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Land Use Control for disaster mitigation above the active faults 
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Japan is one of the most earthquake-prone countries in the world, and with more than 2000 active faults identified, 

the risk of an inland earthquake is high. However, it is believed that measures against inland earthquakes are 

insufficient. In this study, we propose a land use restriction with reference to domestic and international examples 

also countermeasures for landslide and Tsunami disasters examples in Japan. And consider the possibilities by 

simulating long-term (50years) and short-term (10 or 20years) plans. For areas where these simulations are deemed 

unfeasible, suggestions will be made to minimize the damage. This plan is expected to be one of the measures to 

address social issues such as population decrease and disaster reduction. 
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1. 研究背景・目的

日本は地震が多い国の一つであり、2種類の地震がよく発

生する。しかし、現在の日本の都市計画では、海溝型地震に

対する対策はある程度行われているが、活断層と直接関連す

る直下型地震に対する対策はほとんど行われていない。市民

と専門家を対象にしたアンケート結果 1)によると、両方とも、

活断層に対する対策が必要であると感じている。現在まで、

日本では活断層の情報が不十分であることと既に開発が行

われていることより、活断層に対する土地利用制限を行うこ

とができなかった。しかし、1995年阪神・淡路大震災を踏ま

え、活断層の調査 2)が積極的に行われ、その特徴がだいぶ分

かってきたし、海外では既に活断層に対する対策が行われて

いることより、日本もスピード感を持って新たな土地利用制

限を行うことが期待される。 

また、人口減少による空き家の増加が社会的問題になって

いる現在、危険性の高い地域に住んでいる人々を安全な地域

に誘導することで、防災計画を社会問題と一体化し、効率的

な課題解決につなげることも期待できる。 

本研究では、国内外の事例を参考に新たな土地利用制限を

提案し、シミュレーションと通じてその可能性を考える。 

2. 研究方法

国内外の活断層対策と国内の土砂災害や津波災害に対す

る取り組みを調査する。その内容をもとに新たな土地利用制

限の提案をし、奈良盆地東縁断層帯が通る5市町村（城陽市、

井手町、木津川市、天理市、桜井市）を対象に2つのシミュ

レーション（長期計画、短期計画）を行う。これらには、2021

年2月までのデータを用いる。 

3. 国内外の活断層対策事例

地域

(断層帯名)
内容

神奈川県横須賀市

(衣笠・北武断層帯、武山断層帯)

「野比4丁目地区地区計画」

活断層より両幅25mの範囲には開発を制限

「横須賀リサーチパーク地区地区計画」

活断層より両幅15mの範囲には開発を制限

徳島県

(中央構造線断層帯)

「中央構造線活断層帯に係る土地利用の適正化」

活断層付近40ｍを特定活断層調査区域と設定し、

特定施設の開発を許可制

福岡県福岡市

(警固断層帯)

建築基準法実行条例を一部改正し、耐震性能の強

化及び情報提供

表1は国内の活断層対策事例の一部をまとめたものである。

このように国内の一部地域 3-6)で、活断層による災害に備えた

対策を取り組んでいるが、その地域はごく少なく、既存のも

のに関する対策がないことや開発制限の対象が明確でない

等の課題があると考えられる。 

地域 内容

アメリカ・カリフォルニア州

1972年より「アルキストープリオロ特別調査地帯

法(Alquist-Priolo Special Studies Zones Act)」

（以下、活断層法）を導入

活断層より両幅15ｍの範囲に人間が居住する建造

物が位置することを禁止

ニュージーランド

2004年、活断層直上と近傍の土地開発計画のため

のガイドライン「Planning for Development of

Land on or Close to Active Faults」を発表

新規開発においては、活断層より両幅20ｍの範囲

を破断回避区域と設定し、開発を制限

既成開発においては、リスクを基盤にしたアプ

ローチ(risk-based approach)を導入

表1 国内の活断層対策事例 

表2 国外の活断層対策事例 
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 アメリカ・カリフォルニア州 7)とニュージーランド 8,9)の活

