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今後、３０年以内に７０％の確率で発生するとい             1,000年に一度の東日本大震災が起きて、プレートに歪みが生じ 

われている南海トラフ巨大地震ですが、11年前の東            それを解消しようとする地震が頻発しています。震災前に比べて 

日本大震災の１０倍以上の被害が想定されています。            内陸での関連地震は約 3倍に増えています。同じ地殻変動による 

鎌田教授によると南海トラフ地震はおよそ１００年             地震は 1,100年前の平安時代にも発生していて 869年に東日本 

周期で起きていて、1944年の昭和東南海地震の次に                         震災と同じ三陸沖を震源域とする巨大な貞観地震が発生しその 

起きるのは 2035年±5年だと言います。又、南海ト     9年後の 878年にマグニチュード 7.4の相模・武 

ラフ地震の後、富士山の噴火が懸念されていますが、                   蔵地震という直下地震が起きています。さらに 9 

江戸時代の宝永南海地震から宝永噴火まで 49日後  年後には南海トラフを震源とする巨大地震（仁和 

でした。最近の地震予知連絡会などの結論としては、   地震）が発生しています。東日本大震災の 11年後 

正確な余地は困難ということで白旗を上げました。            に首都直下地震が起こったら…2022年、実は今年なのです。  

首都直下地震は、関東大震災から今年で 99年が経過していつ起きても   それに 9を足すと 2031年になり 2035年±5年と符号します。         

不思議でない状況で秒読み段階に入っていると危機感を持っています。 1000年単位で起こる巨大地震と 100年単位で起こる大地震の時間 

国の中央防災会議は首都直下地震の発生確率を「30年以内に 70％」と 軸がオーバーラップしているのが現代です。東日本大震災よる歪 

していますが、関東南部でマグニチュード 7.3の地震が発生するケース    みが東京周辺に集中し首都直下地震を起こし南海トラフ巨大地震 

では犠牲者 2万 3000人、全壊または焼失する建物は 61万棟、経済的    で打止めになるという予測を蒲田教授は予測しています。 

喪失は 95兆円にのぼると想定しています。 ※鎌田浩毅氏＝理学博士、京都大学院人間環境学研究科教授、著書に「生き抜くための地震学」他 

   

 

 

             

 

 

 

 

                                          

BOUSAI  Scheme  Ｒｅｐｏｒｔ 

防災  スキーム   レポート  
JuKen 防 災 特 集 

最新の防災・減災情報紙 

〇 2023年関東大震災から 100年を迎え、首都直下地震は秒読み段階。 
〇 南海トラフ地震は２０３0年±５年での発生予測、被害は3・11の10倍。 

京都大学名誉教授で地震火山研究の第一人者である鎌田浩毅教授の大地震発生に関する研究成果が発表されました。 

「富士山噴火と南海トラフ」などの著書の他、最新科学データに裏打ちされた信頼性の高いエビデンスによる地震予知です。 

優先順位 第 1位 
自分と家族の命を守る住環境の備え 
大地震や災害が発生した時、全てのことに優先とするのは、怪我せず 

命を守る事です。命を失えばその先はありません。 

その為に、住環境をしっかり対策し備えましょう。 

① 耐震補強工事及びシェルタースペースの確保。 

② 火災発生の防止対策。 

③ 家具や電気製品の転倒や落下防止での固定。 

④ 窓やドア、食器棚類のガラス飛散防止。 

  

④  

 

 

優先順位 第 2位 

在宅（自宅）避難が出来る生活環境の事前対策 
外部避難所での生活は劣悪な生活環境で体調を崩したり人間関係で 

疲弊します。感染症の問題もありますので在宅避難が理想です。 

① 新耐震基準以前の建築では確実な耐震補強工事を実施します。 

② 耐震補強工事が不可の場合、寝室や空部屋をシェルターに改修。 

（非常電源、暑さ・寒さ対策、非常用トイレ、等の設備確保） 

③ 飲料水、中期滞在の非常食、医薬衛生用品、防寒具等の備え。 

④ 情報、通信の手段と電源の確保。手持ち現金の準備。 

 

