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―南海トラフ巨大地震の想定と防災計画の見直しー 

 

 

  九州大学大学院理学研究院 清水 洋 

   

  

2011 年 3 月 11日の東日本大震災をもたらした「平成 23年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」

は、その規模が我が国の観測史上最大であったということだけではなく、プレート境界型の巨大地

震に対するこれまでの地震像（地震発生モデル）について大幅な見直しを迫るものとなった。特に、

巨大地震の発生ポテンシャルの評価については、高々100 年間の近代的観測に基づく地震想定では

不十分であることが強く認識されるようになった。このため、今後は、あらゆる可能性を考慮した

最大クラスの地震を想定し、それに対して防災・減災対策を考える方向に大きく舵がとられること

となった。 

南海トラフの巨大地震は、東北地方太平洋沖地震の発生以前に我が国で想定されていた最大の地

震であり、内閣府中央防災会議は既に 2003 年に、東海・東南海・南海の 3 連動地震（マグニチュ

ード 8.7）の被害想定を公表していたが、東日本大震災の発生を受け、「南海トラフの巨大地震モデ

ル検討会」を立ち上げ、地震モデルと震度・津波想定の見直しを進めてきた。本年 8 月 29 日にそ

の第二次報告が公表され、マグニチュード 9.1、最大震度 7、最大津波高（満潮位）34mという値が

報道された。関係自治体では、中央防災会議の検討に先行或いは並行してそれぞれ地震防災計画の

見直しを行っているが、第二次報告の内容はある程度予想されていたとは言え、西南日本の太平洋

沿岸の自治体に大きな驚きと戸惑いが広がっている。今回の想定をどのように理解したらよいのか、

また、今後どのように防災・減災に取り組んでいくべきなのか、国や関係自治体のみならず、われ

われ自然災害科学や防災科学に関わる研究者に課せられた大きな課題である。 

本特集では、南海トラフ巨大地震の想定と防災対策に関わる研究者に寄稿をお願いし、それぞれ

の立場から、取り組みの内容の解説と問題点の指摘などをいただいた。橋本学氏は、中央防災会議

の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」の委員であり、地震モデルの見直しに関わってこられた。

本特集記事では、「最大クラスの地震の想定の考え方」と「最大震度と津波高の見方」が述べられ

ている。原田隆典氏は、宮崎県や長崎県などの自治体の地域防災計画の策定と見直しに関わってこ

られた。ここでは、宮崎県における地震・津波想定と防災計画の見直しの取り組みが紹介され、今

後の課題が提示されている。山下裕亮氏は、南海トラフ地震の想定と発生長期予測の基礎となる「日

向灘のプレート境界の固着状態」に関する研究を行っている。小繰り返し地震の活動度から推定さ

れる非地震性すべりレートの地域性から、日向灘の南部とプレート境界浅部では固着が小さい可能

性が指摘されている。これらの原稿は、いずれも 8 月 29 日の第二次報告公表以前に執筆されたも

のであるが、現時点でも論旨や課題に変更の必要はなく、われわれにとって示唆に富む内容となっ

ている。 

                                           （専門：地球惑星科学部門 観測地震・火山学） 

 

巻 頭 言 



 

 

 

京都大学防災研究所 

橋本 学 

 

１．経緯 

 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震

災は、地震防災にパラダイム・シフトを迫

っている。すなわち、「科学的知見に基づい

て最もあり得る地震を予測し、それに対し

て最適な対策を立てて備える」という考え

方が打ち破られたのである。このため、政

府の中央防災会議は、東日本大震災直後に

「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地

震・津波対策に関する専門調査会（座長：

河田惠昭関西大学教授）」を設け、地震・津

波対策のあり方について抜本的な見直しを

行った。そして、2011年 6月末にはこの議

論の結果として、「あらゆる可能性考慮した

最大クラスの巨大な地震・津波を検討して

いくべきである」と提言した（中央防災会

議東北地方太平洋沖地震を教訓とした地

震・津波対策に関する専門調査会、2011）。 

この提言を受けて、かねてより巨大地震

の発生が危惧されていた南海トラフに関し

て一から見直しが始まった。すなわち、最

大クラスの地震モデルの検討、モデルに基

づく震度・津波高の推定、さらにこれらに

基づく被害想定とそれに対する対策の検討

が矢継ぎ早に始められた。東日本大震災の

科学的評価もまだ十分に検討されていない

段階で、かつ東日本大震災から社会が落ち

着きを未だ取り戻していない 2011 年末に

中間とりまとめ、2012年 3月末には震度と

津波高の分布（第一次）の公表が行われた。

いずれもメディアで大きく取り上げられ、

社会的に大きな反響を呼んだ。一方で、地

元自治体を中心に多くの批判が発せられた。 

筆者は、この内断層モデルと震度・津波

高の検討を行う「南海トラフ沿いの巨大地

震 モデル検討会（座長：阿部勝征東京大学

名誉教授）」（以下「モデル検討会」）と、対

策の一環としての「地震予知」の可能性に

関する調査を行う「南海トラフ沿いの大規

模地震の予測可能性に関する調査部会（座

長：山岡耕春名古屋大学大学院教授）」の委

員として議論に参画している。これらの諸

検討の結果が、社会の防災・減災力向上に

役立つためには、まず検討内容の丁寧な説

明が必要である。詳しくは、それぞれの報

告書をご覧頂きたいが、最大クラスの地震

の想定の考え方について概説する。さらに、

今後の展望について述べ、読者からの批判

を受けたい。 

 

