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独立行政法人

防災科学技術研究所
理事長　岡田　義光

　本日は，防災科学技術研究所の第9回成果発表会においでいただ
き，まことにありがとうございます。当研究所は昨年の4月に創立
50周年の節目を迎え，今年からはまた決意を新たにして，次の50
年に向けた歩みを始めているところであります。
　さて，前回の第8回成果発表会は，昨年の2月25日に同じくこの
会場で開催させていただきましたが，それから約１年の間に，わが
国は様々な自然災害に見舞われました。まず，昨年の4月13日，淡
路島で M6.3の浅い地震があり，震度６弱が記録されました。わが
国で震度６が観測されたのは，まもなく3年になる東日本大震災が
あった2011年の4月12日に福島・茨城県境付近で震度６弱が記録されて以来，ちょうど2年ぶりだっ
たのですが，淡路島では幸い人的な被害はありませんでした。
　地震・火山による災害は少なかった代わりに，昨年は気象災害が目立った年でした。7月末には，
山口・島根県境付近を観測史上最大の豪雨が襲って大きな被害を生じ，8月には記録的な猛暑が全
国を席巻しました。9月になると，埼玉県越谷市付近で発生した竜巻が大きなニュースになったの
に続き，台風18号の接近時には，運用が始まったばかりの「特別警報」が初めて発令され，京都府
などで甚大な浸水被害を生じました。また，10月にやってきた台風26号は伊豆大島に激甚な土砂
災害をもたらし， さらに11月には猛烈な台風30号がフィリピンのレイテ島を襲って壊滅的な被害
を与えました。また，この冬は４年続きの大雪となって，日本海側や北海道の各地で雪崩や地吹雪，
そして除雪作業に伴う数多くの犠牲者を生じています。
　こうした自然の猛威に対して人間の力はあまりに微弱でありますが，防災科学技術研究所には，
防災・減災に向けたハード・ソフト両面における研究開発を進めることによって，少しでも社会の
安全・安心に寄与する成果を産み出してゆくことが期待されております。本年は，当研究所にとっ
て第3期中期計画の3年目，すなわち折り返し点を迎えているところであり，本日の成果発表会では，
災害分野ごとに，この第3期における中間報告をさせていただきたいと思っております。
　講演会の第1部では「災害のメカニズムの解明を目ざして」と題して３つの講演を，また第2部で
は「災害に強い社会を目ざして」と題して４つの講演を，それぞれ用意いたしました。本日の成果
発表会が，私ども防災科学技術研究所に対する皆様の御理解を新たにしていただける一助となれば，
まことに幸いであります。どうぞ皆様には，今後とも当研究所に対する暖かい御指導と御支援を賜
りますよう，よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ
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　平成16年10月の新潟県中越地震、平成19年7月の新潟県中越沖地震等、近年、「ひずみ集中帯」
と呼ばれる褶曲－断層帯において、立て続けに大きな被害地震が発生しました。
　このため、ひずみ集中帯を対象として、当該地域における活断層及び活褶曲等の活構造の全体像
を明らかにし、ひずみ集中帯で発生する地震の規模や時期の長期評価、強震動評価の高度化に資
することを目的として、文部科学省の科学技術試験研究委託業務として「ひずみ集中帯の重点的調
査観測・研究」を独立行政法人防災科学技術研究所が受託し、関係行政機関、大学、独立行政法人、
地方公共団体等との連携・協力の下、平成19年度から平成24年度にわたり自然地震観測・制御震
源による地殻構造探査などを中心とした調査観測・研究を実施しました。
　東北日本の日本海側
に存在するひずみ集中
帯は、厚い堆積層に覆
われており、被害を引
き起こす活断層の多く
は、その堆積層の下に
隠されています。この
地域では、日本海拡大
時に引張場のもとで形
成されたリフト構造と
呼ばれる主に正断層か
ら成る裂け目状の構造
が、圧縮場への反転に
よって既存の正断層の
構造境界を使って逆断
層として再活動しているため、地震が発生すると考
えられています。
　ひずみ集中帯の地震像を明らかにするためには、
地震を引き起こす可能性があるこれらの断層がどこ
にあるかを知ることが重要となります。それを明ら
かにするために、自然地震観測・制御震源による地
殻構造探査などを実施しました（図１、図２）。得
られた断層候補の中から、1828年に発生した越後
三条地震に対応すると思われる断層について、強震
動を計算しました。それを新たに史料をもとに見積
もられた震度と比較し、おおむね一致する結果を得
ることができました。

ひずみ集中帯の重点的調査観測・研究
地震・火山防災研究ユニット　関口　渉次

図１　自然地震観測によって得られた地下の基盤構造

図２　新潟地域における地殻構造探査測線
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　2011年４月より始まった第３期中期研究計画が３年目の節目を迎えましたので、その成果と強
化というタイトルで報告させていただきます。
　過去３年間で発生した火山噴火と言えば、まず、約300年ぶりに噴火した霧島山新燃岳が挙げら
れます。噴火は2011年1月から活発化しましたが、同年９月７日以降噴火は発生せず、現在はほぼ
落ち着きを取り戻した状態です。気象庁が発表する噴火警戒レベルも、火口周辺の立ち入りを規制
する２になりました。
　防災科研では、2010年４月より新たに観測を開始した火山観測施設２箇所間の距離変化から山
体の膨張と噴火に伴う収縮、さらには膨張の再発と停止という観測結果等をもとにマグマの供給状
況を火山噴火予知連絡会や気象庁に報告してきました。
　次に、桜島の噴火が挙げられます。昨年の８月、鹿児島市内で開催された火山の国際学会（国際
火山学及び地球内部化学協会）に呼応するかのように、桜島の噴火活動が高まりました。火山灰に
覆われた同市内の景色が報道されたことを覚えてられる出席者も多いことと思います。防災科研は
桜島には火山観測施設を整備しておりませんが、所内の気象レーダー解析グループや鹿児島大学等
の協力を得て、気象レーダーを用いた噴煙観測の有効性を示すことができました。
　一方、報道は少なかったのですが、阿蘇山の中岳第一火口でごく小規模な噴火が起こっています。
本年２月１日現在、噴火警戒レベル２で火口周辺の立ち入りが規制されています。
　防災科研では、2010年に火山観測施設２箇所を阿蘇山に整備し、火山性微動やそれに伴うごく
小さな傾斜変動も捉えることに成功しました。今回の火山活動観測には間に合いませんでしたが、
現在も２箇所で整備工事を進めており、今年中には計４箇所において阿蘇山の中岳火口を取り巻く
ような火山観測網が整備され、観測データの公開・流通が始まります。
　今も時々話題となっているのは西之島における新島の形成・成長の報道です。また、あまり東京
エリアでは報道されませんでしたが、諏訪之瀬島や薩摩硫黄島、口永良部島、硫黄島でも噴火警報
や噴火予報が気象庁から発表されています。硫黄島においては防災科研が10年以上にわたって火
山観測をおこなってきました。また、口永良部島２箇所においても、現在整備工事を進めており、
今年中には観測データを公開・流通できるものと考えています。
　さて、昨年度の研究成果発表会でもお知らせしましたが、私たち火山グループと自然災害情報室
は、2006年出版した「日本の火山ハザードマップ集（中村他、2006）」を防災科学技術研究所研究資
料第380号として改定しました（中村他、2012）。この改訂版には、1983年から2012年に至るまで
に日本で公表された活火山のハザードマップや防災マップが網羅されています。また、あわせて国
内の火山関係機関の紹介も掲載されています。この研究資料は情報収集に協力していただいた300
件近い火山防災関係機関や国内外の研究者（上述した国際学会や日本火山学会（2013年猪苗代町で
開催））で配布されました。また、この改訂を機に、従来公表していた火山ハザードマップデータベー
ス（ http://vivaweb2.bosai.go.jp/v-hazard/）も更新されています。なお、日本の火山ハザードマッ
プ集及び火山ハザードマップデータベース作成におきましては、NPO 法人日本火山学会火山防災
委員会の協力を得ております。

防災科研の火山観測網の成果と強化
地震・火山防災研究ユニット　棚田　俊收
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　台風災害は、毎年起こるため実感されにくいところがありますが、トータルとしての被害額は他
の自然災害よりも大きいものとなっています。さらに、近年、沿岸域への人口集中（GEO4）や気候
変動による現象の変質（ IPCC5）等により、高潮を含む台風災害の増加の可能性が示唆され、高精
度の沿岸災害予測の必要性が高まっています。実際、この数年でも、ハリケーンサンディ（アメリカ、
2012年）や台風ヨランダ（フィリピン、2013年）など高潮が主因の甚大な台風被害が発生しています。
当研究所では、それらの被害軽減に資するため、東京湾における台風・高潮による潮位・浸水予測
情報を提供できるシステムを構築することを目標とした研究開発を行っています。これまでに、そ
のシステムのベースとなる大気海洋波浪結合モデルを開発し、東京湾・伊勢湾における現在気候時・
将来気候時の可能最大台風による高潮（最大級高潮）の予測を行ってきました。その結果は、以下
のようにまとめられます。
• 現在気候であっても、東京湾台風時（1917年10月1日）の江戸川河口付近での潮位偏差の最大値
（2.3 m）を超える高潮（3.2 m）が発生しうる。（東京湾計画潮位偏差2.0 ～ 3.0 m ）
• 将来気候時には、東京湾奥の広い範囲で、潮位偏差が3m を超え、江戸川河口付近から船橋市に

かけて、最大値で4.1m を超える大きな高潮が発生しうる．
• 現在気候であっても、伊勢湾台風時（1953年8月25日）の名古屋港での潮位偏差の最大値（3.5m）

を越える高潮（最大5.5m）が発生しうる．（伊勢湾計画潮位偏差3.5m ）
• 将来気候時には、伊勢湾中央部から湾奥部の広い範囲で、潮位偏差が4m を超え，名古屋港で、

最大値で6.8m に達する大きな高潮が発生しうる．
　これらの結果は、東京湾・伊勢湾で最大級高潮が発生すれば、将来気候時はもちろん現在気候時
においても、最大潮位偏差はそれぞれの湾の計画潮位偏差を超える可能性を示しています。これら
の情報は、今後の台風災害に対する防災施策を検討する際に有用な情報となると考えられます。講
演では、大阪湾を対象とした同様の計算の結果や三河湾における防災基準上も重要であると考えら
れる高潮の湾水振動についても、述べる予定です。

