・死者の約８５％が揺れによるものであり、残り約１５％が斜面崩壊と火災による

もの 

   ・負傷者の約９０％が揺れ・液状化によるものであり、残り約１０％が斜面崩壊と

火災によるもの［死者：約５，２００人、負傷者：約１９，０００人、死傷者：

約２４，２００人］ 

（３）建物被害 

    ・建物被害の約９５％が揺れによるものであり、残り約５％が液状化と斜面崩壊に

よるもの［全壊：約１２０,０００棟、半壊：約８３,０００棟、全・半壊計：約

２０３，０００棟］ 

（４）避難者数（最大と見込まれる１週間後） 

   ［避難者数（最大と見込まれる１週間後）：約４３５，０００人］ 

（５）ライフライン被害（発生直後） 

   ［断水世帯：約４３４,０００世帯］断水世帯率：８９％ 

   ［停電世帯：約４８６,０００世帯］停電世帯率：ほぼ１００％ 

   ［都市ガス供給支障世帯：約２５７,０００世帯］供給支障世帯率：ほぼ１００％ 

（６）その他 

   ・震度７等の揺れや液状化の発生するエリアに位置する道路・鉄道についても被害

を受ける可能性が高い 

・このため通勤・通学者、観光客等が帰宅困難となる 

 ２ 海溝型地震 

東南海・南海地震同時発生の特徴は以下のとおり。 

（１）地震動（揺れ）及び液状化 

   ・県内で震度６弱から震度５弱の揺れが想定される 

   ・揺れは１分間以上数分間続くこともある 

   ・特に最大震度６弱となるのは、県南部の７つの市町村と想定 

   ・奈良盆地内の１５の市町村で液状化発生の可能性が高い 

（２）人的被害 

   ・死者はわずか（シミュレーションの結果斜面崩壊による４人）で、負傷者は約４

００人（大半は揺れ・液状化による）と想定 

（３）建物被害 

   ・住家の全壊は約１，２５０棟、半壊は約１，２００棟と想定され、大半は液状化
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によるもの 

（４）避難者数（最大と見込まれる１週間後） 

   ・避難者は１週間後が最大になると見込まれ、約５，５００人と想定 

（５）ライフライン被害（発生直後） 

   ・水道、電気、都市ガス、電話などのライフラインは、発生直後に施設被害により

支障がでる世帯は１０％以下と想定 

    ・しかし、東南海・南海地震は、ライフラインの県外拠点等の広域被災などにより

ネットワーク障害が発生すると、電力、都市ガス、電話の機能が麻痺し復旧が長

期化する可能性がある 

（６）その他 

   ・県南部の道路で斜面災害等が発生した場合、住民や道路の通行者等が孤立化する

ことも想定される 

   ・また、関東から九州まで広域で甚大な被害が発生するため、阪神・淡路大震災の

時のように他府県から本県への応援は期待できない 

 