２．最大クラスの地震の断層モデル 

モデル検討会は、2011年 8月に第 1回会

議が開催され、2012年 8月 17 日で 24回を

数える。2011年 12月 27日の第 7回までは、

最大クラスの地震の震源域をどのように 

設定するか、について議論を重ねた。この

ため、古地震や津波堆積物調査、海域の地

殻 構造調査、地震・地殻変動観測結果等、

考えられうる調査研究の成果を収集し、必

要とあれば専門家を招聘し、議論を重ねた。

また、このモデル検討会と平行して始まっ

た地震調査研究推進本部地震調査委員会で

の南海トラフの長期評価に関する議論（地

震調査研究推進本部地震調査委員会、2011）

も適宜取り入れた。 

まず、最近の史料地震学調査・津波堆積物

調査・地殻変動履歴調査結果等を吟味し、 

過去の最大クラスの地震像の共有に務めた。

高知大や産業技術総合研究所等の調査結果 

に基づいて、1707 年の宝永地震と約 2000 

年前に発生した地震を、南海トラフで過去

に発生した最大クラスの地震と認定した。

これらの地震に伴って、静岡県から九州地 

方にいたる広い領域に大規模な津波が押し 

新しい南海トラフの巨大地震モデル 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄せたと考えられる。 

次いで、震源域の設定について議論がな

された。近年、深部低周波微動の発見（Obara 

et al., 2002）をはじめ、プレート境界の歪エ

ネルギー蓄積に関する新しい知見が集積さ

れ、深さ 30km 以深においても一定の歪蓄

積があることがわかってきた。さらに、東

北沖地震では、それまで歪エネルギーの蓄

積がなされていないと考えられていた海溝

軸付近の浅部プレート境界においても、大

きなすべりを起こすことが明らかとなった。

また、高精度の震源データに基づいて、プ

レート形状モデルも提案されている。これ

らの知見を踏まえ、最大クラスの地震につ 

いて、１）南側は、南海トラフ軸、２）北

側は、深部低周波微動発生域下限（深さ約  

40km付近）、３）東側は、駿河湾における 

南海トラフから富士川河口断層帯、４）北 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東側は、プレートの形状が不明確となる地

域、５）南西側は、九州・パラオ海嶺の北

側付近でフィリピン海プレートが厚くなっ

ている領域、をそれぞれの境界とする震源

域を設定した（図-1）。東北沖地震の強震動

生成域と大津波をもたらした大すべり域が

重ならないこと、大津波の発生には海溝軸

近傍の浅部の大すべりが寄与していること

などに鑑みて、強震動計算のための震源域

と津波波形計算のための震源域を別々に設

定した。すなわち、津波計算にはプレート

境界浅部におけるすべりを考慮して、震源

域は南海トラフ軸まで達するとした。図-1 

の津波震源域モデルに対して、面積とマグ

ニチュードの相似則を適用すると、M9.0    

となる。モデル検討会は、この結果を 2011 

年 12 月 27 日に中間取りまとめとして公表

した（南海トラフの巨大地震モデル検討会、 

 

 
図-1 南海トラフの最大クラスの地震の断層モデル（南海トラフ沿いの巨大地震モデル検討会、

2011）。水色の線は、南海トラフのトラフ軸。黄色い線は、中央防災会議（2003）による東海・東南

海・南海地震の断層モデルの境界。灰色の太線は、最大クラスの地震の強震動計算のための断層モ

デルの境界。桃色の領域は、最大クラスの地震の津波震源域の浅部。 

2011）。 



３．第一次報告における震度分布と 

津波高の考え方 

年が改まって、モデル検討会は震度と津

波高の計算結果を検討し、3 月 31 日に第一

次報告として公表した（南海トラフの巨大

地震モデル検討会、2012）。 

震度分布の計算においては、強震波形計

算と経験的手法による２つの手法を用いて

震度分布を計算し、各地点における最大震

度を包括する分布を求めた。強震波形計算

では、 強震動計算のための震源域を東西方

向に 4 つのセグメントに分割し、それぞれ

にスケーリング則を適用することにより強

震動生成域を設定した。また、平均応力降

下量を東北沖地震における震度分布の再現 

実験結果に基づき、4MPa になるように設

定した。その結果、全体としてのMwは 9.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となる。さらに、強震動生成域は中央防災

会議（2003）のモデルを参考に配置したも

のを基本とし、東、西および陸側にややず

らした 3 つのケースを合わせた 4 つのケー

スについて計算した。これらのモデルに統

計的グリーン関数法を適用し、工学的基盤

における強震波形を計算した。一方、経験

的手法による震度推定においては、東北沖

地震の震度分布に対して司・翠川（1999）

の距離減衰式を適用したところ、Mw8.3  

程度とすることが妥当となったことから、

本推定においても Mw8.3を用いて、工学的

基盤の震度を推定した。推定された工学的

基盤における震度から、最新の地盤モデル

を用いて地表の震度を計算し、各地点での 

最大震度を求め、これをその地点での推定

震度とした（図-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 最大クラスの地震モデル 4 ケースに対する強震波形計算による震度分布と経験的手法に

より算出された震度分布の重ね合わせ（南海トラフ沿いの巨大地震モデル検討会、2012）。各地

での最大震度の包括的な分布。 

 



推定結果では、静岡県〜宮崎県の太平洋

沿岸の各地に震度 7 が認められる。また、

東海地方から西日本の内陸部の広い範囲で

震度 6弱〜強の揺れが予想される。 

津波計算については、過去の M9 地震を

参考に、大すべり域（平均すべり量の 2倍） 

と超大すべり域（平均すべり量の 4 倍）を

設けた。さらに、浅部の超大すべり域の位

置や数を変えたり、あるいは分岐断層を考

慮するなど、計 11 ケースの計算を行った。

平均すべり量は約 10m、大すべり域のすべ

り量は約 20m、浅部の超大すべり域のすべ 

りは約 40mとした。Mwは 9.1 となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全 11ケースについて、地殻変動を計算し

初期波形を与え、海底および沿岸の地形や

摩擦の効果などを取り入れた非線形長波理

論により沿岸各地における津波高を計算し、

その最大値を求めた。なお、第一次報告の

段階では、最小のメッシュサイズは 50mで

ある。 

太平洋沿岸に 10mを越える極めて高い津

波が襲来することが予想される。また、和

歌山県串本町や高知県室戸市などでは、1m

以上の高さの津波が襲来するまでにわずか

数分しか余裕がないケースもあることが示

された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 11ケースの最大クラスの断層モデルによる津波高分布の重ね合わせ（南海トラフ沿いの巨大地