東京湾・伊勢湾における最大級高潮の予測
                                                          水・土砂防災研究ユニット     下川　信也
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　平成25年3月に北海道中標津町において暴風雪災害が発生し、5
名もの犠牲者が生じた。これまでに経験の無い規模の暴風雪災害を今
後防ぎ、安心安全な冬期の生活を確保することは、中標津町やその周
辺の地域にとって大きな課題である。これらの解決のために、これまで
培ってきた研究成果を踏まえ、平成25年度文部科学省地域防災対策
支援研究プロジェクトに「北海道中標津町を対象とした吹雪発生予測シ
ステム活用と効果的な雪氷防災対策への支援」プロジェクトとして応募
し、書類・ヒヤリング審査ののち、平成25 ～ 27年度の3か年度にわた
り実施することとなった。本システムは、防災科研が新潟市で試験運用
してきた雪氷災害発生予測システムをベースに吹雪発生予測システムを
作成し、将来的に町独自で活用することを目指している（図1）。
　平成25年12月に今後の計画を話し合う第1回運営委員会を中標津
町役場で開催し、中標津町吹雪予測システム試験運用がスタートした。運営委員会は、雪氷防災研究の
専門家、中標津町・地方自治体や地元企業の防災担当者、地元住民等、研究成果を当該地域で活用す
るため様 な々分野から構成され、委員からは積極的なご意見を多数いただいた。
　システムの試験運用は平成25年12月末から開始され、情報は中標津町役場ホームページから閲覧するこ
とができようにした。中標津町吹雪予測情報は、吹雪予測情報、ライブカメラ情報、気象観測情報から成り立っ
ている。吹雪予測情報は、現在のところ運営委員を中心とする関係者のみ閲覧可能としている。予測計算
は格子間隔5km で行い、予測項目は、29時間先までの視程、吹雪量、風速、降雪量、気温で、1日2回（4
時、16時）更新される。運営委員会の意見を反映し、今後計算格子の1.5 ～ 2㎞程度への高解像度化や
予測更新頻度を増やすことも検討している。図2に視程の予測画面例を示す。視程は地図上に色で表示さ
れるほか、閲覧したい予測時間を選択できる。視程予測画面を拡大し、防雪柵、危険個所、避難所位置
の位置を予測情報および地図に重ねて表示することもでき、吹雪や気象の状態との位置関係を把握すること
が可能である（図3）。また、図4に示すように、ライブカメラの画面では、吹雪の発生が想定される2箇所に
設置してあるカメラからの方向や拡大率を変化させた４画面の画像を10分ごとに提供している。さらにストリー
ミングの技術を利用して、リアルタイムに動画を閲覧することも可能となっている。このほか、１箇所で10分毎
に気象観測（風向風速、気温、湿度、積雪深、日射量）を実施している。これらの値は、気象観測情報と
してリアルタイムで画面に表示されて気象の状況を把握するために用いられるほか、吹雪発生予測精度向上
の評価のためにも用いられる。

     

　当プロジェクトは、幾度も報道で取り上げられており、地域住民の関心の高さを実感している。今後、運営
委員会の定期的な開催、管理者向けの学習会、住民の方への啓発活動などについて取り組むとともに、多
くの方々に意見をいただいて、吹雪予測情報や啓発の取り組みにフィードバックしながら、中標津町やその周
辺地域の雪氷防災に役立つシステムを構築する予定である。

吹雪予測システムの北海道中標津町への導入と効果
雪氷防災研究センター　上石　勲

図1　プロジェクトの考え方

図2　視程予測画面例 図3　避難所位置等を表示した画面例 図4　ライブカメラ画面例
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　Ｅ－ディフェンスは1995年兵庫県南部地震を契機に建設計画が立ち上がり，その後確証試験等を経て，
2004年10月に兵庫耐震工学研究センターが開所し，翌2005年1月15日に施設のお披露目式が執り行われ，
同年4月に本格研究運用が開始された。来年には，研究運用開始から10年が経過することになる。これま
での9年間で様 な々実験研究が実施され，その課題数は66件におよび年間の平均にすると7件以上となる。
運用当初は，構造物の破壊過程を解明するための振動実験が中心であったが，最近では新技術・新構法
の検証や施設の機能保持についての研究も実施されてきている。
　Ｅ－ディフェンスの建設当初の性能に関しては，兵庫県南部地震を忠実に再現させ構造物を破壊させること
が１つの目標であった。しかしその後に発生した地震や将来発生が予測されている地震において長周期・長
時間地震動による被害が注目され，Ｅ－ディフェンスの当初の性能でこれらの長周期・長時間地震動を忠実に
再現することが不可能であることがわかった。そのため，2012年度にＥ－ディフェンスの長周期・長時間化に
関わる施設更新工事が行われ長周期・長時間地震動による加振が可能となり，より広範囲の課題・目的に対
して実験を実施することができるようになった。このようにＥ－ディフェンスは，研究の発展等にあわせてその性
能を進化させており，今後もその必要があると考えられる。
　今回は，この9年間に行われた免震構造の安全性や医療施設の機能保持に関わる実験など破壊実験以
外の研究を中心に述べる。
　免震構造の安全性に関する実験では，今後予測されている長周期・長時間地震動に対して現状の免震
装置が安全かどうかを確認するため，震動台テーブルと震動台周辺基礎（固定部）の間に試験対象である
免震部材を設置し，Ｅ－ディフェンスを動的な油圧加振機として用いることで免震部材を動的に加振し，その
動的な特性や限界性能などの把握を行った。本来の構造物を搭載し地震動で揺する実験方法ではなく，更
に長時間・長周期波による加振というＥ－ディフェンスの新たな可能性を試した実験でもあった。
　更に，免震構造の安全性の検証という意味で，実大の免震構造を長周期・長時間地震動や設計想定以
上の地震動で加振し，周辺擁壁に激しく衝突させる世界初の実験も行った。免震構造であっても南海トラフ
地震などの巨大地震動に襲われた時には様 な々問題の発生が懸念されており，その問題の一つである周辺
擁壁との衝突による被害の把握は，免震構造の安全性を確認する上で重要な実験である。
　医療施設の振動実験では，病院を忠実に再現し，地震時にその病院がどうなり，病院機能を災害後も継
続させるためにはどうすべきかを示す実験を行った。そこでは，地震被害の軽減および機能保持にもっとも有
効である免震構造の病院であっても，地震動の性質よってはその機能を脅かす被害が発生し得ることを示し，
免震構造といえども内部機能等に対する地震対策の必要性を示した。
　このようにＥ－ディフェンスでは，構造物の破壊過程のみならず，その後の復旧復興を見据えた実験研究も
多く行われはじめてきた。今後は，地震動が人に与える影響に関する研究なども実施されてくるかもしれない。
更に，日本学術会議が発表した報告書『理学・工学分野における科学・夢ロードマップ』では，2050年まで
に地震フリー建物を実現することが盛り込まれている。この地震フリー建物を実現するためには，Ｅ－ディフェン
スによる実大実証実験は必要不可欠なものであると考えられる。
　最後に，Ｅ－ディフェンスの成果の普及ということがよく話題にされるが，これまでの研究の成果が国の防災・
減災力向上にどれほど影響しているか定量的に評価することは難しい。しかし，国民の防災・減災の意識を
向上させることが国の防災・減災力の向上につながることは明らかであり，Ｅ－ディフェンスでの研究は，報道
機関などにも多く取り上げられていることから推測すると，国民の防災・減災意識向上に少なからず貢献して
いると思われる。今後も，地震災害に強い国をめざし，想定外をなくし人命・財産の被害を少しでも軽減化さ
せるため，防災科学技術研究所は，Ｅ－ディフェンスの実験研究とその成果の展開に取り組んでいく。

もうすぐ10年　Ｅ－ディフェンスの新たな試み
兵庫耐震工学研究センター　佐藤　栄児
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　私たちの生活は、地震、津波、噴火、豪雨、地すべり、雪崩等に起因する自然災害の「リスク」
と切り離すことができません。自然災害の「リスク」とどう向き合い、どう対処していくかが重要
です。その際、自らの力だけで対処するのではなく、これまでに大学や専門機関等で培われてきた
自然災害に関する科学的研究成果（専門知）や、数多くの地域に存在する被災経験・教訓（経験知）
等の「知（災害リスク情報）」を取り込み、自らの知（自分知・地域知）を高め、自助・共助・公助の
協働（ガバナンス）で社会全体の防災力を向上させることが必要となってきます。
　防災科研では、2006年より「地域防災力向上に資する災害リスク情報の活用に関する研究」を開
始しました。2008年には、国の長期戦略指針「イノベーション25」の「社会還元加速プロジェクト」
に位置付けられ、「災害リスク情報プラットフォームの開発に関する研究」として加速化しました。
そして、2009年に、地域住民による防災活動を支援する地域情報基盤として、「 e コミュニティ・
プラットフォーム」をオープンソースで公開しました。その後、国際的にも要望が高まり、一部は
英語版の開発・公開も行っております。
　また、平行して、地域防災活動を空間的・時間的に検討・実行できる手法について、モデル地域
で実証実験を行いながら開発を行い、2010年より、全国に適用するための「 e 防災マップコンテス
ト」と「防災ラジオドラマコンテスト」を企画し、文部科学省と内閣府の後援を得て、これまで4回
実施してまいりました。全国各地より多くの参加があり、ハザードマップや標高データ等の情報の
活用、自治体・NPO・学校・町内会・地域企業間での連携等が随所に見られ、有効な取り組みが
数多く生まれてきています。
　2011年に発生した東日本大震災においては、これまで平時の防災向けに開発してきた「 e コミュ
ニティ・プラットフォーム」を災害時応急対応に適用し、様々な機関が災害後に観測・調査し発信
した情報を統合的に活用できる「東日本大震災協働情報プラットフォーム（ ALL311）」を構築・公
開しました。これらは、被災地における自治体や救助に入った自衛隊、災害ボランティアセンター
等での災害対応や復旧・復興に活用されました。その成果に基づき、現在、自治体における災害時
応急対応を効果的に行う「官民協働危機管理クラウドシステム」の開発を、2011年度より3年計画
で行っています。また、2013年から内閣府（防災担当）と連携協力を交わし、災害リスク情報の共
有や流通についての議論・検討を行っています。
　さらに、これまで様々な分野で生まれた防災研究の成果を地域防災の実践の場に生かすために、
防災研究成果をデータベース化し、地域の自然特性・社会特性に合わせて提供する「統合化地域防
災実践支援 Web サービスの構築」を2013年より5年計画で実施しています。地域防災においては、
地域に根ざし、地域を熟知し、地域からの信頼のある大学の力が不可欠であり、これらとの連携・
ネットワーク化によるオールジャパン体制での防災力向上が求められてきています。
　成果発表会では、これまでの研究成果を具体事例とともに紹介し、その現状と課題について意見
交換したいと考えております。

