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　実際の揺れは、地盤や地形に大きく影響さ
れますが、震度が観測されたときに比較的多
く発生する現象や被害を、気象庁は次のよう
にまとめています。

【震度６弱】
　立っていることが困難。固定していない家
具の大半が移動し、倒れるものもある｡ドア
が開かなくなることがある、壁のタイルや窓
ガラスが破損、落下することがある。

【震度６強】
　立っていることができず、はわないと動く
ことができなくなる。揺れにほんろうされ、
動くこともできずに飛ばされることもある。
　固定していない家具のほとんどが移動し、
倒れるものが多くなる。
　壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建
物が多くなる。補強されていないブロック塀
のほとんどが崩れる。

【震度７】
　固定していない家具が飛ぶこともあり、鉄
筋コンクリート造建物で、１階あるいは中間
階の柱が崩れ、倒れるものがある。
　補強されているブロック塀でも破損する
ものがある。

  命を守る10センチの空間

　25年前、1995年1月17日に発生した阪神・
淡路大震災の最大震度は７でした。
　この震災による死者は6,434人に及び、死因

――千葉の地震について気象庁は、東北地方太平
洋沖地震の余震と発表しましたが、茨城の地震に
ついてはコメントなしです。

塩坂　どちらの地震も早朝に起きたので、関
東地方の皆様は驚かれたと思います。
　千葉東方沖で発生した地震の震源の深さ
は36㎞ですから、フィリピン海プレートの上
盤で起きた地震です。
　気象庁は、東北地方太平洋沖地震の余震と
発表しましたが、余震なら震源の深さはせい
ぜい10㎞。このように深いところが震源には
なりません。
　その後も比較的近い場所でＭ3.5、Ｍ3.8、
Ｍ4.4と、何度も地震が発生していますが、い
ずれも震源の深さは50㎞ぐらいです。
　７月９日の茨城南部の地震はＭ4.7、震源
の深さは50㎞と、これも深いところで起きて
いるので、フィリピン海プレートが関係する
地震です。
　もし今後、この付近で、Ｍ６クラスの地震

が 立 て 続 け
に 起 き る 群
発 地 震 が 発
生すれば、銚
子 ～ 前 橋 間
の 中 央 構 造
線で、一部だ

右の●●●は、この30年間に震度６弱以上の地震が起きた震源地。
空白の首都で直下地震が近づいています。
命を守るための対策と心構えを忘れないようにしましょう。

６月25日早朝、千葉県沖で発生したマグニチュード（Ｍ）6.1の地震は
関東地方の広い地域に大きな揺れをもたらし、
首都直下地震が近いのではないかと、多くの人を不安にさせました。
さらに、７月９日午前６時過ぎ、今度は茨城県南部でＭ4.7の地震。
 これらはカウントダウンに入った首都直下地震と関係があるのか。
塩坂邦雄博士に伺いました。 

大地震に備えて！！首都直下地震

家具を凶器にしない準備を

の77％は、家屋の倒壊や家具などの転倒に
よる圧迫死。9％は「焼死・熱傷」と報告さ
れていますが、倒壊家屋の下敷きになったま
ま焼死された方もいるのです。
　死因を調べた西村明

あきよし

儒助教授（横浜市立
大学・法医学）によると、神戸市内の死者約
3,650人の検案書から、圧迫死のうち54％は、
胸部や腹部を圧迫されて呼吸ができなくな
る「窒息死」。わずか30㎝でも空間ができれ
ば助かるということです。
　また、この震災による負傷者約43,800人の
多くは家具などの転倒、家屋の倒壊、落下物
などによるものでした。
　命を守り、ケガを防ぐためには、耐震リ
フォームだけでなく、家具対策が重要です。

