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概

要

上町断層の研究は、1960 年代の調査から始まり、現在まで多数実施されている。しかし、数千年～数万
年周期の活動と表層部の都市化、さらには表層部にみられる撓曲構造などから、活動性については未だ十
分に解明されていない。しかし、近年の情報の蓄積から、断層変形部の抽出は着実に進んでいる。地表面
近くにおける上町断層の変形ゾーンは、従来の南北性の上町断層のみならず、西側に大きく湾曲するもの
である。
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1. は じ め に

きにわたって使われている。上町台地の地形的な特徴がど
のような要因で生じたものであるかについては 1950 年代

上町断層は大阪の中心部をほぼ南北に通過するもので、

までにはあまり考察されていない。そのため、この時期の
2)

活断層の一つとして文部科学省地震調査推進本部が認定

地質図

している。その分布は、日本の都市の中でも稀な都市部直

造線や生駒断層が記載されているが、上町断層は見られな

下に通過する断層である。上町断層の存在は 1960 年代頃

い。しかし、大阪市大の藤田和夫教授による六甲山地の構

より徐々に明らかになり、1980 年代には各種の調査から

造運動に断層運動が密接にかかわっているという研究か

その実態が確認され、さらに 1995 年の兵庫県南部地震後

ら、その考えは上町台地にも摘要されるのは自然な流れで

に行われた全国規模の活断層関連の調査によって、詳細な

ある。初期の地質図には北東－南西の構造も一部示してい

特徴などが明らかになりつつある。しかしながら、地表部

る(図 1)。

には中央構造線や六甲-淡路断層系、有馬-高槻構

の断層から地下深部の震源断層に至るまでの形状や特徴
は十分とは言えない。さらに表層部にみられる断層の特徴
は、人口改変による表層部の地質情報の消失や撓曲構造、
砂堆の分布などにより難解この上ない。
上町断層では、これまでに各種の調査が実施されており、
断層に関する情報は比較的多く、さらに表層のボーリング
データベースの整備が整った地域であることから、新しく
いろいろな事象が明らかになっている。本論文では、上町
断層研究の歴史と現状、そして表層部にみられる断層形状
や分布を取りまとめる。

2. 上町断層の調査の歴史
上町台地が平野に突出した岬状の地形をしていること
は、関西に住む人ならだれでも知っている。周囲の見晴ら
しも良いことから、絶好の立地条件を有していると、太閤
秀吉が大阪城を築城したことは有名なエピソードである。
大阪市街地の沖積層の先駆的な研究は、1930 年に山根新

図１

次 1)によって検討された。その地層区分や地層名は以降長
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大阪平野地域の地質図（藤田,1983）2)

1970 年代に入り、大阪万博が千里丘陵で開催されるの

1960 年前後に調査された OD シリーズと言われる、長尺
ボーリング調査の結果、東西の低地帯と上町台地の間には、

を受けて、急速に宅地化した際に、丘陵部で大阪層群の分

各海成粘土の分布標高が異なることから断層運動が密接

布が露頭として多数出現した。その中で、少路幼稚園前の

に関係することが指摘され始める 3) (図 2)。近鉄奈良線の

露頭では、上町断層の北部に位置する佛念寺断層による直

難波乗り入れによる地下鉄工事の際に開削した壁面の観

立した大阪層群が観察され 6)、長年保存されていたが、数
年前に開発を理由に消滅した(図 5)。

図５

しょうじ幼稚園に隣接して現れた断層
（豊中市教育委員会,1989）6)

1995 年に発生した兵庫県南部地震を契機に、科学技術
庁（のちの文部科学省）は地震調査推進本部を作り、日本
に分布する活断層を 110 のグループに分類し、予算をつけ
て各地域の自治体などに交付金調査を開始した。大阪市は
図２ OD ボーリングによる地層対比図（ikeb et al.,1970）3)
察やボーリング調査の結果、海成粘土は大きく西側に傾斜

平成７年度に実施し、市内における反射法地震探査や長尺
ボーリングによる新たな上町断層の分布の可能性を示し 7)、
大阪府では平成 8 年～10 年にわたって、大阪の北部と南

