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Ⅰ 京都市の特性 
１ 京都市の自然環境 

（１）京都市周辺の活断層 

 
図－1.1 活断層分布図 
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京都盆地は三方を西山，東山，北山などに囲まれ，南に開いた南北に細長い盆地である。図

－1.1 は，京都盆地周辺の人工衛星画像に活断層線を重ね合わせた図である。 
盆地を取り囲む山地は，主として丹波層群と呼ばれる中生代層からなり，約 1.5～2 億年前の

ジュラ紀～三畳紀に形成された砂岩，頁岩，チャートなどの堆積岩で構成される。盆地の地下

に伏在する基盤岩は丹波層群が優勢であると推定される。また，盆地縁辺部には，西山丘陵や

桃山丘陵などが広がる。これらの丘陵には，新第三紀から第四紀の 300～30 万年前頃に堆積し

た大阪層群が分布し，未固結の砂礫，砂，粘土などの互層で構成される。とくに，海に堆積し

た海成粘土層や火山灰などの特徴的な地層がはさまれ，京都盆地にも海が広がっていた時代が

あったことが明らかとなっている。 
地表付近は，数万年前以降に堆積した新しい地層で覆われ，盆地北部では北山から流れ込ん

だ河川の作用により扇状地性の砂礫が，南部では旧巨椋池や横大路沼で代表されるように湿地

性の粘土やシルトが優勢となっている。 
京都盆地の縁辺部は花折断層や樫原断層など南北性の活断層で限られ，盆地を囲む東山，西

山，北山などの山々との明瞭な地形境界となっている。また，盆地の東側には桃山丘陵により

隔てられた山科盆地があり，その縁辺部は黄檗断層などが同じく南北に分布する。これらの活

断層については京都市などの調査により，断層の活動履歴などの情報が蓄積されてきている。 
最近におけるトレンチ調査などの活断層調査によって明らかとなった主な活断層の活動性に

関する諸情報を表－1.1 にまとめて示す。 

表－1.1 主な活断層の活動性一覧表 

断層名 
最新活動時期 

（年前または西暦） 

活動間隔 

（ 年 ） 

平均変位速度 

(千年あたりの鉛直成分) 
備  考 

花折断層(北部) AD1662 1)   途中谷トレンチ 

花折断層(南部) 1,500～2,500 2) 4,500～6,300 2) 0.1～0.5m3) 修学院トレンチなど

桃山断層   0.2～0.35m4) 低位段丘面変位 

0.08～0.04m5) 西野山地区 
勧修寺断層 12,000～25,0005) 17,500～36,0005) 

0.2m5) Ma3 上下変位 

0.22m5) 基盤岩上面変位 
樫原断層 3,000～4,0005)  

0.375m5) ボーリング調査 

光明寺断層   0.05～0.21m6) ボーリング資料等 

神吉－越畑断層   0.08～0.12m5) トレンチ調査 

黄檗断層   0.25m3) 高位段丘面変位 

宇治川断層 1,000～3,000 7) 1 万数千～2 万数千
7) 0.09～0.12m7) ボーリング調査 

2,400～3,0008) 4,600～6,8009) 2m9) 饗庭野断層 
琵琶湖西岸断層系 

  1.5m10) 堅田断層 

有馬・高槻断層系 AD1596 11) 1,000～2,000 程度 11) 1.5m11)注） トレンチ調査 

注）有馬・高槻断層系のみ横ずれ成分を示す 

京都盆地は，上述した活断層群の活動によって形成された構造盆地である。表－1.1 に示した

ように，各断層はそれぞれ異なる性質のもとに活動していることが明らかになり，これらの活

断層の活動は今後も継続することが予測されている。しかしながら，現状においてはこれらの

活動性に関する情報は必ずしも十分であるとは限らないため，今後，より詳細な諸情報の集積

が必要と考えられる。 
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（２）京都盆地の地下構造 

 

図－1.2 基盤岩標高分布図 
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平成１０年度から平成１４年度の５年間にわたって，反射法地震探査や深層ボーリングを主