災害リスク情報の利活用に関する研究の現状と課題
災害リスク研究ユニット　臼田　裕一郎
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　地震発生直後に迅速に被害状況を把握することは、より適切な初動体制を確立するための意志決定を行
う上でとても重要です。1995年阪神・淡路大震災における応急対策活動の反省から、被災状況を迅速に
把握するとともに、事前対応、応急対策及び復旧・復興対策の各段階における情報を統合化し、総合的な
意志決定を迅速に行うことの重要性が改めて指摘されました。
　防災科学技術研究所では、地震調査研究推進本部が進めている「全国地震動予測地図」の作成に資
するため開発を進めてきた地震ハザードステーション（ J-SHIS）による表層地盤の増幅特性データや人口・建
物に関する情報等の基本情報や地震動の予測手法、建物の被害評価手法と、全国約1,700箇所に整備、
運用を行っている強震観測網 K-NET や KiK-net から得られるリアルタイム強震データ等の観測データを組み
合わせることで、地震発生直後において、これまでよりも更に早い段階で初動対応の適切な意志決定等に役
立つ広域の被害推定情報を提供するシステムが構築可能と考え、リアルタイム地震被害推定システム（Japan 
Real-time Information System for earthQuake；J-RISQ）を構築し、現在試験的な運用を行っています。
本講演では、J-RISQ の概要について紹介します。
　J-RISQ の概要を下図に示します。J-RISQ は、K-NET や KiK-net、気象庁から送られてくる震度情報を
用いて、地盤の揺れ易さを考慮しつつ、空間的に広がりのある揺れの分布を250ｍメッシュでリアルタイムに
推定します。そして、揺れの情報を入力として、建物の種類や建築年代別の分布データと被害率曲線を用
いて建物の被害推定を行い、それと並行して人口の分布を考慮して、ある震度以上にどれくらいの人が遭
遇した可能性があるかを示す震度遭遇人口を推定します。こうして推定した結果は、登録したユーザに直ち
に配信されます。ユーザは予め希望する配信エリアと、最大震度を閾値とする配信レベルを登録することで、
その登録条件を満たした場合に、震源情報等と合わせて、登録エリアの推定建物被害情報と推定震度遭
遇人口の情報をメール受信することができます。
　J-RISQ の処理は、地震の揺れが広がるに連れて時間的にばらばらに送られてくる震度データに対して、そ
の時点で入手したデータを用いて推定を行い、新しいデータを受信する毎に逐次的に推定結果を更新するこ
とで、即時性を確保しています（1地震につき複数回の情報発信）。2010年の試験運用開始からこれまで推
定を行ってきた600地震以上の処理結果をみると、第1報は、地震が発生してから概ね1分程度で発信され
ており情報提供の即時性という観点からは十分な性能を発揮できています。
　J-RISQ の推定情報に関しては研究開発途上であることから一般への公開はしてきませんでしたが、2013
年10月から揺れの分布と震度遭遇人口に関して「J-RISQ 地震速報」という名前で、実験的に Web 公開を
始めました（ http://www.j-risq.bosai.go.jp/）。J-RISQ 地震速報では、揺れの分布や震度遭遇人口を市
区町村毎に地図や表で表示したものと、その周辺で過去に発生した被害地震の年表や J-SHIS による地震
ハザード情報が、合わせて A4一葉にコンパクトに分かり易くまとめられています。
　今後、建物被害推定結果に関しても検証を進める共に、被害推定手法の高度化及び推定の基盤となる

地下構造データの充実、
人口や建物データの整備
を進めていく必要がありま
す。また、推定の高精度
化に向けた取り組みと合
わせて、時には大きな誤
差を含む可能性のある推
定情報をどう賢く利用して
いくかについても想定され
る利用者を巻き込んだ検
討が重要と考えています。

謝辞：J-RISQ で用いている揺れの情報の一部（地方公共団体及び気象庁の震度データ）につきましては、気象庁より提供して頂いているものです。

地震被害の即時推定を目指して
－リアルタイム地震被害推定システム（J-RISQ）の開発－

災害リスク研究ユニット　中村　洋光

図　J-RISQの概要
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地震 ・火山防災研究ユニット　浅野陽一

ゆっくり地震、 南西諸島でも繰り返し発生

陸側のプレート

沈み込むプレート
（フィリピン海プレート）

深部低周波微動・
深部低周波地震発生域

浅部超低周波地震発生域

１．ゆっくり地震の一つ、浅部超低周波地震とは？

２．”ゆっくり地震”の検出法

３．西南日本～南西諸島の浅部超低周波地震活動が明らかに
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　地下の断層面における岩盤どうしの食い違い（断層すべり）によって地面の揺れが引き起こされる現象です。
急激な断層すべりによる通常の地震とは異なるゆっくりとしたすべり現象は、”ゆっくり地震”や”スロー地震”
などとよばれています。専門的には起こる場所やすべりの時間スケールなどによってより細分類されています。
　それらのうちの、沈み込むプレートと陸側のプレートとの境界（海陸プレート境界）付近の浅い場所で発生す
るゆっくり地震が浅部超低周波地震です ( 図１ )。通常の地震のような短周期の（ガタガタした）揺れの成分が
少なく、周期 10 ～ 20 秒といった長周期成分が波形記録上で卓越しているのが特徴です（図２）。そのため、オー
ソドックスな短周期地震計での観測や、Ｐ波・Ｓ波の到達時刻による震源決定は困難です。

　従来は検出すら困難であった浅部超低周波地震の解析に、私たちはテンプレートマッチングとよばれる手法を
使っています。これは、既知の地震や浅部超低周波地震（以下、既知イベント）と似た記録波形を連続記録波形
の中から探す方法です（解析は長周期帯で行います）。
　既知イベントの近くで発生した未知の浅部超低周波地震等（以下、未知イベント）を検出するとともに、既知
イベントと未知イベント間の位相差を複数の観測点で評価し、未知イベントの位置を推定することも可能です。
比較的観測点が少ない場所でも解析が可能であることが、この手法の特徴です。

　上記の手法を防災科学技術研究所広帯域地震観測網 F-net に適用し、
南西日本における浅部超低周波地震活動を調べました。その結果、南海
トラフのみならず南西諸島海溝に沿った場所でも超低周波地震が繰り返
し発生してきたことがわかりました（図３および４）。
　過去約 10 年の活動は、南海トラフ沿いの南海・東南海では活動の頻度
が低いのに対して、日向灘ではやや高く、南西諸島海溝沿いではかなり
高い場所があることも明らかになりました（図４）。
　南海・東南海では、大地震から次の大地震発生までの間（いわゆる、
地震間）のプレート間カップリング（固着）が強いことが知られています。
これに対して、日向灘以南では比較的弱いと考えられています。このよ
うな地震発生域の固着状態が、より浅い場所で発生する浅部超低周波地
震の活動を支配している可能性があると考えられます。言い換えれば、
大地震発生域近傍のプレート間固着状態を探るインジケーターとして、
浅部超低周波地震活動のモニタリングが有用である可能性があることが
分かってきました。
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長周期成分
（0.01-0.1 Hz）

短周期成分
（2 Hz 以上）

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

125E 130E 135E 140E

南
西
諸
島
海
溝

フィリピン海
プレート

九
州
パ
ラ
オ
海
嶺

O

P

Q

R

O
P

Q足摺岬

日向灘

紀伊半島

室戸岬

200 km

200 km

測
線
 
O
-
P
-
Q
-
R
 
に
沿
っ
た
位
置

長期的SSE 長期的SSE
奄美大島北東沖の地震

(M6.8)

1946 南海

1944
東南海

R

2009, M6.8

2004, M7.4

平成23年(2011年】東北地方太平洋沖地震
(M9.0)

長期的 SSE

南海トラフ

石垣島

沖縄(本)島

(奄美)大島

足摺岬

日向灘

紀伊半島

室戸岬

石垣島

沖縄(本)島

(奄美)大島

紀伊半島南東沖の地震
(M7.4)

図１．西南日本における海陸プレート境界の模式図
　　　（伊藤・小原らの図に加筆）． 図２．浅部超低周波地震の波形記録の例．

図３．検出された浅部超低周波地震の分布

図４．検出された浅部超低周波地震の時間‐空間分布

活動頻度　低い

高い

非常に高い

地震・火山防災研究ユニット ヤノ トモコ エリザベス•武田哲也•汐見勝彦

日本全国高分解能再決定地震カタログ（JUICE）プロジェクト

1900年以降のおよそ約110年の間に、日本では、死者1,000人を超える地震を10回経験しました。これらの
地震のうち5個は、阪神•淡路大震災など、内陸の活断層で発生した地震です。内陸部で発生する地震（内
陸型地震）は、我々の住む直下のごく浅いところで発生するため、プレート境界付近で発生する地震（海溝
型地震）よりも規模が比較的小さくても、甚大な被害をもたらします。

内陸型地震に備えるには、地震を引き起こす活断層がどこにあるのか、その断層が活動した場合にどの
ような被害を引き起こすのか等を知ることが大変重要です。しかし、活断層が地中深くに隠れている場合、
地表を観察するだけでは、活断層の位置や大きさを調べることが出来ません。

そこで、我々は、防災科研高感度地震観測網(Hi-net)の地震データを使用して、内陸部で発生する非常に
小さな地震を正確にとらえ、その詳細な分布を調べる研究を始めました。この研究で生成される日本全国
高分解能再決定震源カタログ（Japan Unified Hi-resolution Relocated Catalog for Earthquake (JUICE)）は、
活断層分布を含む日本列島の活構造の全体像の把握や、震源断層モデルの構築に資するために利用さ
れます。既に関東・東海地域のカタログを完了しました。今後は、順次、日本全国を対象にカタログ範囲を
拡大していく予定です。

図１. 1900～2011年に発生したM7以上、
深さ100km以浅の地震（白丸）と、1,000
人以上の死者を伴った地震（赤丸）の分
布。

関東・東海地方の高分解能再決定震源カタログ

図3. 震源再決定前の震源分布 （Hi‐netカタログ。約207,000個） 図4. 再決定後の高分解能地震震源分布（JUICEカタログ。約201,000個)

<材料>
Hi-net走時データと震源カタログ
Hi-net 地震波形データ

<作り方>
走時データからDDデータを作成
波形相互相関処理によって得られた高精度なDDデータを作成
上記の２種類のDDデータを用いDD法*により空間+深さ分布を推定
測地等のデータや過去の地震など照らし合わせ確認後、JUICEの完成
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図2. JUICE作成のフローチャート

背景と目的

JUICE作成のレシピ

P軸分布 T軸分布

図8. ブーゲー重力異常 （駒澤, 2004）仮定密度：
2.67 (陸域)g/cm3
• ブーゲー重力異常の谷間に、この応力境界

が位置します。
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図9. 応力境界周辺のメカニズム解

• 地震帯の中では 10−20kmの深さで、

逆断層と横ずれ型が卓越していますが、
応力軸境界周辺でも、このパターンは
急変してません。

A’

A

A’ A

?

図11. 構造探査による断面図（佐藤ほか、大大特H15報
告書）と、メカニズム解との比較。

• この地域の地下には、高角な傾斜を持つ構造
線が、埋もれている可能性があります。

地下に埋もれている構造線？

まとめ
• 日本全国高分解能再決定地震カタログ(JUICE)プロジェクトを開始しました。
• 関東・東海地域のカタログを整備しました。

• より詳細な震源分布およびメカニズム解の情報が得られたことによって、
関東地方の下に存在する応力境界の位置が明瞭になりました。この境界
は、地下に埋もれている構造線の存在に起因する可能性があります。

今後の予定
• JUICEカタログの整備範囲を日本全国へ拡大します。
• ３次元地震波速度構造を取り入れ、深さ方向の精度を向上を試みます。

• 地震発生層深度情報から、活断層毎に起こりうる最大規模の地震を推定
します。

• 整備したカタログを基にして応力場を推定し、活断層毎に断層面の滑りや
すさ（Slip Tendency）の推定を行います。

再決定前に“ぼんやり”としていた震源分布が“はっきり”とする傾向が見えます。
一部では、地震が集まって発生している場所(クラスター)や明瞭な直線状の分布がみられます。

以下、青色で囲まれた地震帯について紹介します。

図7. 応力軸(P軸, T軸)分布

• 地震帯の中にある青丸の地域で応力のＰ軸およびＴ軸が、
ともに急変する境界があります。

Hi-netの震源カタログを基本情報とし、観測された地震波形の類似性を考慮した精度の高い震源決定を行います。

図10. 応力区分地図 （鈴木, 1989）

• 諏訪湖付近から東に向かうと推定される
中央構造線の延長線上に、この応力境
界があります。

• この応力境界は、地下に埋もれる中央構
造線の影響である可能性があります。

• 震源再決定分布により、応力境界の位
置が明瞭になりました。

JUICEより得られた詳細な震源分布やメカニズム解の情報によって、関東地方の下に存在する応力境界の位置が明瞭になりました。
この境界は、地中深くに埋もれている構造線の存在の起因する可能性があります。

