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１　1923年関東大震災は首都圏近傍の海溝型直下型地震の烈
震により発生。横浜では東京より地震動が大きく、三角州
による軟弱地盤での建物倒潰率が高く、火災の延焼方向に
短時間で火災が進行し、死亡率が高かった。 

２　震災当時、弱い台風が丹沢や箱根に豪雨をもたらし、横
浜でも驟雨があり、高台では谷埋めした地盤が緩い状態で
斜面崩壊が発生。南風で延焼がやけどまり、北東�北風に
変わり再燃焼し火災旋風も生じた。台風または副低気圧の
通過による強風の起こした気象災害である。 

３　近代都市として発展した横浜では、震災の70年前の大火
災（豚屋事件）の教訓から、外国人の消防指導による延焼
を少なくする工夫もされていてこれが減災につながった。
震災前後の国際協力の事例である。 
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開港当時（1854年頃）の横浜村の絵図 
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２−１　開港当時（1854年頃）の横浜村の絵図 
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! 家屋倒壊 
!  津波襲来 

! 火災発生 
! 地盤沈下 
!
!

! 避難者→焼死　 
! 地割れ（液状化） 
! 土砂災害 
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　大正時代に襲った未曾有の都市型災害 
家屋倒潰直後の同時火災発生の恐怖!
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山手台地の地質 
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地形と地盤災害 
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都市化地域ではどういう地盤災害が考えられるか？ 
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関東大震災当時の気象情報は？ 
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（中央気象台8/31・神戸海洋気象台9/1）天気図より�

9月１日午前6時 
東北東へ時速30Km�
748mmHg（997hPa）�

台風は台湾の東で8月27日に
発生、31日は九州西部に上陸 
738ｍｍHg（986hPa）�

AB!2015/06/13�
1924	)�&+%��'"���

20�0�

22�0�

24�0�

�������6��

1923	*�28�&(%��'"���

20�0�

22�0�

24�0�

����6��

���2015/06/13�

��#��#�� �$&��#
�,)!#���'�

�	�	������

�����	���

��	��
�

�
�
�
�
�
��

�!2015/06/13�

����
��	����� 
（関東大震災報告書（気象編）藤原1024→相原補足）�
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横浜火災図（部分） 
   神奈川県測候所所員
の聞き取り調査に基
づき、震災直後の火災
延焼状況を示した図 
 
★火元　　の多くは震
災家屋が倒潰し、直後
に火災が発生し、南方
向の強風に煽られて12:30
頃�約14:30の間に全焼
、港で焼け止まり。 
 
★火災旋風　　は 
全焼後の16:00以降に掘
割や池で発生、複雑な動
き 
 
 
 
 
 

神奈川県港湾部
と測候所の位置 
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大火災により（不連続面も関係？） 
巨大な積乱雲（襟巻雲）が発生、旋風が発生 
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横浜での火災と死者数 
　横浜では午前9時30分頃より南西の強風（風速13.9～17.1m/s）午前11時

58分30秒に地震。家屋倒潰後市内各所に火災が起き、このとき南西風
は烈風（風速28.5～32.6 m/s ）に達し、大規模な火災による旋
風が起きた。横浜では9月1日13時ころから 20時40分までの間に２９個
の旋風があった。継続時間は30分以上から２時間以上のものも追跡で
きる。 

 

 
 
　 
　 
 
 
　　　 
 

2�,�� 8&��
� "-�� E�

����',� 74,655� 12,153� <16.3�

�4',� 26,621� 7,060� ;26.5�

�6,� 105,125� 1,007� 0.96�

�,� 114,504� 2,072� 1.81�

���',� 56,887� 631� 1.11�

(��,� 54,722� 207� 0.38�

!%$�,� 6,240� 309� =4.95�

*>0� 438,755� 23,440� 68,676�

!%��5��(2010)�
��/
?!%D7 �8&A1
�@/
LKJH/IBC�)/

.	(1924G:7 �8&��F#3+G�

9:/2015/06/13�



 4  

O.M.	�
������

��$2015/06/13�

震災時の航空写真とＯ．Ｍ．プールの逃避ルート 
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横浜公園付近の風景（大里重人氏提供：撮影者不詳） 
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（太田屋新田埋立地）液状化と家屋倒潰同時発生 

（横浜開港資料館蔵岡本三郎氏撮影）�
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