震モデル検討会、2012）。各地での最大津波高の包括的な分布。 



４．今後の予定と展望  

検討会では、最終報告に向けて 10mメッ

シュでの津波高および浸水域の計算、液状

化範囲の推定等を行っており、本年 8 月末

には推定結果を公表する予定である。その

後も、長周期地震動に関する検討が予定さ

れている。 

モデル検討会の報告に対して、次の南海

トラフの地震が図-1～3 のような大規模な

地震になるとする誤解が生じた。前節まで

述べた通り、図-2～3は複数のケースの最大

値の包括的な分布であり、単一のモデルで

は生じない。また、計算に用いたパラメ 

ータには大きな不確定性があり、そのため 

計算結果も不確定性があることを忘れては

いけない（推定津波高に、有効数字 3 桁の

精度は無いと考えた方がよい）。  

ところで、モデル検討会は、次の地震が

どのような地震となるか、あるいは最大ク

ラスの地震の発生確率はどの程度か、とい

った評価は行っていない。これらは地震調

査委員会が検討中であるが、結論は出てい

ない。平行して、南海トラフ沿いの大規模

地震の予測可能性に関する調査部会が設け

られ、議論が始まった。現行の東海地域の

観測網が異常地殻変動を検知した場合、東

南海・南海地震が連動するか否かを予測で

きるか、をはじめ、南海トラフ沿いに巨大

地震の発生時期の予測可能性に関する調査

を行うことが目的である（内閣府、2012）。

しかしながら、いずれのテーマも地震学の

現状に鑑みて、 回答を与えることが極めて

困難な課題である。筆者は地震調査委員会

の分科会メンバー として議論にも参加し

ているが、「最大クラスの地震」の考え方、

結果の検証可能性など、科学としての健全

性を担保するための議論が不足していると

感じている。防災に貢献することは、地震

学の大きな目的の一つであるとはいえ、や

はり科学としての妥当性・健全性は問われ

なければならない。まず、地震学の現状を

“正直”に世に伝え、それを踏まえたステ

ークホルダーによる広範な議論が不可欠だ。

一方で、地震学のコミュニティにおいて、

批判的なレビューがなされなければならな

い。今こそ、地震学の真価 が問われている。 
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宮崎県の地震・津波被害想定と 

 

 

宮崎大学大学院 

防災環境研究センター長 

原田 隆典 

 

１．はじめに 

「地震災害が怖くない社会」ができたら

どんなに素晴らしいことだろう。残念なが

ら、多くの先人の努力にも関わらず、現代

社会はいったん巨大地震が起こると、国が

衰退してしまうほどの危機をはらんでいる。    

2011.3.11 以降、このような意識が全国的

に高まった。九州各県からの東北被災地へ

の支援を通し、被災地の現状を知るにつれ、

我が地域は大丈夫か、地域を守るには何を

すればよいか等の不安が生じているのが現

状だ。3.11 当初の「想定外」という言葉か

ら「最悪の事態へ備える」へと想定が高ま

り、不安と恐怖を盛り上げている。 

 著者は、九州大学善功企先生の支援の下 

で「災害の想定と危機管理の在り方」につ

いて一定の答えをみつけようと地域で講演

会を始めた例えば、１）。幸い、昔と比べ、市民

の教育レベルは高いため、これらの「最悪

事態」という言葉に振り回されることなく

冷静さが保たれ、九州の超巨大地震・津波

被害の想定と対策が一歩ずつ動き始めてい

る。 

ここでは、3.11 以降の被災地の現状から

見えた教訓と課題の列記は、高橋和雄委員

長（長崎大学名誉教授）の「長崎県地域防

災計画見直しに関する提言」２）に譲り、む

しろこの提言を活かすべく取り組んでいる

宮崎県の地域防災計画の現状と課題を記述

する。その前に、あまり知られていない日

本列島全体での過去の大被害地震や日向灘

地震の規則性について 2 章と 3 章で紹介し

ておこう。 

 

２．過去のデータからみる大被害 

地震の規則性 

我が国において、「20 世紀」の 100 年間

に、死者・行方不明者数が 1,000 人以上と 

 

図-1 日本列島での過去 400年間の大被害地震の発生パターンの規則性と人口の履歴 

防災計画の見直し 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なった「大被害地震」が 9 回も起こってい

るという事実を知らない市民が圧倒的に多

いように思う。 

ここで、大きな被害をもたらした大被害

地震を詳しく紹介する。図-1は、1600 年か

ら 2011 年の約 400 年間での死者・行方不明

者数 100 人以上の地震の発生年等を宇佐美

龍夫の日本被害地震総覧３）より取り出し、

その被害地震発生年と死者・行方不明者数

と日本の人口をプロットしたもの４）である。 

図-1 に示すように 1,000 人以上の死者・

行方不明者となるような「大被害地震」が

頻繁に起こる「被害多発期」の期間は 25

年間から 37 年間であり、このような「被害

多発期」の間にも、同じように 1,000 人以

上の死者・行方不明者となる地震が起こっ

ている。6,400 人を超える死者・行方不明者

がでた 1995 年の阪神・淡路大震災、約 2

万人の死者・行方不明者となった 2011 年東

日本大震災も図-1にプロットしている。 

この図に示す過去の被害多発期の発生パ

ターンから推察すると、2011 年東日本大震

災は次の被害多発期の始まりであることが

わかる。すなわち、犠牲者が多大となる地

震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震が頻発する時期に突入したと考え、今後

は、国・自治体・企業・市民が各々の立場

において大被害地震に対する最大級の危機

管理をしなければならない時代と言える。 

これからの地震被害を最小限に食い止め

るためには、日本中の人がこんなに多くの

地震が起こる国に暮らしているという事実

を知り対策を考え、これを実施する。その

対策効果と費用を検証する。このような地

震被害を減らす考え方が日常社会で当たり

前であるような社会環境になれば、2011 年

から始まったと考えられる次の被害多発期

での犠牲者は激減できる。 

 