*DD法とは: 近接するイベントペアの波形相互相関処理による走時差(DD)データを用い、高精度な震源決定を可能にする震源決定法

2

3 4

5

6

構造探査と比較
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地震・火山防災研究ユニット ヤノ トモコ エリザベス•武田哲也•汐見勝彦

日本全国高分解能再決定地震カタログ（JUICE）プロジェクト

1900年以降のおよそ約110年の間に、日本では、死者1,000人を超える地震を10回経験しました。これらの
地震のうち5個は、阪神•淡路大震災など、内陸の活断層で発生した地震です。内陸部で発生する地震（内
陸型地震）は、我々の住む直下のごく浅いところで発生するため、プレート境界付近で発生する地震（海溝
型地震）よりも規模が比較的小さくても、甚大な被害をもたらします。

内陸型地震に備えるには、地震を引き起こす活断層がどこにあるのか、その断層が活動した場合にどの
ような被害を引き起こすのか等を知ることが大変重要です。しかし、活断層が地中深くに隠れている場合、
地表を観察するだけでは、活断層の位置や大きさを調べることが出来ません。

そこで、我々は、防災科研高感度地震観測網(Hi-net)の地震データを使用して、内陸部で発生する非常に
小さな地震を正確にとらえ、その詳細な分布を調べる研究を始めました。この研究で生成される日本全国
高分解能再決定震源カタログ（Japan Unified Hi-resolution Relocated Catalog for Earthquake (JUICE)）は、
活断層分布を含む日本列島の活構造の全体像の把握や、震源断層モデルの構築に資するために利用さ
れます。既に関東・東海地域のカタログを完了しました。今後は、順次、日本全国を対象にカタログ範囲を
拡大していく予定です。

図１. 1900～2011年に発生したM7以上、
深さ100km以浅の地震（白丸）と、1,000
人以上の死者を伴った地震（赤丸）の分
布。

関東・東海地方の高分解能再決定震源カタログ

図3. 震源再決定前の震源分布 （Hi‐netカタログ。約207,000個） 図4. 再決定後の高分解能地震震源分布（JUICEカタログ。約201,000個)

<材料>
Hi-net走時データと震源カタログ
Hi-net 地震波形データ

<作り方>
走時データからDDデータを作成
波形相互相関処理によって得られた高精度なDDデータを作成
上記の２種類のDDデータを用いDD法*により空間+深さ分布を推定
測地等のデータや過去の地震など照らし合わせ確認後、JUICEの完成
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図2. JUICE作成のフローチャート

背景と目的

JUICE作成のレシピ

P軸分布 T軸分布

図8. ブーゲー重力異常 （駒澤, 2004）仮定密度：
2.67 (陸域)g/cm3
• ブーゲー重力異常の谷間に、この応力境界

が位置します。

B
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図9. 応力境界周辺のメカニズム解

• 地震帯の中では 10−20kmの深さで、

逆断層と横ずれ型が卓越していますが、
応力軸境界周辺でも、このパターンは
急変してません。

A’

A

A’ A

?

図11. 構造探査による断面図（佐藤ほか、大大特H15報
告書）と、メカニズム解との比較。

• この地域の地下には、高角な傾斜を持つ構造
線が、埋もれている可能性があります。

地下に埋もれている構造線？

まとめ
• 日本全国高分解能再決定地震カタログ(JUICE)プロジェクトを開始しました。
• 関東・東海地域のカタログを整備しました。

• より詳細な震源分布およびメカニズム解の情報が得られたことによって、
関東地方の下に存在する応力境界の位置が明瞭になりました。この境界
は、地下に埋もれている構造線の存在に起因する可能性があります。

今後の予定
• JUICEカタログの整備範囲を日本全国へ拡大します。
• ３次元地震波速度構造を取り入れ、深さ方向の精度を向上を試みます。

• 地震発生層深度情報から、活断層毎に起こりうる最大規模の地震を推定
します。

• 整備したカタログを基にして応力場を推定し、活断層毎に断層面の滑りや
すさ（Slip Tendency）の推定を行います。

再決定前に“ぼんやり”としていた震源分布が“はっきり”とする傾向が見えます。
一部では、地震が集まって発生している場所(クラスター)や明瞭な直線状の分布がみられます。

以下、青色で囲まれた地震帯について紹介します。

図7. 応力軸(P軸, T軸)分布

• 地震帯の中にある青丸の地域で応力のＰ軸およびＴ軸が、
ともに急変する境界があります。

Hi-netの震源カタログを基本情報とし、観測された地震波形の類似性を考慮した精度の高い震源決定を行います。

図10. 応力区分地図 （鈴木, 1989）

• 諏訪湖付近から東に向かうと推定される
中央構造線の延長線上に、この応力境
界があります。

• この応力境界は、地下に埋もれる中央構
造線の影響である可能性があります。

• 震源再決定分布により、応力境界の位
置が明瞭になりました。

JUICEより得られた詳細な震源分布やメカニズム解の情報によって、関東地方の下に存在する応力境界の位置が明瞭になりました。
この境界は、地中深くに埋もれている構造線の存在の起因する可能性があります。

*DD法とは: 近接するイベントペアの波形相互相関処理による走時差(DD)データを用い、高精度な震源決定を可能にする震源決定法
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構造探査と比較
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地震 ・ 火山防災研究ユニット　ダカール ヤダーブ プラサード ・ 鈴木 亘 ・ 功刀 卓 ・ 青井 真

長周期地震動の即時警報に関する研究

研究の概要
　数秒から 10 秒程度のゆっくりとした周期で揺れる長周期地震動は、高層ビル、橋梁や石油タンクなどの大型構造物を大きく揺らして被
害を与えることが懸念されています。長周期地震動は特に巨大地震に伴い顕著に生成され、大都市・工業地域が多く位置する堆積平野内で
増幅する性質を持ち、震源からの距離が遠くても大きな記録が観測されています。防災科学技術研究所強震観測網では、地震発生後、大き
な長周期地震動に見舞われる地点を即時に予測するために、K-NET および KiK-net の観測記録から求めた長周期地震動の距離減衰式を用い
る予測手法の開発を行いました。即時に推定される地震情報を用いる簡便な手法により、1秒から 10 秒の各周期ごとの絶対速度応答スペク
トルおよび気象庁が提案している長周期地震動階級を充分な精度で予測することができました。この手法とリアルタイムの観測情報を組み
合わせて活用することにより、長周期地震動の到達前に適切に警戒情報を発表する技術開発を今後も進めていく予定です。

開発した予測手法
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K-NET HKD180 (北海道 札幌)
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標準偏差
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周期 (s)

MjD=8.4
震源距離=281km

K-NET YMT001 (山形県 酒田)
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予測
標準偏差
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2003 年十勝沖地震 2011 年東北地方太平洋沖地震

log(Sva)=c+aM-logR-bR

距離減衰基本関係式の構築

絶対速度応答スペクトルの予測 長周期地震動階級の予測

Sva：絶対速度応答スペクトル
　↑人間の体感に直結する指標
R：震源距離
M：気象庁変位マグニチュード
　↑即時に推定可能
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2011 年東北地方太平洋沖地震

2003 年十勝沖地震

2000 年鳥取県西部地震
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観測 予測

36地震の約12,500データの
回帰分析から係数を導出

東北地方太平洋沖地震(周期5秒)

震源距離(km)

東北地方太平洋沖地震(周期5秒)

1

10

100

Vs1.4 km/s層上面の深さ(m)

補正係数とJ-SHIS地盤構造モデル
S波速度1.4km/s層深さとの関係
式を導出

周期5秒の補正係数

基本関係式からの
ずれの平均を補正
値として導入

周期5秒の補正係数分布

震源距離(km)

(cm/s)
(cm/s)

J-SHIS地盤構造モデル

Vs1.4 km/s層上面の深さ(m)
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関係式
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室内にいたほとんどの人が揺れを感じる。
驚く人もいる。

室内で大きな揺れを感じ、物に掴まりた
いと感じる。物に掴まらないと歩くこと
が難しいなど、行動に支障を感じる。

立っていることが困難になる。

立っていることができず、はわないと動
くことができない。揺れに翻弄される。

1

2

3
4

　1.6 秒 -7.8 秒の絶対速度応答ス
ペクトルより計算される、気象庁
が提案する長周期地震動階級を予
測した結果を示します。
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バラツキが縮小→予測精度の向上 観測記録のない地点の予測が可能に
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　過去の３つの被害地震についての、周期 4、5、7秒の絶対速度応答値の分布（上段）と、
各地震について代表的な地点における絶対速度応答スペクトル（下段）を予測した結果を示
します。
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日本海溝海底地震津波観測網の整備
～房総沖システムの敷設～

地震・火山防災研究ユニット 海底地震津波観測網整備推進室

防災科学技術研究所では、2012年より海底光ケーブルと一体となった地震計と津波計から成る１５０の観測点を設

置して、リアルタイムで連続観測する海底地震津波観測網の整備事業を開始しました。この観測網の完成・運用に

より、東北地方太平洋沖に発生する地震と津波をより速く正確に検知して、精度の高い情報の伝達および海域の地

震像の解明に貢献することが期待されます。2013年度では６つのサブシステムのうち房総沖システムの海洋部の敷

設工事を２０１３年７月から１０月にかけて行いましたので報告します。

鋤式埋設機 水中作業ロボット

ケーブル敷設船すばる（9.557トン）
（NTT-WEM所有）

鋤式埋設機による埋設工法

房総沖に敷設する22台の観測装置（すばる船
内）と、ケーブル（すばるケーブルタンク内）

海洋敷設工事

水圧計
(津波計）

地震センサ部 光アンプ部
伝送部

海底観測所の観測装置
最大水深8000mの海底に設置可能

ベリリウム銅製の円筒型耐圧容器

数ｍｍの分解能

●複数センサーによる冗長性（海底水圧計2式、地震計4セット）
●海底通信用中継器の製造環境・技術の採用●高信頼性部品の採用
●レーザ溶接による水密構造●ベリリウム銅合金製の耐圧容器