 
優先順位 第 3位 
外部避難所に入るための知識と準備 
建物の倒壊や損傷、火災焼失などで在宅避難が不可能な場合は外部の
指定避難所に行くことになります。その場合の持出し準備品です。 

① 避難所に持参すべき物品のリストアップと準備。 

着替え、医薬品生理用品、感染対策、身分証明(免許証や保険証) 

② 幼児や高齢者がいる場合には、避難物品のリストアップと備え。 

③ スマホ用充電器（手回し発電機能）、携帯ラジオ、手元現金。 

④ 避難場所によって持込みの規定があります。事前確認が大切。 

  

 

 

優先順位 第４位 
自助・共助・公助の意識と知識そして覚悟 
在宅避難や外部避難所において、災害発生時から暫くは自分のことは
自分で行う自助、出来ない人には援助の共助が大切です。国や自治体
の支援や民間の援助などの公助は時間が掛る事を覚悟しましょう。 

① 自分と家族の体調管理を行い、避難所施設の活動に協力する。 

② 幼児、子供、女性、高齢者などへの気遣いと支援を行う。 

③ 防災は、国や自治体に依存するのではなく、自分の事であり身近
な地域共助の問題として必要な防災投資と意識を育てましょう。 

 

 

 

 

地震の震度と揺れ等の状況                                   

                                      国土交通省・気象庁資料 
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推薦図書「震度 7 何が生死を分けたのか」 

 

    

 

地震災害で一番の脅威は電気火災 

 
 

                                      

                                                         

 

 

 

 

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

首都直下地震や南海トラフ地震で一番懸念されているのが大規模な    感震ブレーカー「一発遮断」は、日本消防設備安全センターの消防               

広域火災発生です。ガスや石油機器は地震で自動遮断する装置が必   推奨マークを取得済みです。今後は、全国の市町村自治体が進める、 

ず着いていますが、電気機器、設備にはありません。地震直後に発   補助金支援制度を活用し、全世帯設置を目指して本格的な普及推進の 

生する火災と時間が経過して停電から通電再開時に発生する電気火   活動を進めています。 

災が６割以上の原因で発生しています。感震ブレーカー「一発遮断」 

は、震度５強以上の地震で作動し電気火災を防止します。取り付け    一般市民特に高齢者や女性では地震発生時に家電製品や電気配線から 

はアース付コンセントに取り付けて、 LED ランプが点灯すれば正常    深刻な火災が起きることを知らない人がまだ圧倒的に多いようです。 

な待機状態になり、誰にでも確実に設置が出来る事が特長です。     電気は怖い、知識がないという先入観で思考が止まっています。 

感震ブレーカーは，住環境創造研究所が特許を取得し東京都府中市    自分だけ我が家は大丈夫という思い込みバイアスがかかっています。 

の多摩岡産業株式会社とライセンス契約を結び製品化されました。    感震ブレーカーの普及には、地元密着で電気製品や工事を担っている 

製造発売元は多摩岡産業株式会社で販売元は住環境創造研究所です。   電器店の力が必要です。電器店のビジネスに防災を加えることで 

感震ブレーカー「一発遮断」希望販売価格 9,900 円 （送料別途）       地域防災に貢献でき、固定客の他、新顧客開拓にも結び付きます。    

 

 

 

感震ブレーカーが作動した場合いや 

台風など自然災害、事故などで停電 

しても、照明の明かりを自動で維持                      

します。連続点灯時間は 6 時間前後 

日常照明時に自動充電式なので常に 

100%充電されているバッテリー 

内蔵の LED ランプです。白熱球に 

比べ普通の照明でも 70%前後の節電タイプで、寿命も白熱球の 4 倍 

以上、非常照明用として安心です。※電球色と昼白色があります。 

 

             

 

 

 

  

 

 