３．日向灘は地震の活動期 

 次に、宮崎県の日向灘地震の履歴を見て

みよう。日向灘は、フィリピン海プレート

が九州の乗っているユーラシアプレートの

下に沈み込むプレート境界付近の海域であ

るため、地震が多く発生する海域である。

M6 以上の地震の発生履歴をプロットする

と、図-2のようになる。 

この図から、M6 以上の地震が頻繁に起
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こる活動期が 15 年程度続き、その後 M6 以

上の地震が全く起きない静穏期が 14 年程

度続き、また活動期に入るという規則性が

ある。この図より、2010 年前後から日向灘

は活動期に入ったと予測することができる。

しかし未だ静穏で、2012 年 8 月現在、M6

以上の地震は発生していない。 

過去 100 年間の日向灘地震では、幸い死

者・行方不明者が１,000 人を超えるような

大被害は起こっていない。しかし、もっと

過去にさかのぼると、1662 年の日向灘地震

（M7.5 で「とんどころ地震」と地元では呼

ばれている）では、7 つの村が海に沈んだ

との記録があり、その地域の一郭に 50 年毎

に石碑が建立されてきた４）。地震工学の知

識とコンピュータシミュレーション（CS）

技術により計算してみると、宮崎平野で震

度 6 強の強い揺れと、宮崎市沿岸部を波高

5～6m の津波が襲い、いまの宮崎県総合運

動公園周辺が水没するなど、史実の再現が

出来た。このような CS 技術を使って、1662

年の日向灘地震がいま発生した時の被害を

計算すると、約１,000 人弱の死者が出る等

の大被害となる（1997 年宮崎県地震被害想

定調査報告書５））。 

 

４．宮崎県の超巨大地震・津波防災 

の現状と課題 

宮崎県のこれまでの地震被害想定は、過

去の記録と地震学の学説に基づき、日向灘

で起こる M7.5 の「日向灘南部地震」、「日

向灘北部地震」と直下地震 M6.5 の「えび

の小林地震」および中央防災会議が示して

いた M8 クラスの「東南海・南海地震」の

合計 4 つのシナリオ地震を採用していた。 

「日向灘南部地震」は、3 章で記述した 1662

年の日向灘地震を再現したものである。「日

向灘北部地震」は、「日向灘南部地震」が県

北部で発生するとしたものである。 

2011.3.11以降の 7月より従来の被害想定

の見直しが始まった。従来の想定に加えて、

M8 と M9 の日向灘地震並びに、中央防災会

議が検討している日向灘を含む M9 南海ト

ラフ地震、の 3 つの巨大または超巨大地震

シナリオによる被害想定と防災計画を

2013 年 3 月までに策定する予定である。 

この様な予定で 2012 年 3 月 21 日には、

「宮崎県防災会議地震専門部会」として

M8 と M9 の想定日向灘地震による津波や

震度の暫定結果を公表した。しかし、中央

防災会議の M9 南海トラフ地震による地

震・津波被害想定結果の公表が 3 月末に発

表された各市の最大津波高のみで各自治体

に大きな混乱と不安をもたらしており、さ

らに津波浸水域や震度分布の公表が大幅に

遅れているため、8 月になっても宮崎県の

浸水域や震度分布図の公表（8月 29日予定）

ができず、防災計画全体の予定が遅れてい

る。 

このような行政によるハザードの公表遅

れを補足するためと、未経験である M9 ク

ラスの超巨大地震による東九州沿岸部を含

む西日本の地震動・津波浸水域がどのよう

になるのかのイメージをつかむためという

主に 2 つの理由から暫定的だが、日向灘を

含む M9 南海トラフ地震による地震動や津

波計算を行い、その結果を昨年７月から公

開してきた６）。2012 年 3 月、中央防災会議

から公表された M9 南海トラフ地震も、既

に私達が想定した M9 地震や浸水域と殆ど

同じである。 

M9 日向灘地震と M9 南海トラフ地震で

は、400km と長い沿岸線を持つ宮崎県沿岸

部に 7～15m 程度の津波が来襲すると考え

られる。西日本の太平洋沿岸部には 15m 以

上の津波が考えられる。 

よく知られているように関東圏には、標

高 10m以下の平野部に人口 100万人以上の

都市が密集しており、また、東九州を含む

西日本の太平洋沿岸部にも、5 万から 100



万人以上の地域が広く分布している。この

ため、M9 南海トラフ地震による強震動と

津波被害の広域複合災害にどう備えるかが

課題となるが、被害規模としては、100 兆

円を超えることが想像できる。このことは、

東北被災地の経験と今進んでいる地域再建

の経験が直接的に使えない被害規模を意味

する。 

広域大規模複合災害の被害想定ができた

後に策定する防災計画においては、東九州

沿岸地域のどこをどの程度守るのか、バッ

クアップ機能を持つ都市をどの程度機能強

化するのか、事前準備と事後の復旧・再建

準備とその財源の確保をどのようにするの

か等、難しい課題が多い。 

今の災害対策基本法に基づく防災基本計

画は、各省庁の策定する防災業務計画と都

道府県および市町村地域防災計画に分かれ

ており、国が衰退してしまうほどの被害規

模を考えたものではない。県単位では対処

できない課題が多いため、この枠組みの改

正も視野に入れる必要がある。このため、

内閣府は、2012 年 6 月に「南海トラフ巨大

地震対策協議会」を設置し、その下に九州

ブロック会議など西日本を 6 つに分けたブ

ロック会議も設置し、ブロック毎の被災時

の協力体制、国への要望などに取り組む動

きを始めている。 

この際に重要なことは、企業を例にする

とわかりやすいが、何に失敗すると倒産す

るかを企業は常に考えているように、各ブ

ロックの限界災害規模または、致命的被害

規模を評価しておくことだと思う。今後、

具体に地域防災計画を策定する中でこれら

の課題をいかに克服していくのかの模索が

始まる。 

このように国が衰退してしまうほどの広

域大規模複合災害への財源や対処の戦略等、

これまで全く経験蓄積が無い国の行財政整

備への提言や、広域大規模複合災害の可能

性並びに、各ブロックの限界災害規模とブ

ロック毎の事前準備と事後の復旧・再建準

備とその財源配分に関する基礎的研究に関

する研究は全くなされていないと思う。地

震学、地震工学、防災学、行財政学等の幅

広い陣容を抱える大学等が連携して、情報

を発信すべく検討を始める時期だと思う。 

もう一つ指摘したいことは、いま中央防

災会議で想定している M9 南海トラフ地震

の震源域は西日本と四国の中央を貫く中央

構造線を超えた内陸部まで広がっているた

め、中央構造線と周辺の活断層が連動する

地震シナリオに関する地震学的検討が不足

している。 

 

