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１ 首都直下地震の被害想定
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1.1 政府の首都直下地震に関する最新報告

① 首都直下地震とは、今後３０年間に７０％の確率で首都圏（１
都３県プラス茨城県南部）で発生すると予想されている地震

② そのうち、被害が大きく首都中枢機能への影響が最も大きい
のが都心南部直下地震。政府はその被害想定を詳しく示し
ている

③ ただし、都心南部直下以外での発生も当然考慮しておかな
ければならない。首都圏の別の場所で発生した場合、東京
都心部の被害は相対的に軽くなる
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1.2.1 都心南部直下地震の震度分布

出典：最終報告の別添資料１「
人的・物的被害（定量的な被害）
」．内閣府防災担当Website参照
http://www.bousai.go.jp/jishin/s
yuto/taisaku_wg/pdf/syuto_wg_s
iryo01.pdf
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1.2.2 都心南部直下地震と大正関東地震
タイプの地震の震度分布の比較

都心南部直下地震 大正関東地震タイプの地震 6
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1.3.1 250mメッシュ別の全壊棟数、焼失棟数



1.3.2 250mメッシュ別の全壊・焼失棟

（都心南部直下地震，冬夕，風速8m/s）
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1.4.1 政府の首都直下地震の被害想定（１）

政府の概要資料より～

１．地震の揺れによる被害

(1) 揺れによる全壊家屋：約175,000棟、建物倒壊による死者：最
大約11,000人

(2) 揺れによる建物被害に伴う要救助者：最大約72,000人

２．市街地火災の多発と延焼

(1) 焼失： 最大約412,000棟、建物倒壊等と合わせ最大約61万
棟

(2) 死者： 最大約16,000人、建物倒壊等と合わせ最大約23,000
人
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1.4.2 政府の首都直下地震の被害想定（２）

３．インフラ・ライフライン等の被害

(1) 電力： 発災直後は都区部の約5割が停電。供給能力が５割
程度に落ち、１週間以上不安定な状況が続く

(2) 通信：固定電話・携帯電話とも、輻輳のため、９割の通話規
制が１日以上継続。メールは遅配が生じる可能性。携帯基地
局の非常用電源が切れると停波。

(3) 上下水道：都区部で約５割が断水。約１割で下水道の使用が
できない。

(4) 交通：地下鉄は１週間、私鉄・在来線は１か月程度、運行停
止する可能性。主要路線の道路啓開には、少なくとも1～2日
を要し、その後、緊急交通路として使用。都区部の一般道は
ガレキによる狭小、放置車両等の発生で交通麻痺が発生
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1.4.3 政府の首都直下地震の被害想定（３）

(5) 港湾：非耐震岸壁では、多くの施設で機能が確保できなくな
り、復旧には数か月を要す

(6) 燃料：油槽所・製油所において備蓄はあるものの、タンクロー
リーの確保、深刻な渋滞により、非常用発電用の重油を含め
、軽油、ガソリン、灯油とも末端までの供給が困難

４．経済的被害

(1) 建物等の直接被害：約４７兆円

(2) 生産・サービス低下の被害：約４８兆円

合計：約９５兆円
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1.5.1 郊外から都心へのアクセス回復時間（１）

中央防災会議の首都直下地震の被害想定（2013年）では、

① 道路

直轄国道の主要路線、首都高速、高速道路では、被災状況の把握
、点検、通行車両の誘導、道路啓開に少なくとも１～２日程度を要し、
その後に緊急交通路、緊急輸送道路等として緊急通行車両等の通
行が可能となる。

都区部の一般道は、被災や液状化による沈下、倒壊建物の瓦礫に
より閉塞し、通行できない区間が大量に発生し、渋滞と相まって復旧
には１か月以上を要することが見込まれる。

② JR在来線、私鉄

阪神・淡路大震災等の教訓を踏まえ、高架橋等についての耐震補
強が進められているが、架線の損傷や軌道変状、切土・盛土の被害
、橋梁の亀裂・損傷等が発生し、運転再開まで１か月程度を要するこ
とも想定される。 12



1.5.2 郊外から都心へのアクセス回復時間（２）

「国土交通省首都直下地震対策計画」（2014年）では、

① １日約１００万台が利用する首都高速道路では、市街地火災の影
響による鋼桁の損傷、地盤変異による高架橋の大変形が生じた
場合、首都高３号線、４号線や湾岸線等で数ヶ月に渡り通行不能
となる。