断層対策は、対象範囲が明確になっていて、法律としての効

力を持っているということが特徴的である。また、活断層評

価をより具体的に行っていて、既成開発に関する取り組みも

行っているので、参考にできる点がたくさんあると思う。 

4. 国内の他の災害の対策

土砂災害10)と津波災害11)の国内の対策内容を簡潔にまとめ

たものを以下に示す。特別警戒区域と警戒区域に分け、特別

警戒区域に対しては物理的な制限や移転の勧告をしている。 

5. シミュレーション

活断層直上を空地にするのに必要な費用を把握すること

を目的にSランクの奈良盆地東縁断層帯を対象に2つのシミ

ュレーション（長期計画、短期計画）を行う。 

5-1. シミュレーション設定 

活断層付近を3つのゾーンに分類する。活断層直上をレッ

トゾーン、活断層より両幅15ｍをオレンジゾーン、その他危

険性のある区域をイエローゾーンとする。2つの計画におい

て共通的に、オレンジゾーンでは、移転勧告及び開発の許可

制を行う。レットゾーンでは原則開発を禁止し、長期計画の

場合、建物の耐用年数を超えると移転するようにする。建築

物の中で鉄筋コンクリート造の耐用年数が約47年と最も長

いことを踏まえ、50年間の計画として考える。短期計画の場

合、すぐに移転してもらうことを前提にし、10年または20

年の計画として考える。 

シミュレーションで考慮する補助内容を表3にまとめる。

本来なら、移転者の引っ越し費用等も補助すべき内容である

が、他の金額に比べると極めて低いため、本研究では扱って

いない。（●：考慮する、▲：シミュレーションでは省略す

る、✕：考慮しない） 

長期計画 短期計画

レットゾーンの土地代 ● ●

レットゾーン建物の撤去費用 ● ●

建設費に対する補助金 ✖ ●

その他（引っ越し費用等） ▲ ▲

表3 補助内容の比較 

図1 土砂災害の対策 

図2 津波災害の対策 

図3 長期計画の設定 

図4 短期計画の設定 
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5-2 長期計画 

・シミュレーション方法 

(1) レットゾーンに位置している建物の敷地面積［㎡］×

公示地価［万円/㎡］＝一戸当たりのレットゾーンの土

地代［万円］ 

(2) 一戸当たりの住宅面積［坪］×撤去費用［万円/坪］＝

一戸当たりの撤去費用［万円］ 

(3) ［(1)＋(2)］×レットゾーンにある建物の戸数＝予想

金額 

・シミュレーション結果 

耐用年数を超えた建物を撤去して行くので、その時期はそ

れぞれ異なると考えられるが、年間どのくらいの予算が必要

になるのかのイメージを把握するために、必要金額を50年

間で割った。その結果、市町村の年間予算の0.06％程度、ま

たはその以下で事業が進められるということが分かった。 

 

5-3 短期計画 

・シミュレーション方法 

(1) レットゾーンに位置している建物の敷地面積［㎡］×

公示地価［万円/㎡］＝一戸当たりのレットゾーンの土

地代［万円］ 

(2) 一戸当たりの住宅面積［坪］×撤去費用［万円/坪］＝

一戸当たりの撤去費用［万円］ 

(3) ［(1)＋(2)＋建設費の補助金］×レットゾーンにある

建物の戸数＝予想金額 

1) 10 年計画の場合の予算割合［％］＝（シミュレーショ

ンによる予想金額 / 年間予算 ）/10［年］×100 

2) 20 年計画の場合の予算割合［％］＝（シミュレーショ

ンによる予想金額 / 年間予算 ）/20［年］×100 

・シミュレーション結果 

10年を掛けてレットゾーンの直上にある建物を移転させ

ると想定すると、対象としている全ての市町村で年間予算の

0.7％未満、20年間の計画を想定する場合、0.35％未満で進

められるということが分かる。 

5-4 シミュレーション結果の比較・考察 

予想通り、長期計画が全体的に必要な予算が低いというこ

とが分かる。本来なら長期計画は50年間を目的とするが、

本シミュレーションの対象地域は、一戸建ての住宅が多く、

木造建物の解体費用で予想金額を算出したということより、

20年でレットゾーンが空地になることを仮定し、その割合を

出した。その値を短期計画の20年計画と比較した結果、ほ

ぼ半分、またはその以下の予算で事業が進められるというこ

とが分かった（表6)。実際に事業を進めたり、他の地域を対

象にしたりすると、木造以外の建物も多く存在し、撤去費用

が高くなる可能性が考えられるが、それを踏まえても、長期

計画は金銭的な面で負担が少ないというメリットがあると

考えられる。一方、活断層直上を空地にするのに比較的時間

がかかるため、その間の地域安全性の面で不安があることが

デメリットとして考えられる。短期計画は、短期間で地域の

安全性を高めることができるというメリットがある一方、比

較的金銭的負担があるというデメリットがある。シミュレー

ションの結果、この2つの計画は、国・都道府県・市町村が

連帯となって進めることを考えると十分可能な計画ではな

いかと考えられる。活断層直上の空地をどう利用するかに関

しては様々であると思うが、公園として利用されている事例

があり、その他には駐車場等が考えられる。 

 