５．おわりに 

 宮崎県内で地震・津波に関する講演会を

開くと、[被害・想定]、[避難]、[対策]、[現

象]、[断層]等に分類できる質問がある。こ

の中で[避難]、[対策]に関し、著者は適切

な回答に困ることが多い。例えば以下のよ

うなものであるが、著者の回答も列記し、

皆様からのご指導・意見を募集したい。 

[避難] 

①自力で動けない寝たきり患者を大津波か

ら守る方法（避難場所と避難・搬送方法）？ 

避難困難区域、高齢者の抽出作業をやっ

ている。これを元にどうするか皆で考える

しか方法はないだろう。時間とお金がかか

る。沿岸部の防御等の公共工事とともに、

手軽なコストのシェルターや水陸両用者等

の技術開発も必要だと思う。 

[対策] 

①予想津波から市街地を守るための堤防高

さ・強度を見直す計画について？ 

国土交通省等と協議中であるが、国の想

定が遅れているため、全てが遅れている。

防災・減災のための公共投資に関し、自民・

公明・民主党も選挙を意識してか、また、

米国で影響力のあるローレンス・サマーズ



氏の「政府はもっと借金を増やせ」（6 月 5

日ワシントン・ポスト）との見解もあるの

か、今後 10 年間で 100～200 兆円の計画案

を示している。 

②津波対策として、宮崎市内の各地域での

避難場所を示した地図と避難時の注意点に

ついて？ 

現在、進行形で、12 月くらいには暫定版

を公表する予定。国の想定が遅れているた

め、全てが遅れている。 

③医療機関・福祉施設の災害時の役割？ 

行政庁舎、空港、港湾、IC、病院等は防

災拠点施設であり、医療機関・福祉施設は

その一つと位置づけられている。したがっ

て、機能できるよう、事前の準備が求めら

れる。 

④病院が採るべき具体的対策？ 

防災拠点施設では、公民問わず、財政支

援を国がやるべきだと考えている。要望を

どんどん表明してゆくことが重要である。 

⑤宮崎県における危険地域と防災に関する

取り組み？ 

一言では語れないが、防災対策には関心

がないのが社会の現状だと思う。この状況

を変えられる制度や環境をつくりたい。ま

た、革新的研究・技術開発によって、自然

災害の研究が医学や生産工学の研究・技術

レベルになれば、未来は変わると信じてい

る（「みやざきの自然災害」４）という防災

教材の第１章と第２章の概説に災害に対す

る著者の考えを書いた）。 

⑥想定訓練のポイント？ 

地域の現状と過去の地震津波被害並びに

国や自治体の被害想定に基づき色々なケー

スを考えて、先ずは図上訓練からはじめる。

そして実際に訓練を繰り返す。自衛隊との

連携は日頃からしておいた方が良い。自衛

隊はあらゆる可能性を考えた訓練を繰り返

している。訓練によって想定外の災害にも

臨機応変に対応できるようになる。 

⑦宮崎市の有事におけるポイントは？ 

被害想定をして、何が起こるかのシナリ

オを作り、対応策を練る。防災拠点施設の

新築や機能強化、そのバックアップ機能を

持つ施設や都市を事前に決めておくことが

重要である。自衛隊、警察、消防が最も頼

りになる組織で、１週間後くらいからその

他の行政組織が力を出してくる。将来の国

の問題として、今の災害対策基本法や関連

する法律等は市町村の一部の被害にとどま

る規模の小さい風水害や土砂災害を対象に

作られたものなので、国や広域の都道府県

が衰退するような大規模広域災害の法律が

不備である。今後、日常時と大規模広域災

害では、対応を切り替えできるような法律

体系を策定しておかなければならない。戦

争を想定した有事法とよく似た様なものが

必要である。そして、100～200兆円規模の

国が衰退するような災害における行財政問

題に対して準備が必要である。 

[事象] 

①宮崎の地震と火山噴火の関係性？ 

多分あると思われるが、その関係を説明

できるほど観測記録がない。 

 上記の例からわかるように、3.11 以降「最

悪の事態へ備える」へと想定が高まり、不

安と恐怖が盛り上がっている。行政や大学

等の研究機関に所属する防災関係の学協会、

専門家や研究者が、[被害・想定]、[現象]、

[断層]に関する研究成果と共に、スピード

感を持って地域に合った適切な[避難]、[対

策]に関する展望を示し、安心情報を発信す

る時期に来ていると思う。 
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小繰り返し地震を用いた日向灘に 
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１．はじめに 

九州東方の日向灘は、ユーラシアプレー

トの下にフィリピン海プレートが沈み込む

領域（沈み込み帯）であり、日頃から地震

活動が活発な領域で、M7 級の海溝型地震

が十数年～数十年間隔で発生する（図-1）。 

また、深部および浅部低周波地震やスロ

ースリップイベントなどの、プレート間固

着が弱いことを示唆する現象が見られる一

方で、すぐ東の四国沖には M8 級の南海地

震の想定震源域である強大な固着領域が広

がっている。近年では、津波堆積物調査や

シミュレーション研究から、1707 年の宝永

地震の震源域の西端が、従来想定されてい

た四国・足摺岬沖ではなく日向灘北部だっ

た可能性が指摘されている [Furumura et 

al.( 2011)]。日向灘で発生する最大規模の地

震はどれくらいなのか、南海地震との連動

は日向灘全体まで広がりうるのか、など地

域防災の観点からも今後明らかにしなけれ

ばならない重要な課題が日向灘にはあり、

これらの解決のためにはまずプレート間の

固着状態を正確に把握する必要がある。そ

こで本論では、プレート間の固着状態の推

定手法として近年研究が進んでいる「小繰

り返し地震」を用いた解析について紹介す

る。なお、解析の詳細等については

Yamashita et al. (2012) を参照されたい。 

 