していることなどが観察され、撓みと破断を繰り返す形状

部の延長についての調査を実施した 8), 9), 10)。さらに、平成

が幅 400m にわたって分布することが取りまとめられた 4)

16 年には大阪平野地下構造探査を実施し、基盤部を含む

(図 3)。これらの結果を取り入れて 1966 年にまとめられた

平野地下の構造についての調査がなされた 11)、12), 13)。また、

「大阪地盤図」5)には上町断層による台地西側の地質構造

平成 22～24 年には重点調査が実施された 14)

や断面図が複数示されている(図 4)。
上町断層は、地表部における断層露頭が極めて少ない。
その要因は、１）都市により開発時の表層部の改変により

, 15), 16)

。地震

調査推進本部においては、これらを含む公表データ（査読
のある論文などを含む）を取りまとめて、上町断層の長期
評価を実施している。評価結果は、平成 16 年 3 月に取り

十分な自然露頭が無い。２）約 6000 年前の縄文海進時に

まとめられているが 17)、その後の調査についての見直しは

台地西端側の断層変形部が波蝕により残っていない。さら

行われていない。

にその部分に砂堆が発達している。３）そもそも地表付近
では破断せず、幅をもって撓む「撓曲構造を呈しているの

3. 上町断層の分布

で不明瞭である。と考えられる。

兵庫県南部地震以降、活断層調査が多数実施されるまで
は、断層の分布は基本的に地形にみられる特徴的な線状構
造を中心に活断層の分布について、検討がなされていた。
そのため、新編日本の活断層（1900）18)などの活断層分布
図は、地形学者による空中写真判読をベースとした作業を
中心に検討されていた。しかしながら、兵庫県南部地震が

図３

起こったことで、活断層＝震源断層と結び付けた考えが、

近鉄線難波駅地下乗り入れ工事の際の断面図

地震の予測→活断層（長さ、地表部の傾き、分布など）に

4)

（藤田,1984）

よる震源断層の推定という予測問題に向かう段階で、地下
深部との関係について検討する必要性も出てきた。このよ
うな状況の中で、地下深部（基盤部）における断層の変形
の確認や繰り返し変位を生じていると判断できる「累積
性」を確認する必要性が問われた。そのため、活断層調査
には、地形判読や表層部におけるボーリング調査やトレン
チ調査のみならず、反射法地震探査などによる調査なども
組み合わせて検討する方法が常套手段となった。しかしな
図４

がら、表層の地形を中心に示した「都市圏活断層図」19) と

ボーリング試料による上町西側の断面

活断層調査を研究の主軸に置いて活動した地質調査所活

（新編大阪地盤図、1988）5)
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断層センター（現：産業技術総合研究所

地質調査総合セ

ンター）の「活断層データベース」20)が示す上町断層の分
布はあまりにも違いがある(図 7)。

図７ 産業総合研究所地質調査総合センターの活断層デー
タベース 20)と国交省国土地理院の示す都市圏活断層図 19)

図６

近畿の活断層図（岡田・東郷編、2000）18)

いずれにせよ、平成７年の大阪市活断層調査による反射
法探査結果（なにわ測線）で見られる桜川撓曲の分布は 7)、
縄文の海進によって堆積する海成粘土層を含む堆積層に
よって、表層地形では検出できない構造である(図 8)。ま
た、図９に示すように基盤上面部から大きく落差をもち、
地表付近の地層で上下落差が小さくなるという、累積性を
確認することができる。平成 22 年度の重点調査時に作成
された 2mDEM においても、その形状は定かではない 14)。
しかし、西側で見られる桜川撓曲や住之江撓曲は反射法地
震探査による構造断面における判定から見ても、極表層ま
で変形していることから、活動的な構造であると考えられ

図８

新なにわ筋における反射法地震探査の地質構造検討

る。これらの分布について、詳細に検討を行ったのは、関

結果図（大阪市, 7)一部分のみ，一部加筆）

西圏地盤ネットワーク（KG-NET）が保有するボーリング

図中の数字は P 波速度（m/s）を示す。

データベースを用いた表層地盤の検討である。同関西圏地
盤研究会が取りまとめた「新関西地盤‐大阪堆積盆地‐」
21)