② 震度６強以上のエリアでは沿道建物や電柱の倒壊、道路施設の
損傷、また湾岸エリアでは液状化が発生し、道路交通が寸断。幹
線道路上には膨大な数の滞留車両・放置車両が発生し、自衛隊
や消防など救命救助活動にあたる緊急車両の移動を阻害し被害
が拡大。

国土交通省は、道路啓開に当たる建設機材、建設技能者のほとんど
が郊外に所在することも踏まえ、郊外から都心部へ道路啓開を進め
る方針。つまり、都心部側からは行えない
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1.6 東京都内の交通規制と緊急交通路

大震災(震度6弱以上)が
発生した場合
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２ 中央省庁のBCP
の概要
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2.1 行政の業務継続の概念（突発災害）

出典：内閣府（防災担当）「 大規模災害発生時における」地方公共団体の業務継続の手引き（平成28年２月）

※ 時間の経過とともに応
急業務は縮小していくが、
図に記載されている以外
の復旧・復興業務が徐々
に増加していくことに留意
する。
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2.2.1 行政機関のＢＣＰ策定経緯（１）

 2001年9月、9.11同時多発テロ発生、日本でもBCPが注目される

 2004年12月及び2005年2月、「首都直下地震被害想定」公表。首
都中枢機能の継続対策の必要性が強く認識される

 2005年8月、中央防災会議（内閣府）「事業継続ガイドライン第１
版」公表。首都中枢機関（中央省庁、東京都等）にBCPの策定を
求める

 国土交通省関東地方整備局がBCPを策定。続いて同省本省が
BCPを策定。

 2007年6月、内閣府「中央省庁業務継続策定ガイドライン（首都直
下地震対策）」公表。その後、全府省庁がBCPを策定

 2009年7月、関係省庁対策会議「新型インフルエンザ対応中央省
庁業務継続ガイドライン」公表。その後、全府省庁が策定
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2.2.2 行政機関のＢＣＰ策定経緯（２）

 2011年3月、東日本大震災発生。南海トラフ地震とともに首都直下
地震についても被害想定や対策の見直しが始まる

 2013年、「首都直下地震対策特別措置法」成立（南海トラフの特別
措置法と同時）

 2013年12月、中央防災会議「首都直下地震の被害想定と対策に
ついて（最終報告）」公表（新たな首都直下地震の被害想定）

 2014年3月、同法に基づく「行政中枢機能の維持に係る緊急対策
実施計画」として、「政府業務継続計画（首都直下地震対策）」閣
議決定（ただし、BCPの骨子的なもの）

 2014年9月、内閣府「政府業務継続に関する評価等有識者会議」
発足、現在まで各府省庁のBCPをヒアリング・評価

 2016年4月、内閣府「中央省庁業務継続ガイドライン第2版（首都
直下地震対策）」公表
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〇首都直下地震発生時における対応

１ 迅速な初動体制の確立

２ 対処基本方針の策定、

３ 非常時優先業務の実施

（１）概ね３日目まで～ ①内閣機能、②被災地への対応、③金融・経済
の安定、④国民の生活基盤の維持、⑤防衛及び公共の安全と秩
序の維持、⑥外交関係の処理、

（２）概ね３日目から１週間まで （３）概ね１週間以降

４ 関係機関の連携

５ 情報の発信

６ 職務代行

７ 職員及び庁舎のあっせん

８ 帰宅困難者の受入れ

2.3.1 政府業務継続計画（2013年）の発災時業務
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2.3.2 政府業務継続計画（2013年）の参集の記述

第2章 第2節 政府の業務継続への備え 1．執行体制

（４）職員の参集状況の把握、参集要員の確保等

 各府省等は、地震が勤務時間以外の時間に発生した場合に参集
できる職員の人数を、内閣府が定める方法で調査、時間別に把握

 一定時間以内に参集できる職員数を踏まえ、１週間交代制で常駐
に必要な人数を勘案、時間内に参集する要員として確保

 必要な職員は、庁舎の近傍の宿舎に優先的に入居させる等の措
置を講ずることにより確保する

 参集要員の氏名、担当業務等を記載した名簿を作成、参集要員
に関する情報を適切に管理、参集要員に対し必要な事項の周知

 各府省等は、相互に連携協力し、参集を指示するシステム、職員
と家族の安否等に関する情報を集約するシステム構築に努める
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2.4.1 ガイドライン第2版（2016年）の参集評価（１）
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2.4.2 ガイドライン第2版（2016年）の参集評価（２）