とする地下構造調査が実施された。これにより，これまでほとんど知られていなかった京都盆

地内部の地質構造や地盤物性値などが明らかとなり，地震動予測において重要な要因のひとつ

である基盤岩深度分布などが推定された。図－1.2 は，重力探査によるブーゲー異常分布や反

射法地震探査結果(測線長総計：65km)などをもとに推定した京都盆地の基盤岩標高分布図であ

る。図に示すように，盆地内部の基盤岩は北部から南部にかけて深くなる傾向があり，宇治川

断層を境としてその南側の基盤岩深度が急激に深くなる。その最深部は約 800m に達すると推

定される。また，盆地の中北部においては，基盤岩の上面には細かい起伏を伴うことも明らか

となった。 
地下構造調査では京都盆地の南部[KD-0]，中部[KD-1]，北部[KD-2]において，基盤岩に達す

る深層ボーリング調査が実施された。図－1.3 は，調査で明らかとなった各地点の地質構成と

物理検層結果である。図

に示すように，各地点の

基盤岩深度は各々694m，

223m，198m 付近で，基

盤岩はいずれも丹波層群

に属する頁岩，砂岩，チ

ャートなどよりなること

が確認された。その弾性

波速度は，岩質によって

変 化 す る が お お む ね

Vp=4～5km/sec，Vs=1～
3km/sec となる。また，

堆積層は，主に段丘堆積

層や大阪層群に属する砂

礫，砂，粘土などよりな

り，堆積物の形成年代を

特定するために重要な指

標となる火山灰層や，海

域に堆積した海成粘土層

(Ma3～Ma6，Ma9)などが

確認された。これにより，

京都盆地では，過去にお

いて大阪湾が盆地にも拡

大していた時期が少なく

とも５回あったことが確

認された。さらに，京都

盆地において堆積物がた

まり始めた時期は，宇治

川断層以南では約 200 万年前，それより北部では約 90 万年前であることが明らかとなった。一

方，堆積層の物性値は土質によっても異なるが，深度方向に増加する傾向が明瞭であり，Vp=1.8
～2.5km/sec，Vs=0.5～1.0km/sec となる。 

図－1.3 ボーリング調査及び物理検層結果 
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（３）京都盆地の地形区分 

 
図－1.4 微地形区分図(植村(2000)12)に宇治川断層を加筆) 
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活断層の位置や表層地盤を推定する上で，地形は重要な情報となる。図－1.4 は植村(2000)12)

をもとに作成した微地形区分図である。これにより，京都盆地周辺の山地から供給された土砂

によって形成された扇状地の発達形態や，桂川や宇治川などの流域における複雑な河道の変遷

が明らかにされている。これらの地形情報は，低湿地における軟弱層の分布や，扇状地性の砂

礫を主体とする地層の分布など，表層地質の平面的な広がりを把握するために有用である。 
 

（４）京都盆地の地下水位 
液状化に関係するデータとして，図－1.5 にボーリングデータから推定した京都盆地主要部の

地下水深度分布を示す。 

図－1.5 地下水深度分布図（コンター間隔：0.5m） 
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（５）京都の地震履歴 
794 年の平安京遷都後，京都は長い間政治及び文化の中心地であった。このため京都市には

多くの古文書が残されており，この中には地震に関する記載も数多く見られる。 
京都市防災会議は京都と周辺地域の有感地震の記録を，これら史料や観測データから可能な

限り収集し，データベース(1996)13) として取りまとめた。このデータベースの解析により明ら

かになった京都市とその周辺の地震活動の特性は，平成８年に以下のようにまとめられている。 

①京阪神地域は内陸の浅い地震の発生頻度が高い地域であるが，なかでも京都市とその周

辺は地震発生頻度が極めて高い地域である。 
②南海トラフのプレート境界における海溝型の巨大地震は約 90～150 年ごとに繰り返し発

生し，京都市とその周辺地域にも影響を与える。この地震による京都市とその周辺の揺

れは震度４～５程度である。次の南海トラフの巨大地震は 2040 年頃と予測される。 
③この地域の内陸型の地震活動には活動期と静穏期が見られ，平均的には南海トラフの巨

大地震の約 60 年前から約 10 年後までが活動期である。したがって，現在すでに活動期

に入っているものと考えられる。 
④内陸の活断層帯の地震は，最近数百年の間に活動した活断層帯とは異なる活断層帯に発

生する。京都市に比較的近く，発掘調査や史料からは歴史時代の活動が確認されていな

い，花折断層系，西山断層系，黄檗断層系などの活断層帯は，大規模地震の発生時期が

迫っている可能性があり注意が必要である。 

図－1.6 に，1300 年以降の京都における有感地震の発生回数を示す。元号を記したものは，

京都に大きな被害をもたらした内陸型の地震である。これら内陸型の地震が，南海トラフにお

ける海溝型の巨大地震前の活動期に起こったことは，この図からも明らかである。 

 