２．小繰り返し地震解析 

小繰り返し地震は、断層面上において周 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

囲を非地震性すべり領域に囲まれた小アス

ペリティ（普段は強く固着していて、地震

の際に大きくすべる領域）が、同じ発震機

構で繰り返し破壊されることによって生じ

ると考えられている [例えば、Ellsworth 

(1995)](図-2a)。1 回の地震のすべり量は周

囲の非地震性すべり量を反映することから

（つまり、小アスペリティが周囲に比べす

べり遅れた分だけ地震の時にすべる；図

-2b）、小繰り返し地震は断層面上に埋め込

まれた「非地震性すべりの計測装置」とし

て非地震性すべりのモニタリングに利用で

きることが示されている[例えば、 Nadeau 

and McEvilly (1999); Igarashi et al. (2003); 

Uchida et al. (2003)]。 

小繰り返し地震は先述のような特徴を持

つので、毎回観測される波形が非常によく

似ており「相似地震」とも呼ばれる(図-3)。

従って、波形相関解析を行うことで容易に

同定することが可能である。また、「陸上の

地殻変動」から「間接的にプレート境界面

の非地震性すべり」を推定する測地学的手

法に対し、「プレート境界面で発生する地震」 

おけるプレート間固着状態の推定 

図-1 九州大学地震火山観測研究センターに

よって求められた九州地域の 2005 年～2010

年 6月の震源分布（M2.0以上） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2  (a)プレート境界面におけるアスペリティと非地震性すべり領域の概念図。灰色のパッチが

アスペリティを表す。その他の領域は非地震的にすべっている領域を示している。(b)小繰り返し

地震の積算すべりと周囲の非地震性すべりの関係の概念図。 

 

  

 

図-3  (a)小繰り返し地震の波形例。鹿児島大学・串間観測点（震央距離 66km）における上下動速度波形

（2-8Hzのバンドパスフィルターを通している）。各波形は最大振幅値で規格化している。cc は一番上の

波形に対する各波形の相互相関係数を示す。(b)波形例を示した小繰り返し地震の発震機構解（下半球投

影）。(c)波形例を示した小繰り返し地震の M-T・積算すべりグラフ。 



を使って「プレート境界面の非地震性すべ

り」を推定するので分解能が高い。 

本研究では、1994 年 5 月～2011 年 5 月ま

でに発生した M2.0 以上の地震について解

析を行い、プレート間の非地震すべりから

プレート間固着の空間変化を推定した。非

地震性すべり量は、Nadeau and Johnson 

(1998) による地震モーメントとすべり量

のスケーリング則から求めた。 

 

３．解析結果 

図-4 には、波形相関解析により同定され

たプレート境界で発生する小繰り返し地震

の震源をプロットしている。この図からは、

プレートが沈み込む方向に幅約 50km の領

域で、小繰り返し地震が深さ 25–30km 付近

までで発生していることが分かる。また、

その北限は 1968 年日向灘地震の地震すべ

り領域以南である。小繰り返し地震が発生

する原因から考えると、小繰り返し地震が 

発生しない領域は「全く固着がない」もし

くは「非常に固着が強い」領域である。小

繰り返し地震の深さの下限（深さ 25–30km） 

は、地震発生層（ここではプレート境界で 

発生する地震）の下限と考えられ、これよ

りも深い領域では高温・高圧等の条件によ

り一般には固着がほとんどないと考えられ

る。 

図-5 には推定されたプレート間の非地震

性すべりレートを示している。この領域の

プレートの沈み込み速度が 5-7cm/yrなので、

オレンジ色の領域はおおよそ沈み込み速度

と同程度であることから、プレート間の固

着は弱く、歪みはあまり蓄積されていない

と考えられる。一方、緑色や青色の領域は、

2–3cm/yr と沈み込み速度より小さい。この

領域は、過去に発生した M7 級の地震の震

源や地震時すべり領域、またここ十数年間

に発生した中規模地震の震源の分布と調和 

的であることが分かる。すなわち、この低 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべりレート領域はプレート間固着が相対

的に強いと考えて差し支えない。 

図-6は、(a)海溝軸に沿った方向および(b)

プレートの沈み込みに沿った方向のすべり

レートの移動平均値をプロットした図であ

る。図-6(a)を見ると、横軸 60-120km の領 

 

図-4 小繰り返し地震の震源分布．オレンジ色の

震源がプレート境界で活動期間 3年以上のグルー

プ。灰色の震源はそれ以外の震源（波形は相似で

あったが、プレート境界以外もしくは活動期間が

3 年未満のグループ）。赤星はプレート境界型地震

の震源で、大きな赤星は 1923 年以降に発生した

M6.5 以上、小さな赤星は 1997 年以降に発生した

M5 以上 M6.5 未満の中規模地震。青・赤・グレー

のコンターは 1996 年 10 月・1996 年 12 月・1968

年の日向灘地震の地震すべり分布 [八木・他 

(1998); Yagi et al。(1999)] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．議論 

Mw9.0という超巨大海溝型地震となった

2011 年東北地方太平洋沖地震は、我々の想

定を超えた津波を生み出したが、その原因

の 1 つは海溝軸付近のプレート境界浅部領

域が 50m以上にも及ぶ地震すべりを起こし

たことにある。これまで海溝軸付近のプレ

ート境界浅部領域は一般に固着が弱く、地

震を起こさない（高速ですべらない）と考

えられてきていた。しかし、実際に巨大な

海溝型地震が起こった現在、この認識は誤

りであったことが明らかとなった。 

 東北日本では海溝軸付近まで小繰り返し 

 