１．参集要員
① 発災時期等の設定

モデルケース： 冬の日曜日、夕方18 時、風速８ｍ/ｓ

② 参集不能割合の設定
モデルケース： 全職員の10％

③ 参集手段の設定
モデルケース： 20km 圏内は徒歩参集、10km を超えて距
離が１㎞遠くなるごとに、１割ずつ徒歩参集できない職員が
増加。

④ 徒歩参集開始割合（時系列）の設定
モデルケース： 直ちに参集開始 80％、

12時間後参集開始 20％
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2.4.2 ガイドライン第2版（2016年）の参集評価（２）

２．参集要員以外の職員
直ちに参集開始 10％
12 時間後に参集開始 30％
24 時間後に参集開始 30％
48 時間後に参集開始 30％

３．徒歩参集時間の計算
「参集距離（km）」を「参集速度（km/h）」で除して時間を計算
モデルケース:
参集距離（km）: 緊急輸送道路（一般道）や避難道路を優先的

に経由し、かつ最短距離
参集速度（km/h）: 出発までのリードタイム、停電による視界不

良、路上障害物の回避、徒歩帰宅者による混雑、休憩等を
考慮して、２km/h
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３ 職員の参集の
必要性と留意点
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3.1 府省庁の都心への参集の必要性

① 府省庁の職員が業務が最も行いやすい拠点は、必要な情
報が蓄積され、いつもの組織、慣れた機器・機材等も使用
できる平常時の職場である

② 大臣をはじめとした府省庁の上級幹部は都心部に居住し
ていることが多く、支える人材が必要
→ 府省庁が代替拠点に移転したら状況が変わる

③ 官邸、国会、政党本部及びその上級幹部が都心部に居住
していることが多く、報告は都心部で行う必要がある
→ これら組織が代替拠点に移転したら状況が変わる

④ 首都直下地震発生時でも維持すべき首都中枢機能を担う
組織が都心部に集まっており、連絡さえとれれば連携が行
いやすい
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3.2 都心への参集に支障となる環状エリア

① 東京では、環状７号線内外から８号線までの地域に木造密
集住宅地区が多く存在し、そこで地震動による建物の倒壊
と火災の発生が多い

② この環状エリアが都心部を囲み、道路閉塞率も高いと予想
されている

③ この環状エリアの外側に居住する者が都心部へ参集する
には、このエリアを通過しなければならず、参集の危険度
が高くなる

④ 参集者が長時間歩くと、スマホ・携帯が輻輳でつながりにく
い中で、電源が切れ、全く連絡が取れない状況が続く

⑤ このような環状エリアは東京に特有の問題であり、大阪で
も状況が異なる
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3.3.1 首都直下地震250mメッシュ別の全壊・焼失棟

（都心南部直下地震，冬夕，風速8m/s）
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3.3.2 首都直下地震 道路リンク閉鎖率
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3.3.3 首都直下地震250mメッシュ別の
全壊棟数、焼失棟数
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3.4 大阪上町断層帯の地震500mメッシュ別の
全壊棟数、焼失棟数

大阪には、木造密集地帯が環状に存在していない



3.5 府省庁の代替拠点を活用したBCPと都心参集

① 東京では、職員の郊外から都心部への長距離参集は、危
険を伴い時間もかかり、家族も反対し、歩いている間は連
絡も取れない。有識者は、各府省庁にできるだけ避けた方
がよいと提案している

② 郊外部の居住者は、郊外部の代替拠点に参集し、そこで府
省庁の本庁舎で行っている業務をできるだけ代行すること
を積極的に考えるように提案。特に、管理職は参集で長く歩
き音信不通より代替拠点で判断ができる方がよい

③ しかし、代替拠点を活用しても、本庁舎への一定数の参集
が不可欠。そこで、都心部へ無理なく徒歩で参集できるメン
バーの恒常的確保は、代替拠点を活かす方法においても
不可欠
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