４心フィードスルーの開発

③高信頼性の
装置

外寸 直径34ｃｍｘ長さ22６ｃｍ
重量 約６５０ｋｇ

観測装置着底後のシステムの船上試験

給電装置のパネル。上（消えている）は
－給電用、下は＋給電用（1.1A, 328V給
電中）

NODE-3着底後試験時に捉えられた地震
（2013年8月15日17：37頃）

2013/8/29 15：59：31 34°42.7′N 140°14.4′E
深さ：71km M2.4 千葉県南東沖

左舷シュータ
（非埋設区間のノード投入に使用）

センターシーブ
（非埋設区間のケーブル敷設に使用）

右舷シュータ
（埋設区間のノード・ケーブル敷設に使用）

敷設に使用する特設シュータ

ケーブル陸揚げ工事（茨城県鹿嶋市）

敷設船すばるの船尾

ケーブル

敷設船すばるの船尾

日本海溝海底地震津波観測網のサブシステムの概要

漁業操業海域（１５００ｍ以浅）で
は、ケーブルと海底観測所を海底
下に埋設（深さ1 m程度）

①ケーブル障害に強いシステム：
陸上局設備の冗長。両端給電と双方向データ伝送の採用

海底観測所（地震計
と津波計の一体化）

房総沖システム
は22台

プラス給電
１５００ボルト

給電電圧は1.1アンペアの定電流を給電
するように自動制御
（最大3000ボルト出力の直流電源）

②インフラ障害：
非常用電源

（１週間分の燃料）

マイナス給電
１５００ボルト

観測所

陸上局の場所：
標高２０－３０ｍ
の高台に設置

②茨城・福島沖

③宮城・岩手沖

④三陸沖北部

①房総沖

観測所の配置の間隔：
ほぼ東西方向 ３０ｋｍ間隔
ほぼ南北方向 ５０-６０ｋｍ間隔

M7.5クラスの震源域程度の拡がり
に１観測所が存在する観測網を構
築して、海陸一体的な観測を可能
とするというコンセプト

１５０ヶ所に海底観測所を開設
地震計と津波計を装備
海底光ケーブル５７００ｋｍで
陸上と直結
リアルタイムで観測
６つのサブシステムで構成

茨城県鹿嶋市

千葉県南房総市

房総沖システムの配置図。ケーブル長は約730km、
観測装置は22台設置されている。千葉県南房総市
と茨城県鹿嶋市にケーブルは陸揚げされている。

日本海溝海底地震津波観測網

観測装置の投入作業

船内はクレーンで移動 デッキ上は橇で滑らせて移動

左舷シュータから投入開始 観測ノード着水

海底の浅部（水深約１５００ｍ以浅）ではケーブル敷設船から埋設機を海底に降ろし
ケーブルと観測装置を埋設。深部では海底地形の起伏に合わせてケーブル敷設船か
ら深海敷設する。

http://www.bosai.go.jp/inline/
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まとめ 今後の展望

　平板のプレートモデルにおいて， カットオフ速度を考慮したすべり速

度 ・ 状態依存摩擦則を適用し， スロースリップイベントと浅部超低

周波地震の繰り返し発生を再現する数値モデルを構築した． 豊後

水道スロースリップイベントと足摺岬沖の浅部超低周波地震について

観測されている同期した発生も， このモデルにおいて再現することに

成功した．

　これまでの数値シミュレーション研究からは， 大地震の発生が近づくにつれ， スロー

スリップイベントの発生挙動に変化がみられる可能性も指摘されている． 今回の数値

モデルでは， 豊後水道スロースリップイベントと浅部超低周波地震を平板モデルにて

再現することに成功したが， 今後は， 南海トラフの大地震領域を含め， プレートの三

次元形状を考慮した包括的なモデル計算を行い， 大地震発生に至る過程と様々な

スロー地震の相互作用について理解を目指したい．
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研究結果に基づき， カットオフ速度を考

慮したすべり速度 ・ 状態依存摩擦則を

用いた． この摩擦則では， カットオフ速

度よりも高速度側ですべりを抑制するよう

な摩擦力を与える （下図）．
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日本周辺で発生する浅部超低周波地震

　日本周辺のプレート沈み込み域では， 近

年， スロー地震と呼ばれる様々なゆっくりとし

たすべり現象が発見されている． スロー地震

のうち， 10 秒以上の周期帯に卓越する地

震動を示すものを超低周波地震と呼ぶ． とく

に海溝軸付近で発生する超低周波地震は浅

部超低周波地震と呼ばれ， 日本周辺の様々

な場所で， 発生が報告されている （下図）．

一方， スロー地震のうち地震動をほとんど出

さないような， 非常にゆっくりしたすべりを示

すものは， スロースリップイベント (SSE) と呼
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ばれる． 豊後水道では， 6 ～ 7 年周期で

スロースリップイベントが繰り返し発生してお

り， その際には足摺岬沖の浅部超低周波地

震が連動して活発化することが明らかになっ

た （右図 ； Hirose et al, 2010）． 大地震の

すべり域周辺で発生するスロー地震と大地震

の関係を理解するための数値モデルの構築

を目指し， ここではまず， これらの連動する

スロー地震について数値モデルによる再現を

試みた．
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パラメータ

m は岩石密度から計算し、k は
準静的な実験により推定した。

累積変位量依存性 (A と B を比較 )
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(e)

載荷速度 大
⇒ 大きい b と小さい L が必要

1 2u u�
    スティックスリップ
イベント時には　　　　　なので、
1自由度のモデルを考える。

b と L の値を変えて多数の数値実験を行い、実験でのイベント
周期 ΔT とすべり弱化曲線を再現できる b と L を推定する。加速度計（ a1, a2 ）

レーザー変位計（ u ）

loadv
σ

すべり面　　　　1.5 x 0.5 m
垂直応力（　）　1.3 MPa　
載荷速度（　　）0.1または1.0 mm/s
すべり量　　　　40または400 mm

       地震サイクルのシミュレーションでは、速度
状態依存摩擦則が広く用いられている。速度状態依存摩擦則は
岩石摩擦実験により提唱されてきたが、岩石実験における試料の
サイズやすべり量、すべり速度は自然地震に比べはるかに小さい
（右図）。
　そのようなスケールの違いの影響を調べるため、防災科学技術
研究所所有の大型振動台を利用した大型二軸岩石摩擦実験を平成
23年度から実施している。本研究では、大型摩擦実験における
摩擦パラメータを数値実験によって推定し、摩擦パラメータの
累積変位量、載荷速度依存性を調べた。
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研究所の
大型摩擦実験
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す
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量

     数値実験により、大型摩擦実験における速度
状態依存摩擦則のパラメータ（b,  L）を推定した。

大型摩擦実験のデータを説明するためには
・累積変位が増えるほど大きい b と L が必要
・載荷速度が増えるほど大きい b と小さい L が必要
であることがわかった。

従来の速度状態依存摩擦則では b と L を定数としているが、
地震サイクルのシミュレーションには上記の結果を組み込んだ
摩擦構成則が必要であると考えられる。

断層面のガウジを取り除いてから実験を開始
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B のすべり弱化曲線

謝辞：大型二軸摩擦実験は、溝口一生 ( 電中研 )、東郷徹宏、嶋本利彦 ( 中国地震局 )、
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実験の結果
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ほぼ一定になる

イベントの周期
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大型二軸岩石摩擦実験
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数値実験
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地震・火山防災研究ユニット プリード・ネルソン

 2012年8月31日フィリピン・サマール地震（Mw7.6）と余震のメカニズム

サマール地震の応力変化と余震

 2013年10月15日 00:12 (UTC) フィリピン・ボホール島の地震 (Mw 7.2)

2013年10月15日に、フィリピン中部のボホール島でマグニチュード（Mw）7.2の地
震が発生した。SWIFTの解析により、この地震は逆断層型のメカニズムを持ち、
ボホール島西部の深さ10kmで発生したことが推定された（図6）。現地ではこの

地震による被害が発生し、多数の死傷者がでている模様である。フィリピン地
震・火山研究所（PHIVOLCS）は地震で地表上下3mの断層のずれが発生したと報
告されている（図7）。 図8に示す通り、本震と余震は東北東―西南西方向に分布
していることが分かる。2012年2月6日には今回の地震から西北西60kmのネグ
ロス島付近でマグニチュード（Mw）6.7の地震が発生している。

概要

フィリピンにおける最近の被害地震と
その余震のメカニズムについて

－防災科研国際地震観測網による観測結果より－

当研究所では共同研究を実施しているアジア・太平洋地域の各国（インドネシア、フィリピン）

で観測された地震のリアルタイム波形と当研究所が開発した即時震源解析システム

（SWIFT）とを用いて、同地域で発生した地震（Mw > 4.5）の震源メカニズムを系統的に解析し

ています（図1）。本発表では、フィリピンで発生した2012年8月31日（Mw ７．６）および2013年

10月15日（Mw ７．２）の大地震とその余震の詳細な解析について紹介します。

2012年8月31日12時47分（UTC）にフィリピン太平洋沖でマグニ
チュード（Mw）7.6の地震が発生した。SWIFTの解析により、この地震
のメカニズムは逆断層型で、深さは45 km と推定された（図2、図3）。

このことから、この地震がフィリピン海プレートのスラブ内地震であっ
たことが分かった。さらに、本震の発生後に多数の正断層および逆
断層の余震が10kmより浅い深さで発生していることが分かった。

SWIFTで決められたサマール地震の余震のメカニズム解から、

正断層型の余震の多くがフィリピン海溝の東側に集中している
のに対し、逆断層の余震は正断層の余震群の南西側に集中し
ていることが分かった（図3）。この特徴的な余震分布を理解す

るために本震によるクーロン破壊応力を計算した。図４、図５は
それぞれ本震（走向・傾斜・すべり角: 351・ 49・72）によって引き

起こされる正断層および逆断層の地震のクーロン破壊応力を
示す。それぞれの図に正断層及び逆断層の余震が丸でプロット
されている。この結果より、正断層及び逆断層の余震がプラス
のクーロン破壊応力の領域で発生していることが分かった。し
たがって、この特徴的な余震分布は本震による応力変化によっ
て作られたものと考えられる。

レシーバ正断層 レシーバ逆断層

図1．防災科研国際地震観測網および決定された地震メカニズム解析

図３．本震および余震のメカニズム解析

図２．フィリピン・サマール地震に地震央およびメカニズム解析

図４．本震による正断層地震に対するクーロン破壊応力 図５．本震による逆断層地震に対するクーロン破壊応力

図６．フィリピン・ボホール地震のメカニズム解析 図７．フィリピン・ボホール地震による断層のずれ

図８．フィリピン・ボホール地震（赤）と余震（青）のメカニズム解析

地震 ・火山防災研究ユニット　上田英樹

噴火予測システムの高度化

噴火予測システムとは
　火山噴火の発生や推移を予測するためには、火山活動の異常や地下のマグマの状態をリアルタイムで把握する必要

があります。高精度の観測装置を備えた基盤火山観測網により、比較的大きな規模の噴火は、前兆的な変化などの火

山活動の異常を高い精度で観測できるようになりました。噴火予測システムは、地下のマグマが地表へ向かって上昇

し始めるなどの火山活動の異常を自動検知し、マグマの動きをリアルタイムに自動推定するシステムです。このシス

テムによって、いつごろ、火山のどのあたりで噴火が起こる可能性があるのかを短期的に予測できるようになると考

えています。また、噴火災害の数値シミュレーションと組み合わせることによって、リアルタイム観測データに基づ

いた噴火災害予測が可能となります。

災害予測のためのシ
ミュレーション

火山活動の災害予測

200 km
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データ

異常の検知、
マグマ活動の把握

基盤的火山観測網の位置

　一般的に火山噴火が起こる直前には、地震活動の活発化や火山の膨張を示す地殻変動等の前兆が観測されることがあ

ります。しかし、普段から火山活動が非常に活発な硫黄島では、１年あたり数十センチを超える隆起や多数の地震が観

測されていますが、必ずしも噴火は発生しません。防災科研による１０年以上の観測の結果、普段は隆起と地震活動に

高い相関があり、噴火の前兆となる活動にはあまり相関がないことが分かりました。これは、普段の活動が地下のマグ

マ溜りの膨張によって起こっており、噴火は浅い熱水だまりの活動によって発生していることによると考えられます。

地震活動と地殻変動の観測を同時に行うことで、噴火の前兆となる異常をとらえられる可能性があります。

硫黄島の１日当たりの地震回数（上図）とＧＰＳ観測点の上下変動（下図）。
積算地震数と上下変動の相関が高い。

硫黄島の概念図。急激な隆起と激しい地震活動は、マグマ溜りの膨張によって
発生していると考えられる。硫黄島で発生する水蒸気爆発はマグマ溜りとは直
接は関係なく、浅い場所にある熱水溜りが関係していると考えられる。
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小笠原硫黄島での噴火予測