 

6. オレンジゾーンの土地利用制限 

 オレンジゾーンでは、ニュージーランドの取り組み内容 8)

を参考に、移転勧告及び特定開発行為の許可制、既成ものに

対する指導を提案する。 

・特定開発行為の許可制 

 現在の日本の活断層の評価は、30年以内の地震発生率を

基準にしているが、より具体化する必要があるという課題よ

り、「活断層長期評価のランク×断層の活動間隔×建物重要度

区分」の関係で評価し、開発の可否を判断することを提案す

る。活断層長期評価のランクは、地震調査研究推進本部の情

報 2)を用いる。活動間隔は、日本の活断層の特徴を考慮し、

1000年以下、1000年~3500年、3500年~5000年、5000

年~10000年、10000年~30000年、30000年~75000年とす

る。建物重要度区分はニュージーランドの基準を参考にして

予想金額［万円］ 年間予算［万円］÷50年［万円］ 年間予算と比較［％］

城陽市 35335.1 3155700 706.7 0.02

井手町 7934.6 409200 158.7 0.04

木津川市 19150.2 2829300 383.0 0.01

天理市 42794.5 2546193 855.9 0.03

桜井市 67921.0 2414600 1358.4 0.06

表4 長期計画のシミュレーション結果 

表5 短期計画のシミュレーション結果 

長期計画の20年計画［％］ 短期計画の20年計画［％］

城陽市 0.06 0.12

井手町 0.10 0.24

木津川市 0.03 0.08

天理市 0.08 0.20

桜井市 0.14 0.32

表6 シミュレーションの20年比較 
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いるが、日本ならではの基準が必要であると考えられる。提

案の事例の一部を表7に表す。この表を許可・不許可・裁量

と明確に示し、判断の基準にすることで、信頼性も高まり、

事業を計画する立場でも判断を納得しやすくなるので、効率

的であると考えられる。また、改めて活断層の調査を行うの

で、危険性のある敷地での開発を防ぐことになり、防災に強

いまちづくりにつながると期待される。 

 

建物重要度区分 1 2a 2b 3 4

Sランク 不許可 不許可 不許可 不許可 不許可

Aランク 許可 裁量 不許可 不許可 不許可

Zランク 許可 裁量 不許可 不許可 不許可

Xランク 許可 許可 許可 許可 許可

活断層長期評価の

ランク

Ⅰ  活動間隔≦1000年

 

 

・既成のものに対する指導 

 リスクを基盤にしたアプローチ(risk-based approach)の

導入を提案する。リスクを基盤にしたアプローチとは、地面

のずれによる被害に対する責任は負わないが、最低限のリス

クで抑えることを目的に指導することである。例えば、正確

な災害の情報を提供するための資料を配布したり、定期的に

オレンジゾーンの建物や周辺環境を把握したり、建物の管理

者や所有者を対象に講演会を開いたり等のことが考えられ

る。 

 

7. 結論 

本研究では、日本で活断層に対する対策が行われてこなか

ったことを指摘し、新たな土地利用制限を提案した。国と都

道府県、市町村が連帯し計画を進めることを想定すると十分

可能な計画であると考えられ、危険性が高いS ランクの活

断層を優先的に計画を進めていく必要があると思う。また、

対応が難しい地域においては、リスクを基盤にしたアプロー 

チを導入し、被害を最小限に抑えるための計画を進めていく

べきであると思う。 

 

8. 課題 

 今回のシミュレーション内容には含まれていないが、以下

の3点に対する積極的な対策も必要であると考えられる。 

・交通機関に関する対策 

 活断層図によると線路や道路の下を多数の活断層が通っ

ていることが明確にされている。しかし、地面のずれに対す

る対策は行われていないのが現実である。これを踏まえ、①

避難経路や救助経路を確保できる停止区間を決める、②リス

クを分散させるために多数の交通ルートを設計する、等のこ

とを提案する。 

・文化遺産に関する対策 

 断層運動を伴う地震が発生すると、多くの文化遺産に被害

があると考えられる。歴史のある文化遺産を移転させること

は現実的でないため、火事等の二次災害を防ぐために、木や

古い木造建物などの周辺環境を整えることを提案する。 

・都心部での対策 

 高層ビルが並んでいて、会社や公共施設等が多く位置して

いる都心部は、建物の撤去に困難があると考えられる。その

ため、まずはリスクを基盤にしたアプローチを取りながら、

他の対策を工夫する必要があると思う。 
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