では、Ma12 層（上部洪積粘土層）の分布と変形によっ

て、撓曲構造の分布が概ね明らかになり(図 10)、さらに平
成 22～24 年度の上町断層重点調査時に検討を重ねること
によって、詳細な分布が明らかになった(図 11) 14) , 15), 16)。
上町断層の分布について把握する目的は、以下の 2 点に
ある。
１） 地表付近に分布する変形箇所を詳細に知ることか
ら、地盤の不連続部を把握し、上町断層の活動の
みならず、地震動によって被る地盤被害の集中す
る地域を事前に把握し、防災に活かす。
２） 全体的な断層の分布を把握し、断層の全長を知る
ことで、地下深部にある震源断層の長さ、傾きな
ど、被害予測に用いられるパラメータを推定する。
2 つの目的は、似ているようだが、実際には異なる。１）
は詳細に検討して、地震動を被った場合に地盤プロック
の境界として被害が集中するなどの脆弱部に該当する
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図９

大阪平野地下構造探査結果図（大阪府,2006）13)

箇所を正確に把握しようというものである。２）は細か
な分布を詳細に検討するというよりも、断層全体の広が
りや特徴から断層の長さ、センス（横ずれ量、上下量、
正断層か逆断層か、断層面の傾斜などを把握し、被害予
測に用いることになる。

4. 上町断層の活動性について
上町断層の活動性を調べる実際の調査は非常に難しい。
佛念寺断層における調査では、断層を挟んで大きく地層に
ギャップがあり、かつ完新統の新しい地層が表層部に見ら
れないことから、活動性評価は難しい 8)。大阪南部におい
ては、丘陵部との境界付近に断層が分布することから、砂
礫質の堆積物に覆われており、断層活動による変形部の特
図 10

定や検討は難しい 9)。
断層の活動性についての検討の場合、
１）

活断層の活動周期

２）

活断層の最終活動時期

ボーリングデータベースを用いた東西断面

「新関西地盤‐大阪堆積盆地‐」一部加筆 21)

を調べる履歴調査が必要となる。活動周期については、
我々の生命活動よりもはるかに長い時間での繰り返しを
検討することになる。一般的な活断層の周期は数千年～数
万年程度のものと考えられており、短いものでも南海トラ
フ等の海溝型で 100 年～150 年周期である。
活動周期を調べる場合は、断層を挟んでボーリング調査
あるいは、地表付近におけるトレンチ調査を実施し、断層
を挟んで分布する同時代の地層を対比すること、各地層が
どれだけのギャップ（変位）をもっているかを検討するこ
とで、活動の周期を推定する。大阪平野内では、海成粘土
層が水平に堆積し、その後、断層の活動によって比高差や
ギャップが生じる。断層を挟んで上下変位が明らかになれ
ば、その変位量を海成粘土層の堆積年代、あるいはその海
成粘土層に含まれる広域火山灰層の降灰年代で割り算す
ると、年単位の活動量が産出される。活動量は周期が長い
ので、一般的に 1000 年単位（ky）で示される。
最終活動時期の特定には、地表付近でトレンチ調査を実
施して、新しい地層の変形や変位について詳細に観察し、
変形時期について年代測定技術を用いて測定し、明らかに
するものである。地表付近で数 m×数 m、深さ数 m 程度
のトレンチ（溝）状に掘削し、その壁面を詳細に観察して、
細かく堆積層を区分して、断層部における変位の有無を確
認する。トレンチ調査を行う場合、断層が通過しているジ
ャストポイントを認定し、しかもその部分の土地（公共地、
私有地等）における調査について承諾を得て実施すること

図 11

Ma12 層変形部の分布による上町断層表層変形の分布
文部科学省・京都大学防災研究所（2013）16)

になる。場所は、どこでも良いわけではなく、現在~数万
年前までの地層が少しずつ堆積しており、且つ、深さ数 m
の中に複数枚の地層として観察できること、各地層の年代
値を特定できる指標となる試料（火山灰や炭素年代測定が
可能な炭化物など）を含んでいることが条件となる(図 12)
22)