第３  揺れと液状化 

  １ 奈良盆地東縁断層帯 

              震度分布図         液状化危険度分布図   

奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市

大和高田市大和高田市大和高田市大和高田市大和高田市大和高田市大和高田市大和高田市大和高田市

大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市

天理市天理市天理市天理市天理市天理市天理市天理市天理市

橿原市橿原市橿原市橿原市橿原市橿原市橿原市橿原市橿原市

桜井市桜井市桜井市桜井市桜井市桜井市桜井市桜井市桜井市

五條市五條市五條市五條市五條市五條市五條市五條市五條市

御所市御所市御所市御所市御所市御所市御所市御所市御所市

生駒市生駒市生駒市生駒市生駒市生駒市生駒市生駒市生駒市

香芝市香芝市香芝市香芝市香芝市香芝市香芝市香芝市香芝市

月ヶ瀬村月ヶ瀬村月ヶ瀬村月ヶ瀬村月ヶ瀬村月ヶ瀬村月ヶ瀬村月ヶ瀬村月ヶ瀬村

都祁村都祁村都祁村都祁村都祁村都祁村都祁村都祁村都祁村

山添村山添村山添村山添村山添村山添村山添村山添村山添村

平群町平群町平群町平群町平群町平群町平群町平群町平群町

三郷町三郷町三郷町三郷町三郷町三郷町三郷町三郷町三郷町

斑鳩町斑鳩町斑鳩町斑鳩町斑鳩町斑鳩町斑鳩町斑鳩町斑鳩町
安堵町安堵町安堵町安堵町安堵町安堵町安堵町安堵町安堵町

川西町川西町川西町川西町川西町川西町川西町川西町川西町

三宅町三宅町三宅町三宅町三宅町三宅町三宅町三宅町三宅町
田原本町田原本町田原本町田原本町田原本町田原本町田原本町田原本町田原本町

大宇陀町大宇陀町大宇陀町大宇陀町大宇陀町大宇陀町大宇陀町大宇陀町大宇陀町
菟田野町菟田野町菟田野町菟田野町菟田野町菟田野町菟田野町菟田野町菟田野町

榛原町榛原町榛原町榛原町榛原町榛原町榛原町榛原町榛原町

室生村室生村室生村室生村室生村室生村室生村室生村室生村

曽爾村曽爾村曽爾村曽爾村曽爾村曽爾村曽爾村曽爾村曽爾村

御杖村御杖村御杖村御杖村御杖村御杖村御杖村御杖村御杖村

高取町高取町高取町高取町高取町高取町高取町高取町高取町

明日香村明日香村明日香村明日香村明日香村明日香村明日香村明日香村明日香村

新庄町新庄町新庄町新庄町新庄町新庄町新庄町新庄町新庄町

當麻町當麻町當麻町當麻町當麻町當麻町當麻町當麻町當麻町

上牧町上牧町上牧町上牧町上牧町上牧町上牧町上牧町上牧町

王寺町王寺町王寺町王寺町王寺町王寺町王寺町王寺町王寺町

広陵町広陵町広陵町広陵町広陵町広陵町広陵町広陵町広陵町

河合町河合町河合町河合町河合町河合町河合町河合町河合町

吉野町吉野町吉野町吉野町吉野町吉野町吉野町吉野町吉野町
大淀町大淀町大淀町大淀町大淀町大淀町大淀町大淀町大淀町

下市町下市町下市町下市町下市町下市町下市町下市町下市町

黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村

西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村

天川村天川村天川村天川村天川村天川村天川村天川村天川村

野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村

大塔村大塔村大塔村大塔村大塔村大塔村大塔村大塔村大塔村

十津川村十津川村十津川村十津川村十津川村十津川村十津川村十津川村十津川村

下北山村下北山村下北山村下北山村下北山村下北山村下北山村下北山村下北山村

上北山村上北山村上北山村上北山村上北山村上北山村上北山村上北山村上北山村

川上村川上村川上村川上村川上村川上村川上村川上村川上村

東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村

震度

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４以下

奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市

大和高田市大和高田市大和高田市大和高田市大和高田市大和高田市大和高田市大和高田市大和高田市

大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市

天理市天理市天理市天理市天理市天理市天理市天理市天理市

橿原市橿原市橿原市橿原市橿原市橿原市橿原市橿原市橿原市

桜井市桜井市桜井市桜井市桜井市桜井市桜井市桜井市桜井市

五條市五條市五條市五條市五條市五條市五條市五條市五條市

御所市御所市御所市御所市御所市御所市御所市御所市御所市

生駒市生駒市生駒市生駒市生駒市生駒市生駒市生駒市生駒市

香芝市香芝市香芝市香芝市香芝市香芝市香芝市香芝市香芝市

月ヶ瀬村月ヶ瀬村月ヶ瀬村月ヶ瀬村月ヶ瀬村月ヶ瀬村月ヶ瀬村月ヶ瀬村月ヶ瀬村

都祁村都祁村都祁村都祁村都祁村都祁村都祁村都祁村都祁村

山添村山添村山添村山添村山添村山添村山添村山添村山添村

平群町平群町平群町平群町平群町平群町平群町平群町平群町

三郷町三郷町三郷町三郷町三郷町三郷町三郷町三郷町三郷町

斑鳩町斑鳩町斑鳩町斑鳩町斑鳩町斑鳩町斑鳩町斑鳩町斑鳩町
安堵町安堵町安堵町安堵町安堵町安堵町安堵町安堵町安堵町

川西町川西町川西町川西町川西町川西町川西町川西町川西町