火山性地震の自動震源決定・波形分類

硫黄島天山火山観測施設での波形例

高周波地震（普通の地震） 低周波地震 火山性微動

火山性地震の自動震源決定の結果

　火山では、下の図に示すように様々なタイプの火山性地震が観測されます。

噴火直前の地下のマグマの状態や動きを把握するためには、これらの地震の発

生地点（震源）とタイプをリアルタイムで監視する必要があります。防災科研

では、基盤的火山観測網のリアルタイムデータを利用して、火山性地震の震源

とタイプを自動で高精度に推定する技術を開発しています。
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地震・火山防災研究ユニット プリード・ネルソン

 2012年8月31日フィリピン・サマール地震（Mw7.6）と余震のメカニズム

サマール地震の応力変化と余震

 2013年10月15日 00:12 (UTC) フィリピン・ボホール島の地震 (Mw 7.2)

2013年10月15日に、フィリピン中部のボホール島でマグニチュード（Mw）7.2の地
震が発生した。SWIFTの解析により、この地震は逆断層型のメカニズムを持ち、
ボホール島西部の深さ10kmで発生したことが推定された（図6）。現地ではこの

地震による被害が発生し、多数の死傷者がでている模様である。フィリピン地
震・火山研究所（PHIVOLCS）は地震で地表上下3mの断層のずれが発生したと報
告されている（図7）。 図8に示す通り、本震と余震は東北東―西南西方向に分布
していることが分かる。2012年2月6日には今回の地震から西北西60kmのネグ
ロス島付近でマグニチュード（Mw）6.7の地震が発生している。

概要

フィリピンにおける最近の被害地震と
その余震のメカニズムについて

－防災科研国際地震観測網による観測結果より－

当研究所では共同研究を実施しているアジア・太平洋地域の各国（インドネシア、フィリピン）

で観測された地震のリアルタイム波形と当研究所が開発した即時震源解析システム

（SWIFT）とを用いて、同地域で発生した地震（Mw > 4.5）の震源メカニズムを系統的に解析し

ています（図1）。本発表では、フィリピンで発生した2012年8月31日（Mw ７．６）および2013年

10月15日（Mw ７．２）の大地震とその余震の詳細な解析について紹介します。

2012年8月31日12時47分（UTC）にフィリピン太平洋沖でマグニ
チュード（Mw）7.6の地震が発生した。SWIFTの解析により、この地震
のメカニズムは逆断層型で、深さは45 km と推定された（図2、図3）。

このことから、この地震がフィリピン海プレートのスラブ内地震であっ
たことが分かった。さらに、本震の発生後に多数の正断層および逆
断層の余震が10kmより浅い深さで発生していることが分かった。

SWIFTで決められたサマール地震の余震のメカニズム解から、

正断層型の余震の多くがフィリピン海溝の東側に集中している
のに対し、逆断層の余震は正断層の余震群の南西側に集中し
ていることが分かった（図3）。この特徴的な余震分布を理解す

るために本震によるクーロン破壊応力を計算した。図４、図５は
それぞれ本震（走向・傾斜・すべり角: 351・ 49・72）によって引き

起こされる正断層および逆断層の地震のクーロン破壊応力を
示す。それぞれの図に正断層及び逆断層の余震が丸でプロット
されている。この結果より、正断層及び逆断層の余震がプラス
のクーロン破壊応力の領域で発生していることが分かった。し
たがって、この特徴的な余震分布は本震による応力変化によっ
て作られたものと考えられる。

レシーバ正断層 レシーバ逆断層

図1．防災科研国際地震観測網および決定された地震メカニズム解析

図３．本震および余震のメカニズム解析

図２．フィリピン・サマール地震に地震央およびメカニズム解析

図４．本震による正断層地震に対するクーロン破壊応力 図５．本震による逆断層地震に対するクーロン破壊応力

図６．フィリピン・ボホール地震のメカニズム解析 図７．フィリピン・ボホール地震による断層のずれ

図８．フィリピン・ボホール地震（赤）と余震（青）のメカニズム解析

地震 ・火山防災研究ユニット　上田英樹

噴火予測システムの高度化

噴火予測システムとは
　火山噴火の発生や推移を予測するためには、火山活動の異常や地下のマグマの状態をリアルタイムで把握する必要

があります。高精度の観測装置を備えた基盤火山観測網により、比較的大きな規模の噴火は、前兆的な変化などの火

山活動の異常を高い精度で観測できるようになりました。噴火予測システムは、地下のマグマが地表へ向かって上昇

し始めるなどの火山活動の異常を自動検知し、マグマの動きをリアルタイムに自動推定するシステムです。このシス

テムによって、いつごろ、火山のどのあたりで噴火が起こる可能性があるのかを短期的に予測できるようになると考

えています。また、噴火災害の数値シミュレーションと組み合わせることによって、リアルタイム観測データに基づ

いた噴火災害予測が可能となります。

災害予測のためのシ
ミュレーション

火山活動の災害予測

200 km

雲仙岳
阿蘇山
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マグマ溜り
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地震計・傾斜計

地震や地殻変動の発生
などの火山活動の異常

マグマの上昇

リアルタイム
データ

異常の検知、
マグマ活動の把握

基盤的火山観測網の位置

　一般的に火山噴火が起こる直前には、地震活動の活発化や火山の膨張を示す地殻変動等の前兆が観測されることがあ

ります。しかし、普段から火山活動が非常に活発な硫黄島では、１年あたり数十センチを超える隆起や多数の地震が観

測されていますが、必ずしも噴火は発生しません。防災科研による１０年以上の観測の結果、普段は隆起と地震活動に

高い相関があり、噴火の前兆となる活動にはあまり相関がないことが分かりました。これは、普段の活動が地下のマグ

マ溜りの膨張によって起こっており、噴火は浅い熱水だまりの活動によって発生していることによると考えられます。

地震活動と地殻変動の観測を同時に行うことで、噴火の前兆となる異常をとらえられる可能性があります。

硫黄島の１日当たりの地震回数（上図）とＧＰＳ観測点の上下変動（下図）。
積算地震数と上下変動の相関が高い。

硫黄島の概念図。急激な隆起と激しい地震活動は、マグマ溜りの膨張によって
発生していると考えられる。硫黄島で発生する水蒸気爆発はマグマ溜りとは直
接は関係なく、浅い場所にある熱水溜りが関係していると考えられる。

マグマ溜り

硫黄島カルデラ

活断層
摺鉢山

地震活動

熱水溜り

マグマ溜りの膨張

カルデラ床の隆起

水蒸気爆発
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小笠原硫黄島での噴火予測

火山性地震の自動震源決定・波形分類

硫黄島天山火山観測施設での波形例

高周波地震（普通の地震） 低周波地震 火山性微動

火山性地震の自動震源決定の結果

　火山では、下の図に示すように様々なタイプの火山性地震が観測されます。

噴火直前の地下のマグマの状態や動きを把握するためには、これらの地震の発

生地点（震源）とタイプをリアルタイムで監視する必要があります。防災科研

では、基盤的火山観測網のリアルタイムデータを利用して、火山性地震の震源

とタイプを自動で高精度に推定する技術を開発しています。
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地震 ・火山防災研究ユニット　藤田英輔

噴火メカニズムの解明と噴火 ・災害予測シミュレーション技術開発

○静岡県東部地震の地震波動による富士山マグマ溜り周辺の動的応力変化

富士山頂の変位時間履歴 地表面変位分布(4s) 鉛直断面ミーゼス応力分布(5s)

変位分布(5s): 地表-10km 変位分布(5s): 0-5km 変位分布(5s): 5-10km

0 5 10 15 20
[S]

4

0

-4

-8

[cm]
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○振幅減衰とセンブランスによる深部低周波地震の震源決定
センブランス 振幅減衰 統合解析

統合解析：それぞれをnormalizeして足しあわせ

● 手動検測
● 統合解析

統合解析→やや南側浅部

統合解析
利点：S/Nが悪い初動を

利用しなくて済む
3次元地形効果など考慮

欠点：gridサイズに依存
する → より小さいgrid
で計算

○深部低周波地震の波形相関

富士山の深部低周波地震：1995 ～ 2013

東北地方太平洋沖地震による富士山影響評価

FJ6 相互相関係数（＞０．７）

短期的クラスター：数日内に発生するイベント
長期的クラスター：1 ～ 3 年以内のクラスター
　　　　　　　　　最長 6 年程度のものもある

地震動によるマグマたまりへの
動的応力変化を計算
      ↓
マグマたまり周辺の境界部に
応力集中

地震による火山噴火影響評価
H23: 静的応力変化
H24: 準静的応力変化
H25: 動的応力変化

マグマ発泡度

深
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)
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火道流の数値解析

時間 (107 s)

マグマ溜まり圧力 (MPa)

マグマ噴出率 (kg m-2s-1)

噴火遷移

噴火遷移前に
最大値に達する

○H24 年度までの成果
　数値シミュレーションに基づき、火道流の
不安定化によって生じる溶岩ドームから爆発
的噴火への遷移過程を再現した。

○H25 年度の成果
・爆発的噴火への遷移が生じる
臨界条件を詳細に明らかにした。

・マグマ噴出率変化とマグマ
たまり圧力変化の同時観測に
よって遷移過程を直前予測できる
可能性があることを示した。
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リモートセンシング技術による火山活動の把握

地震・火山防災研究ユニット

防災科研では、「火山噴火予知計画」（現：地震及び火山噴火予知のための観測研究計画）に基づき、火山観測（地表面温度分布、降灰分布、火山性
ガス濃度分布等の計測）のための、航空機搭載型スペクトルスキャナの開発研究と活用を1988年より実施しています。

航空機搭載型スペクトルスキャナによる火山観測

防災科研の航空機搭載型スペクトルスキャナ：ＡＲＴＳ

当所は2006年に航空機搭載型放射伝達スペクトルスキャナ：ARTSを開発し
ました。ARTSは、可視域から赤外域の光を、異なる421波長に分けて計測し、
各波長の画像を取得できる装置です。2006～2007年度にその性能実証試験
を完了し、2008～2010年度に、ARTSによる火山観測と観測技術開発を実施
しました。2011～2013年度は、ARTSの運用性を高めるために、ARTSを小型

し、より汎用的な航空機に搭載する技術や、データ解析技術の向上に関する
開発を実施しました。

ARTSを用いた火山活動の推移把握（阿蘇）

搭載予定機 C208 単発機

ARTSの小型化に関する技術開発

ARTSセンサヘッドユニット

センサヘッド
ユニット構
成，

レイアウトを
変更

２つの観測孔に分割して
センサヘッドを搭載

Image swath

Slit image

2D-array sensor

Spatial resolutions
SWIR, LWIR : 1.2×1.2m (AGL 1000m)
VNIR :              0.5×0.5m (AGL 1000m)

FOV 40°

Flight direction

Flight direction

B200

Image swath

Slit image

2D-array sensor

Spatial resolutions
SWIR, LWIR : 1.2×1.2m (AGL 1000m)
VNIR :              0.5×0.5m (AGL 1000m)