深さ0～30km

深さ30～100km

深さ100～300kmけが破壊される
右横ずれ断層が
起きる新たな可
能 性が高まった
と言えます。
　ですが、まだそ
の傾向は見えて
いませ ん。今 後、
この地域で起き
る地震の回数、規
模を見て、判断するしかありません。
――長野・岐阜の県境では、相変わらず深さ約
10㎞のところで地震が頻発しています。
　７月５日には岐阜県飛騨地方で、Ｍ4.6の地震が
起きました。こちらはどうなりますか？

塩坂　その地下でフィリピン海プレートの
破壊が進んでいるということです。
　千葉、茨城の地震が落ち着いて、関東山地
～丹沢山地付近で群発地震が発生しだした
ら、中央構造線での右横ずれ断層による首都
直下地震に連動することが考えられます。
　最悪、銚子～前橋間のすべてが破壊されれ
ば、Ｍ8.0以上の地震が起きる可能性もあり
ます。
　しかし、現時点ではそれ以上のことはわか
りません。もう少し地震の傾向を観察、分析
してから、皆さんにお知らせします。  （丸田）

気象庁HPより千葉、茨城の地震は前触れ



食品と暮らしの安全 No.376  2020.8.1 発行　1110　食品と暮らしの安全 No.376  2020.8.1 発行

　「家具の固定には、クギではなく、必ずネジ
を使うこと。振動によって抜けるのを防ぐた
めです。ネジ止めは、キリで下穴を開けてお
いても大変です。ネジ山に石けんをすっとこ
すっておくと、わりと楽にねじ込めます。
　固定の際に気を付けてほしいことが３点
あります。
　１つは、ねじ止めの箇所を選ぶこと。
最近は、細い枠組みに板をかぶせた家具
が多いので、場所を選ばないと、力がか
かったときに抜けてしまいます。
　２つ目は、右のような補強金具を使っ
たときの注意です。すべての穴にネジを
入れると木が裂けてしまうので、一つお

きにしてください。
　３つ目は、家具を止める
固定先についてです。
　壁と天井の境目に見え

るのは、梁ではなく廻り縁（写真）と言って、
天井・壁のすき間を隠すため仕上げに取り
付ける枠です。強度はないので、柱や梁が壁
の内側にある場所を探して、そこに家具を固
定しましょう。

　突っ張り耐震ポール、家
具転倒防止伸縮棒などと
呼ばれるつっぱり棒は、コ
ンクリートに直接クロス
を貼った天井向きです。そ
れ以外の天井では、十分な
効果は期待できません。
　特に、畳の上に置かれたタンスでは、対策
しないよりはいいのですが、効果が薄いこと
を覚えておいてください」

  ガラスで怪我をしないために

　割れたガラスで足を少し怪我しただけで、
その後の行動が大きく制限され、大地震のと
きは十分な手当てもできません。
　その対策に、窓ガラス、家具のガラス面に
飛散防止フィルムを貼りましょう。
　窓ガラスの飛散防止は、地震時だけでな
く、様々なものが飛んでくる強風時の対策に
もなります。
　寝室の窓には飛散防止フィルムを貼って、
さらに寝るときは必ずカーテンを閉めると、

室内への飛散が少なくな
ります。

  自宅で地震警報が鳴ったら

　地震に気が付いたら、「地震！」と大きな声
で家族に知らせながら、生存空間を確保でき
る場所に逃げ込みましょう。たとえ台所でガ
スがつけっぱなしで鍋の中が沸騰していて
も、消そうとコンロに近づくのは危険です。
次の瞬間の揺れで鍋が倒れ、火傷を負うこと
にもなりかねません。火を消すのは、揺れが
収まってからです。
　身を寄せる場所は、体を入れられる大きさ
の頑丈なテーブル、家の中で一番強度がある
所です。小さな地震でもとっさに行動を起こ
すことが大切です。本当に大きな地震なら、
気付いた次の瞬間に襲う激しい揺れで動く
のが困難になるかもしれません。