図－1.6 京都における 10 年ごとの有感地震回数の変化(1300 年～1996 年) 
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（６）対象地震の選定 
地震被害想定の対象とした地震の起震断層は，京都市活断層調査，「新編日本の活断層」3) や

「都市圏活断層図」14) などをもとに，京都盆地とその周辺地域に分布する活断層より選定した。 
地震被害想定の対象とした起震断層を図－1.7 に示す。 

 
図－1.7 地震動予測の対象とした起震断層 
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各起震断層の選定基準は，以下のとおりである。 

①花折断層 
断層の長さが長く，発震時の地震規模が大きいと予想される断層 

②桃山断層・樫原断層・光明寺断層・黄檗断層・宇治川断層 
断層の長さは短く，発震時の地震規模はあまり大きくないが，断層が盆地の内部や縁辺

部に位置するため，盆地の地震動が大きいと予想される断層 
③琵琶湖西岸断層系・有馬・高槻断層系 

京都盆地の周辺地域において，複数の断層が一連の断層帯を形成し，断層長さの長い起

震断層として評価されうる断層であり，発生する地震の規模が大きいと予想され，京都

市域でも強い地震動が発生する可能性がある断層帯 

ただし，花折断層と桃山断層，あるいは有馬・高槻断層系と宇治川断層は，断層の方向性が

同じであることから一連の断層帯が形成されている可能性があるが，地形的特徴から活動形態

が異なると推定されることや，活断層調査の結果から活動履歴が異なることなどより，それぞ

れ独立した起震断層とした。 
図－1.7 に示したように，地震被害想定の対象とした起震断層には，有馬・高槻断層系のよう

に，最新活動が 1,596 年の慶長伏見地震と推定され，地震発生確率が他の起震断層に比べて低

いと予想される断層も選定した。現状における活断層調査の精度や，起震断層のセグメント区

分の設定などに関する諸問題を考慮すると，地震被害想定に際しては，起震時において京都市

域に強震動が発生する可能性のある断層を対象として選定することが必要と判断したためであ

る。 
なお，平成９年における前回の地震被害想定 15)では，京都盆地の東縁と西縁を限る断層は黄

檗断層系と西山断層系として，それぞれ一連の起震断層とされていた。しかし，本被害想定に

おいては，黄檗断層はその南部に分布する井手断層との間において，断層が連続する積極的な

根拠がないこと，また，樫原～水尾断層と殿田～神吉断層とは活動様式が一連でないことなど

を考慮して起震断層を設定した。 
各起震断層の長さ，傾斜角度，幅，及び想定されるマグニチュードなどの断層パラメーター

は，図－1.7 にまとめて示しているとおりである。ただし，断層の幅は断層上限を深さ 2km と

し，下限は微小地震分布を参考

にして，京都盆地の東側で最大

18km，西側で 16km の深さに設

定して算出した。また，各起震

断層の想定マグニチュード(M)
は，断層面の面積から地震モー

メント(Mo)を求め，下に示す武

村(1990)16)による式に基づいて

算出した。 

LogMo = 1.17 M + 17.72 

以上は，京都市とその周辺地

域に分布する活断層による内陸

型地震の想定断層である。 図－1.8 海溝型プレート境界断層の震源域 17) 

京都 
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一方，図－1.8 に示す南海トラフのプレート境界の断層による海溝型地震については，文部科

学省の「地震調査研究推進本部」での震源域の検討成果 17)，及びこれを踏まえて実施されてい

る中央防災会議「東南海，南海地震等に関する専門調査会」での強震動予測作業成果 17) がある。

これらをもとに京都市に最も大きな被害を与える可能性のある，東南海地震と南海地震が同時

に発生する場合の被害想定を実施する。 
なお，地震には，プレート境界型の大規模な地震や，プレート内の活断層による直下型地震

に加えて，火山の噴火など火山活動に伴う「火山性地震」がある。火山性地震も，マグマの動

きなどに刺激されて，活断層がずれることにより発生する。 
日本列島付近には活火山が多く分布しており，東日本では北海道から東北地方，中部地方や

伊豆諸島，西日本では九州地方に火山帯を形成している。しかし，京都盆地周辺には，幸い活

火山は見られず，火山性地震についての被害想定を検討する必要はないと言える。 
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