三宅町三宅町三宅町三宅町三宅町三宅町三宅町三宅町三宅町
田原本町田原本町田原本町田原本町田原本町田原本町田原本町田原本町田原本町

大宇陀町大宇陀町大宇陀町大宇陀町大宇陀町大宇陀町大宇陀町大宇陀町大宇陀町
菟田野町菟田野町菟田野町菟田野町菟田野町菟田野町菟田野町菟田野町菟田野町

榛原町榛原町榛原町榛原町榛原町榛原町榛原町榛原町榛原町

室生村室生村室生村室生村室生村室生村室生村室生村室生村

曽爾村曽爾村曽爾村曽爾村曽爾村曽爾村曽爾村曽爾村曽爾村

御杖村御杖村御杖村御杖村御杖村御杖村御杖村御杖村御杖村

高取町高取町高取町高取町高取町高取町高取町高取町高取町

明日香村明日香村明日香村明日香村明日香村明日香村明日香村明日香村明日香村

新庄町新庄町新庄町新庄町新庄町新庄町新庄町新庄町新庄町

當麻町當麻町當麻町當麻町當麻町當麻町當麻町當麻町當麻町

上牧町上牧町上牧町上牧町上牧町上牧町上牧町上牧町上牧町

王寺町王寺町王寺町王寺町王寺町王寺町王寺町王寺町王寺町

広陵町広陵町広陵町広陵町広陵町広陵町広陵町広陵町広陵町

河合町河合町河合町河合町河合町河合町河合町河合町河合町

吉野町吉野町吉野町吉野町吉野町吉野町吉野町吉野町吉野町
大淀町大淀町大淀町大淀町大淀町大淀町大淀町大淀町大淀町

下市町下市町下市町下市町下市町下市町下市町下市町下市町

黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村

西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村

天川村天川村天川村天川村天川村天川村天川村天川村天川村

野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村

大塔村大塔村大塔村大塔村大塔村大塔村大塔村大塔村大塔村

十津川村十津川村十津川村十津川村十津川村十津川村十津川村十津川村十津川村

下北山村下北山村下北山村下北山村下北山村下北山村下北山村下北山村下北山村

上北山村上北山村上北山村上北山村上北山村上北山村上北山村上北山村上北山村

川上村川上村川上村川上村川上村川上村川上村川上村川上村

東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村
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震度５弱

震度４以下

○断層の長さ
３５ｋｍ
○マグニチュード
７．５
○死者

５，１５３人
○負傷者

１９，０４５人
○住家全壊
１１９，５３５棟

○住家半壊
８３，４４２棟

○建物火災（冬の夕方６時）
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○避難者（１週間後）
４３５，０７４人
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○停電世帯（直後）
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○都市ガス供給支障
世帯（直後）
２５６，９０３世帯
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震度

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４以下

○断層の長さ
３５ｋｍ
○マグニチュード
７．５
○死者

５，１５３人
○負傷者

１９，０４５人
○住家全壊
１１９，５３５棟

○住家半壊
８３，４４２棟

○建物火災（冬の夕方６時）

１，１９９件
○避難者（１週間後）
４３５，０７４人

○断水世帯（直後）
４３３，５２６世帯

○停電世帯（直後）
４８６，４３６世帯

○都市ガス供給支障
世帯（直後）
２５６，９０３世帯
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下市町下市町下市町下市町下市町下市町下市町下市町下市町

黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村

西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村西吉野村

天川村天川村天川村天川村天川村天川村天川村天川村天川村

野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村野迫川村

大塔村大塔村大塔村大塔村大塔村大塔村大塔村大塔村大塔村

十津川村十津川村十津川村十津川村十津川村十津川村十津川村十津川村十津川村

下北山村下北山村下北山村下北山村下北山村下北山村下北山村下北山村下北山村

上北山村上北山村上北山村上北山村上北山村上北山村上北山村上北山村上北山村

川上村川上村川上村川上村川上村川上村川上村川上村川上村

東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村

液状化危険度

15＜PL値

10＜PL値≦15 

　5＜PL値≦10

　0＜PL値≦5

液状化危険度

15＜PL値

10＜PL値≦15 

　5＜PL値≦10

　0＜PL値≦5
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