【避難する場所はどこ？】
　家の中で一番強度のある所とは、どこで

しょう。
　 教えてくれ
る の は、山 賀
康 弘・一 級 建
築士です。
　「１階は倒壊
するリスクは
高 く、２ 階 で
も、屋根がつぶ
れ てくるかも
しれません。

　家の中で強度がある場所とは、柱がたくさ
んある場所です。例えばトイレや階段下です
が、トイレに逃げ込んでも扉を閉めてはダ
メ。家がゆがんだら扉が開かなくなります。
　素通しの階段は柱が少ないので、落ちる可
能性があります。
　家の図面があれば、柱を確認できるので、
避難できる場所をみつけやすいですね」

　東京都が発行する『東京防
災』では「耐震シェルター」設
置の検討をすすめています。
　ベッド型シェルターは、賃貸
で１階 に 住 ん で い る 方
や、寝ていることが多い
高齢の家族がいる方は、
検討していいかもしれま
せん。ネットで「耐震ベッ
ド」と検索してください。

  家具を固定する

【まず、点検を】
　震度６クラスの地震に襲われ、揺さぶられ
たときの、室内の有様を想像しましょう。
　家がきしみ、窓ガラスは割れています。
　タンスは、揺れで引き出しが飛び出して
重心が崩れ、倒れています。
　本は部屋中に飛び散り、本棚が倒れてい
ます。
　台所では食器戸棚のガラスが割れ、食器は
台所に飛び散って割れ、出ていた鍋や包丁は
どこかに飛んでいます。
　被災した様子を想像し、自分に降りかかる
被害を考えると恐怖を覚えますが、そうなら
ないための対策が見えてきます。

【配置を考え直す】
　家具が自分の上に倒れてこない場所、移動
しても逃げ道を確保できるよう、扉を塞がな
ない配置を考え直します。
　同じ高さの家具をそろえ、向きを考えれ
ば、固定も楽になります。
　無防備に横になっている時間が長い寝室
は、寝転んだ体勢で点検します。

【固定方法をイメージする】
　家具の固定方法について、山賀氏は次のよ
うに助言します。

安全すたいる事務所で地震対策を
指南する山賀一級建築士

家具の転倒防止
家具の前方の下にくさびを挟み込むと
倒れにくくなる。

耐震対策をした家具
合板の収納家具なので、ネジが効く
ところを選んで固定している。
家具の上下に分かれる箇所は金具で
固定。
棚に置く電話、プリンターなどの下は
耐震マットを敷いて落下防止。

棚の上部に収納する本の前
にはガードを施してある

テレビは棚に
ベルトで固定

右と左の家具は裏で金具を
使って固定。右は柱にＬ字金具
で、左は耐震ベルトで固定。
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停電でも断水する

九州の豪雨被害は、断水の被害を、熊本、
鹿児島両県にもたらしました。

昨年の台風19号では14都県で166,152戸
が断水。復旧に２週間以上かかった地域もあ
りました。一昨年に北海道で起きたブラック
アウト（広範囲の停電）でも断水。全ての地域
が復旧するまで３週間かかっています。

断水時の洗濯方

断水していても、停電していても、洗濯物
は出ます。復旧作業があると、なおさら服が
汚れます。

マグちゃんなら、洗剤を落とす必要がない
ので、少ない水で洗濯できます。

手桶やバケツに、衣服とマグちゃん３個を
全て入れて浸けておき、３時間ほどしたら、
もみ洗いして、絞って干します。

洗濯物が多いときは、大きなポリ袋（ゴミ
袋）を使って洗いましょう。

洗濯物とマグちゃん３個、水は衣服が浸る
くらい入れて袋の口を閉じたら、足で踏み、
袋をひっくり返して再びよく踏んだら、３時
間ほど放置します。後は、取り出して絞って
干すだけ。
　自宅で着ていて薄汚れた私のジーパンは、
これだけで十分きれいになりました。