図-6．すべりレートの移動平均のグラフ．それ

ぞれ，(a)海溝軸の沿った方向（N145°W-N35°

E）と(b)フィリピン海プレートの沈み込みに沿

った方向に対してプロットしている（図-5 を

参照）． 

 

 

図-5 推定されたプレート間の非地震性すべり 

レート。 

図-4におけるオレンジ色の小繰り返し地震グル 

ープのみを用いた。各カラーパッチは右下のす 

べりレートのカラースケールに対応する。 

 

 

域以外はおおむね 3cm/yr 前後の値となってお

り、過去の M7 級の海溝型地震の震源および地

震すべり領域との対応関係も明瞭である。図

-6(b)を見ると、A 領域以外はプレート境界の

浅い方向（海溝軸側）から深い方向（陸側）に

向かってすべりレートが小さくなる傾向が見

られる。唯一、A 領域だけは沈み込む方向に向

かって一旦すべりレートが小さくなるものの、

再度すべりレー 

トが大きくなり海溝軸側と陸側が同程度に 

なる。 

 

図-6  すべりレートの移動平均のグラフ。 

それぞれ、(a)海溝軸の沿った方向（N145° 

W-N35°E）と(b)フィリピン海プレートの 

沈み込みに沿った方向に対してプロット 

している（図-5 を参照）。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震活動が見られ、2011 年東北地方太平洋

沖地震の震源域周辺でも多くの小繰り返し

地震が存在している[Uchida and Matsuzawa 

(2011)]。それらから推定した地震前のすべ

りレートは，プレートの沈み込み速度より

も有意に小さかった。すなわち、固着がか

なり強かったことを小繰り返し地震解析の

結果が示していたのである。 

一方、日向灘の海溝軸付近のプレート境

界浅部領域では地震活動があまり見られず、

小繰り返し地震も発生していない。小繰り

返し地震解析では、地震が発生している領

域でなければ解析をすることが出来ない。

従って、非地震性すべり量を見積もる事は

出来ない。しかし、小繰り返し地震が存在

しないということは、すなわち固着が非常 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に強いか、非常に弱いかのどちらであるこ

とは言える。 

本研究の結果、固着状態、特に空間変化

の特徴を明らかにすることができたが、注

目すべき点としては、図-6(b)に示した様に

プレートの沈み込みに沿った方向にも空間

変化が存在し、そのパターンがプレート境

界の浅い方ほど固着が弱く、深い方ほど固

着が強いという点である。本研究の結果に

加え、海溝軸付近での日頃の地震活動の状

況や、過去の地震活動を踏まえると、日向

灘の海溝軸付近は解析期間の約 17 年間に

関しては、どちらかと言えば固着が弱い可

能性が高いのではないかと考えられる。 

いずれにしても，日向灘を含め南海トラ

フの海溝軸付近のプレート境界浅部領域に

 

図-7 日向灘のプレート境界面のイメージ（南東側から見た図）。青の板がフィリピン海プレート、 

濃い青はアスペリティを示している。緑の領域と黄色の領域は、準静的すべりレートが低い領域と 

プレート収束速度と同程度の領域を示す。 

 



おける固着をより正確に把握するには、海

底における地殻変動観測の拡充が必須であ

る。しかし、海底地殻変動観測点は陸上の

GPS 観測点の様に 20km 間隔で設置するの

は現実的に困難であるので、小繰り返し地

震解析と組み合わせて準リアルタイムにプ

レート間の固着をモニタリングするような

仕組み作りが望まれる。 
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「九州防災シンポ in 鹿児島」 開催される 

来る１０月３０日、下記のとおり「九州防災シンポ in 鹿児島」が鹿児島大学にて開催されます。

これは、国大協九州地区支部会議・九州地区国立大学間の連携に関わる企画委員会・「防災・環

境ネットワーク部会」（部会長：今泉九大・理事副学長）との共催として、長崎大・九州大・宮

崎大に引き続き、鹿児島大学が実施するものです。 

 

 

九州防災シンポジウム in 鹿児島 〜火山災害・豪雨災害を考える〜 

【日 時】 平成２４年１０月３０日（火）13:00～17:00 

【場 所】 鹿児島市 鹿児島大学稲盛会館 

【プログラム案】 

13：00-13：10 開会挨拶 吉田 浩己（鹿児島大学 学長） 

13：10-13：20 来賓挨拶 伊藤 祐一郎（鹿児島県 知事） 

13：20-13：50 桜島火山活動の現状と今後の予測 

井口 正人（京都大学防災研究所火山活動研究センター 教授） 

13：50-14：10 奄美豪雨災害（土砂災害）と今後の対策 

笠間 清伸（九州大学大学院 准教授） 

14：10-14：30 奄美豪雨災害（河川災害）と今後の対策 

安達 貴浩（鹿児島大学大学院 准教授） 

14：40-16：50 パネルディスカッション 災害の想定と防災・危機管理の在り方 

コーディネーター 善 功企（九州大学特任教授） 

14：40-14：55 火山災害への備え（ソフト対策） 

福永 敬大（鹿児島県危機管理防災課長） 

14：55-15：10 豪雨災害への備え（ハード対策） 

植野 利康（鹿児島県土木部砂防課長） 

15：10-15：25 官学と住民の協働による防災力の向上 

平山 弘（NOP 法人 砂防ボランティア協会 理事長） 

15：25-15：40 災害と復興 

高橋 和雄（長崎大学名誉教授） 

15：40-16：50 討論とまとめ 

16：50-17：00 閉会挨拶 下川 悦郎（鹿児島大学 理事） 

※ 防災・環境ネットワーク部会との共催 

案 内 

 



 

『記者発表資料』 

 

平成 24年 7月九州北部豪雨土砂災害先遣隊調査団コメント 

 

日時：平成 24年 7月 18日（水） 

会場：阿蘇市役所会議室（北側別館） 

行程：南阿蘇村（立野地区）、阿蘇市一の宮（手野、三野、坂梨） 

先遣隊：善、北園、春日井、笠間、矢ヶ部、田尻、安福 

 