FOV 40°

Flight direction

Flight direction

B200 SWIR SHU

LWIR SHU

VNIR
SHU

SHU Mount
with IMU 50cm

ARTSの観測模式図（Push-broom方式） ARTSセンサヘッドユニット

阿蘇中岳輝度温度画像 （10260nmより）、（左上）2008/4/4 14:13、（左下）
2010/11/20 11:33、飛行高度 2500m、空間分解能 1.8m（標高1000m）。
擬似カラー画像 （ R/G/B=661/566/452nm）、（右上）2008/4/4 14:13、（右
下）2010/11/20 11:33、飛行高度 2500m、空間分解能 0.7m（標高1000m）。

2008年から2010年かけて、阿蘇中岳の湯だまりの面積の
減少と湯だまりの温度の上昇を把握しました。

機動性を高めるため、小型の航空機にARTSを搭載
する技術開発を、2011～2013年に実施しています。

省電力CPUボード、
半導体ストレージ
（SSD:640GB）を搭載
し小型化したARTS制
御装置（左）、新型モ
ニタ（右）を開発。

リモートセンシング技術を利用することにより、定点観測では検出できない有用な情報を得ることが出来ます。防災科研で
は、航空機搭載型スペクトルスキャナ（ＡＲＴＳ）、衛星搭載型合成開口レーダ（SAR）、気象レーダ等のリモートセンシング

技術を用いた、火山活動把握のための装置、解析手法の開発を行うとともに、これらから得られる観測情報に基づく火山
研究を実施しています。

気象レーダによる噴煙観測
火山噴煙による災害を予測するために、気象災害に関する研究や鹿児島大学と連携し、気象レーダによる高度な噴煙観測技術開発を推進していま
す。気象レーダを用いた噴煙計測技術
気象レーダは爆発的噴火に伴う噴煙の観測に有効な手段であることがわかってきましたが、定量的な噴煙量推定のためには噴煙粒子の電波散乱特
性を明らかにする必要があります。2013年度は、定量的噴煙量推定の第一歩として、気象レーダが検出できる噴煙粒子の最小反射因子を明らかにす
るとともに、噴煙粒子の偏波パラメータの特徴を明らかにするための研究を実施しました。

湯だまりは
約50-55℃

↑N

150m150m

湯だまりは
約65-70℃

噴気の
影響

噴気噴気

↑N

150m150m

現行搭載機 B200 双発機

桜島を事例として、降雨時における各レーダの検出可能な最小反射因子(MDR)をシ
ミュレートし評価しました。その結果、近くに位置するレーダのMDRは小さいこと、波
長によって降雨減衰の影響が異なることがわかりました。

噴煙の散乱計算によるレーダ感度評価

各レーダと桜島の位置関係 各レーダのMDRと降雨減衰との関係

噴煙粒子の偏波パラメータの特徴評価

2013年8月18日（16:31‐27:31 JST）
に、国交省垂水XバンドMPレーダ

により取得された、桜島の噴火事
例を解析しました。
その結果、反射強度（ZH）と反射
因子差（ZDR）に、火砕物のふる

い分けを示唆する特徴がみとめ
られました。

2013年8月18日（16:31-17:31 JST）
の桜島の噴火（撮影：木下）

国交省垂水レーダの反射因子（18:47 JST）

ZH：反射因子 ZDR：反射因子差

（EL=6.0°）（EL=6.0°）

国交省垂水レーダの反射因子（16:33～16:53）

ZH ZDR

（EL=6.0°）（EL=6.0°）

衛星搭載型合成開口レーダ（ＳＡＲ）による火山観測
合成開口レーダ（SAR）は、昼夜・天候を問わずに地表を観測することができるリモートセンシング技術です。また、２時期のSAR画像から面的に地殻変
動を検出できるという特徴を有しています。防災科研では、SARを用いた精密かつ的確な火山活動把握手法についての研究開発を推進しています。

2011年新燃岳噴火：ゆっくりとした溶岩流出の継続

2011年新燃岳噴火においては、火口内に溶岩が流出しました。最近では、その溶岩の成長は停止したように見えますが、SAR干渉法を
用いて地表変動を精密に計測したところ、溶岩の成長はゆっくりと継続していることがわかりました。一方、火口周辺においては収縮変
化が見られ、ごく浅部に位置するマグマだまりが収縮していると考えられます。検出された溶岩噴出率の時間変化を、モデルに当てはめ
たところ、深部からのマグマ供給が継続している可能性が示唆されました。

○衛星SARにより観測された火口の変化

○SAR干渉法による火口内の隆起
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○永続散乱体SAR干渉法による地殻変動

新燃岳周辺に収縮変動がみられ、浅部のマグマ
だまりの収縮によるものと考えられる。一方、火口
内の隆起はマグマの流出が継続していると考えら
れる。溶岩流出と浅部マグマだまりの収縮に関す
るモデルに、検出された溶岩噴出率の時間変化
を当てはめたところ、より深部からの継続的なマ
グマ供給を考慮したモデルの方が、適合度が高い。

ΔV = A exp(Bt) + C

Α= λ/ρ (Δp0 - Qi/λ), B=-λβ/ρV, C= Qi/ρ, λ= ρSD2/Hμ

ρ：マグマの密度、S：形状の効果 (0.1)、t：時間、
D：火道の断面積、 Qi：深部からのマグマ供給率、
μ：マグマの粘性、Δp0：マグマだまりにおける過剰圧、
H：マグマだまりの深さ、β：マグマの体積弾性率

○溶岩噴出率の時間変化

○溶岩流出に関するモデル

2011年新燃岳噴火：溶岩粘性の推定

2011年新燃岳噴火において火口内に出現した溶岩の半径
の時間変化および噴出率を衛星SAR画像から求めました。
さらに、これらの値から、溶岩の粘性率は2.1GPa・s以下で
あったと推定されました。本噴火においては、溶岩は火口
外に流下しませんでしたが、もし噴出地点が火口外であっ
たならば、溶岩流を形成していた可能性が考えられます。

○溶岩体積と半径の時間変化

88.7m3/sec(Q) 8.4GPa · s
2.1GPa s

シミュレート画像が観測画像と整合するように地形を推定

1/29の半径のみから粘性を推定すると2.1GPa s

21



観測・予測研究領域 水・土砂防災研究ユニット

ＭＰレーダーによる積乱雲特別観測

■ＭＰレーダー特別観測の概要
プロジェクト研究「局地的豪雨の早期予測技術開発」では、発達した積乱雲の一生（発生・発達・衰弱）の過程を把握するため、2011年より夏季首都圏に

おけるマルチセンサー観測を実施している。主な観測装置はミリ波雲レーダーとＸバンドＭＰレーダーである。ＭＰレーダーの特別観測として、ゲリラ豪雨、
竜巻、降雹、落雷をもたらし得る発達した積乱雲の構造とその時間発展を詳細に捉えるため、神奈川県海老名市と千葉県木更津市に設置した防災科研
の2台のＭＰレーダーでセクタースキャン観測を実施した。このＭＰレーダー特別観測により、非常に発達した積乱雲の3次元構造を、1分から2分間隔の
高時間分解能で捉えることができ、積乱雲の発達メカニズムや、積乱雲の早期検出および予測に関する研究を行っている。

■ＭＰレーダー3次元観測の所要時間

通常の3次元観測モード
5分～

特別観測（セクタースキャンモード）
1～2分

■積乱雲マルチセンサー観測

積乱雲を追跡
（方位角観測範囲の
リアルタイム変更）

■今後の展開
 積乱雲マルチセンサー観測技術の開発

→ ドップラーライダー（積乱雲周辺の気流）、高感度雲レーダー（雲粒子、雲内気流）、
マイクロ波放射計（積乱雲周辺の水蒸気場）の開発・導入と観測の実施（2014年～）

 マルチセンサー観測手法の開発 → 積乱雲自動追跡技術の開発、最適観測手法の開発など

 マルチセンサー観測データを用いた積乱雲の発達メカニズムの解明

 マルチセンサー観測データの同化による積乱雲早期予測手法の開発

２０１１年～

■観測例①竜巻をもたらした積乱雲

■観測例②突発的強雨をもたらした積乱雲

上図： 防災科研及び電力中央研究所、国土交通省のXバンドＭＰレー
ダーで観測された14時、14時10分、14時20分の降雨強度 (mm h‐1) （カ
ラーシェード）と、積乱雲の移動に相対的な高度1 kmの風向・風速（矢羽
根；旗：10 m s‐1、長棒：2 m s‐1、短棒：1 m s‐1）。点線は防災科研による現
地調査（9月2日、9月3日に実施）で被害が確認された場所を示す。

竜巻をもたらした積乱雲は、被害域に沿って西南西か

ら東北東へ移動した。竜巻は降水域の南東側で発生し

たと考えられ、この位置にはメソサイクロンと思われ

る反時計回りの渦が見える。

下図： 防災科研の2台のXバンドMPレーダー（神奈川県海老名市，千葉
県木更津市）で観測された14時、14時10分、14時20分のレーダー反射因
子の3次元分布（白・青・赤の等値面はそれぞれ30 dBZ、45 dBZ、55 dBZの
レーダー反射因子）。レーダー反射因子の値は雨粒や氷粒の数と大きさ
に関係し、雨の場合はそれぞれ2、25、100 mm h‐1の降雨強度に対応する。
図中の矢印は高度10 kmのスケールを示す。

• 降雨強度の時間変化におけるピークは降水コ

アの落下に対応している。

• 各積乱雲における最初の降水コアの出現は、

地上の強い降雨（>10mm h-1）の開始より

10分程度早い。

→  新たな降雨直前予測の可能性

2013年9月2日14時頃、埼玉県さいたま市、越谷市、松伏町、千葉県野田市、及び茨城県坂東市にかけて竜巻による被害が発生した。2台のＭ
Ｐレーダーでこの竜巻を起こした積乱雲を2分間隔で立体観測し、竜巻発生時刻頃に積乱雲が激しく発達する様子を捉えた。

(mm h‐1)

14:00 14:10 14:20

14:00 14:10 14:20

2011年8月18日に、埼玉県と東京都の境界付近で局所的な強雨が発生した。この強雨をもたらした積乱雲の2分間隔の立体観測データを用い
て、雨が地上に到達する前に上空の積乱雲エコーを自動検出し、強い降水領域（降水コア）が地上に落下する様子を捉えることができた。

降水コア MPレーダー反射強度

XRAIN降雨強度

上空の降水コアは地上降雨開始よりも早く出現

上図： 8月18日に発生した3つの積乱雲内で自動検出し
た降水コア高度の時間変化。

下図： 各積乱雲よりもたらされた地上最大降雨強度
（XRAINの2分毎の降雨強度データを使用）の時間変化。

2台のXバンドＭＰレーダーで、竜巻をもたらした積

乱雲の立体構造の変化を詳細に観測し、竜巻発生時刻

頃の激しい発達の様子を捉えた。

上図： 降水コアとMPレーダー反射強度の3次元分布とXRAIN降雨強度の水平分布図。
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局地的豪雨による都市水害のリアルタイム予測手法の開発

平成２５年６月８日から８月９日の豪雨及び暴風雨（岩手県・山形県・島根県・山口県）、平成２５年８月２３日から２５日の豪雨（島根県）、平成２５年９月１５
日から１７日の台風１８号による暴風雨および豪雨（福井県・滋賀県・京都府）、そして平成２５年１０月１５日から１６日の台風２６号による暴風雨（東京都大
島町）。これらは、いずれも平成２５年中に激甚災害の指定を受けた災害である。これらの豪雨は共通して過去最大の降水量を観測するなど、これまでに経
験したことのない大雨であった。また、２０１３年８月３０日より新たに加わった「特別警報」発令の第１号は台風１８号による大雨であったが、その前月の７月
に島根・山口県を襲った豪雨も特別警報レベルだと気象庁が見解を示した。このように、近年は極端気象による水・土砂災害が各地で発生している。