泥などで汚れた衣類なら、手桶に汲んだ水
ですすいでから干せばすっきりします。

貯め水のレジオネラ菌を防ぐ　

常時、浴槽に水を張っておけば、非常時で
も洗濯に使う水を確保できます。

貯め水で怖いのは、レジオネラ菌、大腸菌
の繁殖ですが、マグちゃんによる水素を含ん
だ弱アルカリ性の水は、菌の抑制に効果があ
ります。それを調べた結果が下の表です。

実験室の結果と
実 際 は 異 なります
が、１㎏のマグネシ
ウムが 入った 風呂
用の「ザ・マグネシ
ウム」なら浴槽の水が使えて、断水時の洗濯
が楽になります。 （丸田）
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袋にマグネシウム粒
「アルカリ＆水素」

新型洗剤
「水が出ない！」こんな事態は、大地震のときだけではありません。

断水は、災害時の停電でも起き、長期化することもあります。
そんなときに力を発揮するのがマグちゃんと「ザ・マグネシウム」です。

◇『ザ・マグネシウム』『ベビーマグちゃん』のお買い求めは「安全すたいる」へ 0120-430-288 平日 9：00～18：00

　室内の食器戸棚、飾り棚のガラスにも忘れ
ず飛散防止フィルムを。
　鏡に飛散防止フィルムを貼ると曇ってし
まうので、割れないように固定したり、置き
場所を工夫しましょう。

 まず100円ショップで

　家具対策の資材購入の前に、まず、どのよ
うに家具を固定するか、メジャーとペンとメ
モ用紙を持って、室内を歩き、必要と思われ
る方法を書き留めていきましょう。
　窓ガラスの寸法、食器戸棚などガラス面の

大きさも測って書き留めます。
　開閉ロックが必要な扉の形状
もメモします。
　その上で資材の準備に入りま
すが、全てをホームセンターで
購入すると、かなりの費用が掛
かります。
　まず、100円ショップに行き、
大 工 道 具コーナー、防 災コー
ナーで、どんなものが販売され
ているか探してみましょう。
　これはと思う商品を見つけた
ら、試しに少し購入して取り付
けてみましょう。
　うまくいかなくても、100円
ショップなら損失は僅か。１度
の買い物ですべて間に合うと考
えないで、２～３度、店に行き、
最適な組み合わせで、対策を考
えます。
　ネジやドライバー、下穴をあ
けるキリ、Ｉ型、Ｌ字型金具など
は大工道具売り場にあります。
　飛散防止フィルムも数種類あ
ります。

　100円ショップの商品
は、食器棚など小さなガ
ラス面に向いています。
ここで貼り方を覚えて
から、大きな窓ガラスに
貼りましょう。
　貼るときにヘラがあ
るときれいに仕上がります。
　ネットショップには、幅、長さの寸法や、す
りガラス調や柄のあるものなど様々な商品
があります。日々眺める窓だから気に入った
ものを選びたいという方
には、ネットでの購入もお
勧めです。
　家具固定には右のよう
な既成のベルトが販売さ
れていますが、山賀氏は

「ネジフックに、ＰＰ製の荷造りロープ（平で
はなく捩ったもの）でも代用できます。何重

かに巻けば、かなり強度が
でる」とアドバイスします。
　食器戸棚の戸が開くのを
防 ぐ 開 閉 ロ ッ ク も100円
ショップにありましたが、防
災用品売り場ではなく、幼
児コーナーにありました。

　 色 が 気 に 入 ら な け れ
ば、使い勝手を確かめて
から、好みの色をホームセ
ンターなどで購入すれば
失敗しないで済みます。
　対策しても、地震後の
室内には何が落ちている
かわかりません。足を怪我
しないように、底の厚いスリッパや普段はか
ない靴、ほうき・塵取りも用意しておきま
しょう。　　　　　　　　　　　  　（丸田）

検査機関：日本食品分析センター

検査機関：茨城県工業技術センター


	文書名 _376号最終
	p10
	p11