○先遣調査からのコメント 

・時間当たり 80mm を超えるような雨が数時間降ったことが誘因と考えられるが、素因について

は、火山灰質粘性土を表層とする現地斜面の特性など今後の詳細調査が必要である。 

・平成 2年の土砂災害と同じ地区で災害が繰り返されていることを鑑みると、地質・地盤・土地の

履歴書（地歴）をデータベースとして作っていくことが重要であろう。 

・詳細調査地として、今回調査した立野、手野、坂梨地区などを中心として行うこととしたい。 

・一般論としての地盤災害のメカニズムを踏まえて、詳細調査として、以下の事項を検討したい。 

  （試料の採取、土質・岩質の把握、崩壊状況・崩壊スケール・傾斜・流れ盤の有無・緩み領域

の有無、風化層の厚さ、湧水の有無・植生の把握、崩壊土量、崩壊前と崩壊後の状況の把握など） 

・IT技術の有効な活用を今後進めていきたい。（今回大学と現地を携帯電話でつなぎリアルタイム

の交信を行い、防災・減災対策としてうまく活用できることが確認できた） 

 

○先遣隊の災害調査に関する新聞記事 

『7月 19日 熊本日日新聞』 

 

報 告 



センター最新所蔵資料一覧 

新 刊 紹 介 

平成 24年 3月～平成 24年 9月までの新刊図書、資料は下記の通りです。御利用下さい。 

報告書・単行本・ニュ－ス              発行機関名・研究代表者名 

 

＜災害一般＞ 

福岡市地域防災計画（地震対策編）  福岡市防災会議 

福岡市地域防災計画（風水害等対策編）  福岡市防災会議 

平成 23年度 防災・日本再生シンポジウム 

古都奈良の都市防災  福岡市防災会議 

DPRI  News Letter No.63～No.64  京都大学防災研究所 

自然災害科学 Vol.30 No.3 2011～Vol.31 No.1 2012 日本自然災害学会 

特定非営利法人熊本自然災害研究会 

研究発表会要旨集平成２３年度  特定非営利法人熊本自然災害研究会 

防災科学技術研究所研究報告 2012年 No.79  独立行政法人 防災科学技術研究所 

TSUKUBA GEOENVIRONMENTAL SCIENCES Vol.7 2011  独立行政法人 防災科学技術研究所 

近代消防 第 50巻 4号 Vol.615～6号 Vol.620   近代消防社 

主要災害調査 第 46号 

東西日本大震災調査報告 2011  独立行政法人 防災科学技術研究所 

主要災害調査 第 46号 

2010年 10月 20日奄美大島豪雨災害調査報告 2010 独立行政法人 防災科学技術研究所 

主要災害調査 第 47号 

2010/2011年冬期の豪雪と雪氷災害に関する調査報告 独立行政法人 防災科学技術研究所 

消研輯報 平成 22年度  独立行政法人 消防研究所 

災害制御研究センター報告  東北大学工学部災害制御研究センター 

東北地域災害科学研究 第 48巻平成 24年 3月    東北地区自然災害資料センター 

北海道地区自然災害科学資料センター報告 

Vol.25 2012年 3月  北海道地区自然災害科学資料センター 

防災科学技術研究所研究資料 第 362号  

地すべり地形分布図 第 49集「旭川」  独立行政法人 防災科学技術研究所 

防災科学技術研究所研究資料 第 362号  

地すべり地形分布図 第 50集「名寄」  独立行政法人 防災科学技術研究所 

防災科学技術研究所研究資料 第 363号  

長岡における積雪観測資料 ２０１０/11冬期  独立行政法人 防災科学技術研究所 

防災科学技術研究所研究資料 第 364号  

新庄における気象と降積雪 ２０１０/11冬期  独立行政法人 防災科学技術研究所 

防災科学技術研究所研究資料 第 366号  

浅間山高峰火山観測井コア試料の岩相と層序  独立行政法人 防災科学技術研究所 

防災科学技術研究所研究資料 第 367号  

関東・東海地域における水圧破砕井の孔井検層データ 独立行政法人 防災科学技術研究所 

 



防災科学技術研究所研究資料 第 368号  

台風災害被害データの比較について 

（1951年～2008年、都道府県別資料）  独立行政法人 防災科学技術研究所 

防災システム 2012 VOl.35 No1  日本防災システム協会 

防災綜合センター年報 第 2号  静岡大学防災総合センター 

 

＜地盤＞ 

地質調査研究報告 Vol.62 No7/8 2011  地質調査総合センター 

地質調査研究報告 Vol.62 No9/10 2011  地質調査総合センター 

加茂地域の地質  地質調査総合センター 

地質調査研究報告 Vol.62 No11/12 2011  地質調査総合センター 

 

＜地震動＞ 

地震観測報告 CD-ROM Ser.4 Vol.8 2010  気象庁精密地震観測室 

技術研究報告 2011年 NO.17  東京大学地震研究所 

活断層研究センター年報 平成 22年度  活断層研究センター 

活断層・古地震研究報告 第 11号（2011年）  地質調査総合センター 

地震に関する防災アセスメント調査 

報告書平成 24年 3月  福岡県 

東日本大震災における学校等の被害と対応に関する 

ヒアリング調査 記録集（増補第二版）  日本安全教育学会・全国学校安全教育研究会 

歴史地震第 27号平成 24年（2012）  歴史地震研究会 

 

＜河川・砂防＞ 

海岸統計  平成 23年度版    国土交通省河川局 

 

＜農林＞ 

季刊 森林総研 第 16号  森林総合研究所 

 

＜沿岸・津波＞ 

東日本大震災 津波被害に関する講演集   沿岸技術研究センター 

津波に関する防災アセスメント調査 

報告書平成 24年 3月   福岡県 

 

＜火山＞ 

火山噴火予知連絡会会報 第 108号・第 109号 

 平成 24年 8月                   気象庁 
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