。
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上町断層の場合、このトレンチ調査の場所を決定するこ
とが難しい。市内表層部は断層のように面でずれているの
ではなく、数 100m 幅で撓曲しているため、トレンチ調査
での食い違いは判別できない。特に、最新活動時期は地表
部での地層による判断なので、難しいというのが現状であ
る。杉山他（1998）23)では、淀川河川敷における郡列ボー
リングによって、地層対比を行い、河川堆積物の砂層では
表１

上町断層の長期評価（平成 16 年 3 月 10）17)

図 12

トレンチ調査の例、丹那トレンチ壁面図

1-16 は地層番号（丹那断層発掘調査研究グループ,1983）22)

図 13 新淀川コアの対比総括図結果図（杉山他,2003）23)
が、文部科学省地震調査推進本部の長期評価として示す値
に採用されている。
さらに、この長期評価によるとりまとめから言えば、上
町断層の全長は 42km、傾斜は 65～70°、幅は約 15～20km
とし、平均変位量（上下）は約 0.4m/千年とある。1 回の
図 14

活動で全区間が変位したとすれば、M7.5 程度の地震が発

大阪府被害想定による、上段：上町断層、

生し、1 回のずれ量を 3m 程度と推定している(表 1)17)。

24)

下段：生駒断層の検討結果（一例）（大阪府,2007）

大阪府や大阪市、堺市においては、この検討結果を用い
あるが、断層を挟んで対比線がつながらない部分を堆積の

て、地域の被害想定を実施している 24), 25), 26)。いずれの検

ギャップが発生した時期＝断層活動時期として解釈し、そ

討結果からしても、直下型地震として発生すれば、局所的

の年代幅から活動間隔を 8,000 年程度、最新活動時期を約

ではあるが、震度 7 を予測するエリアが多数あり、震度 6

28,000 年前～9,000 年前と算定した(図 13)。この検討結果

以上の地域は、市街地を多く含む結果である(図 14)。

1- 5

5. 上町断層発生か？南海トラフか？

6)

上町断層が発生すれば、大阪の市街地において甚大な被

7)

害が発生することは自明である。揺れ、液状化などの予測
は主に 250m メッシュで地域全域の検討がなされている 24),

8)

25), 26)

。これによる倒壊件数や火災発生のシミュレーション

9)

もなされているが、変位に対しての検討は未だ不十分であ

10)

る。地表面近くにおける上町断層の変形ゾーンが明らかに
なった現在、新しく街づくり、防災対策として、断層活動

11)

時に生じる地表部の変形箇所を事前に把握し、対策を講じ
ることで減災につながるのではないかと考える。もちろん、

12)

断層変形箇所は、数千年間隔で活動する上町断層よりもは
13)

るかに周期の短い南海トラフ地震の際にも可動部として
強く変形すると考えられる。よって、事前に確認可能な断

14)

層の変形ゾーンを把握し、対策を講じるなどの工夫があれ
ばある程度減災することが可能である。
15)

断層変形ゾーンの詳細把握とその場所における各種構
造物の減災対応は、今後発生する地震に対して、より安全
なまちづくりを推進し、今後発生する地震動に対しても迅

16)

速な復興対策が可能になると考えられる。
南海・東南海地震が今後 30 年間に発生する確率は 60～
70％と推定され

17)

27)

、上町断層の発生確率も 2～3％と高い

確率が示されている 17)。しかし、実際に考えれば、我々の

18)

日常生活の時間幅とは大きなギャップがあり、対策の考え

19)

方も難しい。まずは、上町断層の分布を詳しく知ることが
重要であると考える。

20)

一方社会的に言えば、被害想定の場合、地震の発生する
大きさや揺れの強さはほぼ一義的であっても、地震の発生

21)

時間や季節などによっても被害が異なる。つまり災害の発
生は、自然現象だけではなく、人間活動によって発生する

22)

災害の規模や種類も異なる。詳細に検討された断層の特徴
23)

をどのようにとらえて、社会的な減災を目指すのかは、今
後の課題である。

1)
2)
3)

4)
5)
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