阪神淡路大地震の教訓として次の震災から命を守るた

めにＮＨＫスペシャル取材班が編集した本が出版され

ています。多くの被災者にとって、突然の震災は永くそ

して耐え難い体験になりました。神戸市の消防署が作成

した「消防署の救助活動の全記録」を元に 5千人余りの

死体検案書を精査し震災被害の真実に迫った内容です。 

6,500 人の犠牲者のうち 80%が地震発生直後の建物倒壊や家具類による圧

死、窒息死そして広域火災による焼死でした。著者が最も注意を喚起して

いるのは電気による広域火災の防止対策です。停電後の復旧で起きる通電

火災もその一因です。電気火災の防止対策として 

「感震ブレーカー」の普及が最も重要であると強調 

されています。地震発生直後において「命を守る」 

事がいかに大切か理解できるお勧めの図書です。 

発行=KK ベストセラーズ  http:www.kk-bestsellers.com/  定価 1,430 円(税別) 

 

仕  様(リチウムイオン電池内蔵ランプ) 

50W 相当タイプ ・サイズ 60×117mm 

明るさ 660lm・消費電力 6W ・LED 

停電時明るさ 200lm ・点灯時間 6 時間 

ランプ寿命 4 万時間 ・差し込み口 E26 

大地震で電気火災の無い 
安全と安心の住まいづくり、街づくり 

特許製品 

防推奨第４５号 
特許第 6734516 号 

 
広域火災が無ければ８０％の人的、物的被害を減らせる。 

地震発生直後の電気火災 

      地震直後に発生する電気 

         火災は、電気ストーブや 

         電気器具、電気配線など 

         が建物の損壊や家具類の 

転倒で、漏電やショートを起して発火します。 

激しい揺れの中で消火対応は困難であり外部 

への避難が出来なくなる可能性があります。          

漏電遮断器（漏電ブレーカー） 

停電復旧時の通電火災 

            地震が収まり電力会社の 

          停電復旧工事が終わると 

          地域毎に通電が開始され 

ます。その時点で漏電や

電気配線のショートで火災が発生する現象を通

電火災と言います。感震ブレーカー「一発遮断」

は火災を予防し復旧を早めることに有効です。 

停電の復旧を早めるために 

 

 

 

〇 小型ながら信頼性の高い性能 
取り付け後、特別の操作や設定が不要です。 

 

仕  様    コンセントリレータイプ（全館型）              
製 品 名    感震ブレーカー 「一発遮断」EQ-5               
設置場所    アース端子付きコンセント             
定格電圧     AC100V (50/60HZ)                    
適  応    漏電遮断器 高速型 30mA以下 0.1秒  
動作性能    震度 5強(250gal周期 0.5秒)                
耐用年数   10年 寸  法   W74×D36×H56mm      

    

                

 

感震ブレーカーがなかなか普及しない理由とは。 

 

電気分電盤 

お問合せのご案内   一般社団法人住環境創造研究所 東京都稲城市東長沼５６８－１１ ＴＥＬ０４２（３７９）９４４４ 

メールでのお問合せ  Ｅ－ｍａｉｌ  ｉｎｆｏ＠jｕｋｅｎ．ｏｒ．ｊｐ  ホームペジからは、ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｕｋｅｎ．ｏｒ．ｊｐ 
 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1586569459/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9tYXRvbWUubmF2ZXIuanAvb2RhaS8yMTM5MDEwMzA1NzkzODM2MzAx/RS=%5eADB85gAQPYB2WLPhP6dMMh5RbV6sbo-;_ylt=A2RCD05yz49eLkoAEweU3uV7
https://base-ec2.akamaized.net/images/item/origin/a16088cea7ce43766eef181564c0b7b1.jpg
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1587108409/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc2Vpa2F0c3UxMTAuanAvZWxlY3RyaWNhbC9ldF9kaXN0cmlidXRpb24vMTM2ODAv/RS=%5eADBZyzuejKVNV4ZMKsrW0G4jsACy8E-;_ylt=A2RiomG4CJheGzcA0CYdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1587106087/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuZXN1bWFpLmpwL2FydGljbGUvMzg5NS5odG1s/RS=%5eADB8UbtUc5myK8W1QRIGYhh544cuZ4-;_ylt=A2RCA92m_5defkIAXQAdOfx7