極端気象は都市部にも影響を及ぼしている。関東に限っても局所的大雨（いわゆるゲリラ豪雨）によって、２０１３年７月２３日には目黒川が氾濫危険水位
を超過している。７月２７日には隅田川花火大会が中止となり、８月１２日は東京都練馬区で午後６時半までの１時間に９２ミリの豪雨を観測したほか、この
豪雨に伴う落雷により、東京都、神奈川、埼玉、栃木県で延べ約２万７０００世帯で停電した。都市部にゲリラ雷雨が発生したことで、落雷による停電や大雨
による道路の冠水が起こり、交通機関や生活に大きな影響が出た。

防災科学技術研究所では、このような極端気象によって今後も多発すると思われる都市型浸水被害に対応するため、リアルタイム浸水予測モデルの開
発と、アーバンフラッシュフラッドの予測手法に関する研究を行っている。

 アーバンフラッシュフラッドは、都市河川の急激な水位上昇を伴う出水のことである。２００８年７月に神戸市
都賀川で局所的な集中豪雨により10分間で1.3m水位が上昇し、河川親水施設や遊歩道で遊んでいた市
民・学童５名が流され犠牲になったことでその危険性が認知された。

 アーバンフラッシュフラッドは、局所的豪雨により短時間に流量集中が生じ、河川の横断形状特性の影響を
受け突然水位が急上昇する現象である（図a）。そこで、アーバンフラッシュフラッドの予測手法の開発では、

降雨による流出過程を追跡し流量が集中する場所と流量をリアルタイムで予測できるモデル開発を行って
いる。具体的には、詳細な標高データを利用した落水線解析から流出経路を求め、その流出経路に沿って
流下する流量を合理式より算出する（図b）。水位を評価するモデルとしては、水位流量曲線等を利用する。

図a. １０分間で水位が急上昇した都市河川
（２０１１年８月１９日、横浜市より提供）

図b. アーバン・フラッシュ・フラッド予測のフロー

 リアルタイムで広域な浸水予測を可能とするため、統計的学習モデルであるＳＶＭ（サポートベクターマシン）と、データマイニング手法であるラフ集合解析
を利用する。

 まず、浸水実績やシミュレーションによる浸水情報と、誘因となった降雨特性および要因などを整理し、SVM解析により相互の関係性を判別する。
 判別された関係性から、ラフ集合解析により浸水・非浸水ルールを抽出し、降雨事象にそのルールを適用することで浸水地点を予測する。
 この手法の基本は機械学習であるので、予測モデルの精度向上には数多くの教師データ（浸水実績など）と適切な素因抽出が必要である。現在は、教師

データとするための浸水実績と適切な素因情報を、数値シミュレーション結果（共同研究）なども利用して収集整理を行っている。

東京23区リアルタイム浸水予測モデルの開発
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 非構造格子モデルADCIRCを用いた沿岸域における高潮・高波浸水危
険性評価

 東京湾，陸域，河川流出を含めた統合解析
 海岸，堤防形状などの高精度再現
 地球温暖化による影響を考慮した将来気候を想定（2099年）
 東京湾に来襲可能最大級の台風を想定
 沿岸域のハザードマップ作成などに利用可能

研究の背景と目的

アーバン・フラッシュ・フラッドの予測手法

沿岸域複合浸水予測

m

％

標高ＤＥＭ(50m)

Ｘ−ＭＰ雨量(250m)

図c. 流量集中予測の例（神奈川県南足柄市）
流量集中の程度

（50mm/h相当の流量比で表示）

m3/s

河道に流量が集まる。流量集中（浸水
リスク）の程度は下図のようになる

流出係数
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三河湾で発生する‘常識’に反する‘想定外’高潮

 Case 1の潮位偏差は，最大で3.4 mに達す．

 Case 2の潮位偏差は，三河港の既往最大潮位偏差2.6 mだけで
なく計画潮位偏差2.75 mをも超える2.8 mに達す．

“常識外”高潮
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三河港におけるCase 1および2の潮位偏差の時間変化

 Case 1の潮位偏差は，最大で3.4 mに達す．

 Case 2の潮位偏差は，三河港の既往最大潮位偏差2.6 mだけで
なく計画潮位偏差2.75 mをも超える2.8 mに達す．
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 Case 1の風向は，南東から南西の風である．→三河港に対して
吹き寄せ効果をもたらす．

 Case 2は，三河港に対して吹き寄せ効果が卓越する南西から西
寄りの風は吹いていない．

“常識外”高潮に関わる風向

師崎におけるCase 1および2の風向の時間変化；0°は北風，90°は東風を示す．
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 Case 1の風向は，南東から南西の風である．→三河港に対して
吹き寄せ効果をもたらす．

 Case 2は，三河港に対して吹き寄せ効果が卓越する南西から西
寄りの風は吹いていない．

“常識外”高潮に関わる風向

師崎におけるCase 1および2の風向の時間変化；0°は北風，90°は東風を示す．
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 三河港での高潮とは逆にCase 1に比べてCase 2の潮位偏差の
方が大きい．

 Case 2の鳥羽港での高潮は，主に吹き寄せによるものである．

“常識外”高潮に影響する対岸での潮位偏差

鳥羽港におけるCase 1および2の潮位偏差の時間変化
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 三河港での高潮とは逆にCase 1に比べてCase 2の潮位偏差の
方が大きい．

 Case 2の鳥羽港での高潮は，主に吹き寄せによるものである．

“常識外”高潮に影響する対岸での潮位偏差

鳥羽港におけるCase 1および2の潮位偏差の時間変化
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台風渦位ボーガスを組み込んだ大気－海洋－波浪結
合モデルによって予測された三河湾の高潮を解析した．

これまで高潮に関しては安全側と考えられて来た湾南
側を通過する台風コースの場合にも，計画潮位偏差
2.75 mを上回る2.8 mの高潮が三河湾東奥部において
発生しえることを指摘した．

その主因が一般的な高潮を支配する吹き寄せ効果でな
く湾水振動にあることを明らかにした．

今後の災害対策においてはこのような高潮の発生も視
野に入れ，‘想定外’災害を無くしていく必要がある．

まとめ

台風渦位ボーガスを組み込んだ大気－海洋－波浪結
合モデルによって予測された三河湾の高潮を解析した．
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今後の災害対策においてはこのような高潮の発生も視
野に入れ，‘想定外’災害を無くしていく必要がある．
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台風災害データベースシステム

過去に発生した台風災害の被害状況を知ることは、将来の台風災害に備えるため
の重要な情報となります。国や地方自治体などの各機関から報告される台風災害・被
害情報は分散して存在しているために、一覧的に見ることは困難です。全国の台風災
害に関する情報を収集し、台風に関する各種データとともにデータベースに登録してい
ます。インターネットを通じて、いつでも閲覧できる台風災害データベースシステムを構
築し、公開しております。

■ 台風災害データベースシステム (http://ccwd05.bosai.go.jp/DTD/)
1951年(昭和26年)以降に日本に被害をもたらした台風について、台風、気象に関する

情報や、台風災害・被害に関する情報などを、台風番号、名称、災害発生期間、災害発
生地域や台風通過地点などにより台風検索を行い、WebGIS機能により、地図上で台風
経路と被害地の位置関係を概観することができます。

データベースに登録される情報

●台風と気象に関する情報
台風の名称、GLIDE番号、概要
台風の位置、勢力（ベストトラックデータ）
海面気圧図・衛星画像図・アメダス降水分布図

●台風災害に関する情報
国や地方自治体による報告書等や、 報道
機関によるニュースの記載事項から
被害発生地名、被害発生日時、災害、被害の
種類、状況

●その他
情報登録に用いた資料等のリスト
地方自治体防災関係部局等のリスト
台風や台風災害に関するホームページのリスト

台風災害の項目
区分 細目

人的被害 死者行方不明者，負傷者

住家・非住家被害 全壊，半壊，一部損壊，床上浸水，床
下浸水，非住家

農業関係被害 農地，農業施設，園芸施設，畜産，畜
産施設，農作物

林業関係被害 林道，林地

水産関係被害 漁船，漁港，栽培漁業施設

公共土木被害 河川，道路，橋梁，砂防，港湾，下水
道，公園

文教施設被害 学校，幼稚園，保育園，社会教育施設，
体育施設

文化財・観光施設
被害

神社仏閣，観光施設

医療衛生施設被害 医療施設，衛生施設

商工関係被害 工業関係，商業関係

ライフライン等の被
害

水道施設，電力施設，ガス施設，電話
施設，鉄道

その他

台風番号、期間、災害発生地域、台風
通過場所や災害・被害条件から台風検索
ができます。

平成25年は次のように台風が発生して
います。

そのうち日本に被害を与えた台風第7号、
第12号、第15号、第17号、第18号、第23
号、第24号、第26号、第27号を登録して
います。

台風検索画面

月 １ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
（平年値）

発生数 1 1 4 3 6 ７ 7 2 31(25.6)

上陸数 2 2(2.7)

接近数 2 1 2 4 6 14(11.4)

台風第26号の概要画面 台風第26号の被害リスト画面

システムの構成

公開WEB
サーバー

データベース
サーバー

地理情報
サーバー

台風災害表示画面

台風第26号による人的被害

災害詳細画面
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観測・予測研究領域 水・土砂防災研究ユニット 酒井 直樹

降雨時の斜面内部の空間的な水分移動モニタリング技術の開発
—比抵抗探査法による試み—

試験盛土全景（NIED）

②測定原理と実験概要

比抵抗探査は、比抵抗の変化により地中の含水状態の変化を推

定する手法である。探査装置は、電流送信部、電位受信部、64ch

スキャナを内蔵し、12Vバッテリで構成されている。試験盛土におけ

る測線は、斜面長12m、頂部底部各3mの計18mとし、電極を0.5mご

とに３７本配置した。各代表計測点を、No.2-5とし、同時にその斜面

内部において土壌水分量及び温度の計測を行った。

送信電流：100mA、約3秒周期の交替直流
電極配置：ダイポール・ダイポール配置(a=0.5mと1m）
電極組合数：442

③長期モニタリング （2011年2月～2012年2月）

月１回の計測を１年にわたり行った。ここでは、季節による変動及び差

分より得られる結果の解釈について述べる。冬（乾期、２月）と夏（雨期、８

月）の計測結果を比較した。比抵抗の変化図より、2期間で計測値に大きな

差があり、温度の影響と考えられた。また、計測結果から得られた比抵抗

構造モデルの差分結果より、表面は比較的透水性がよく、内部は透水性の

よい部分とそうでない部分が分布していることがわかった。

④短期モニタリング（降雨イベント時）

ここでは、大型降雨装置（NIED）を用いて、120mm/hr

の強降雨（15分×4回）、その後１週間あけて30mm/hrの

弱降雨（1時間×4回）を降らせた。計測は、各代表計測

点にて5分ごとに行い、その結果をプロットした。

結果を図に示すが、水色部分が降雨時間帯である。４

回の各降雨イベントではいずれも降水量としては、30

mm程度と同程度である。いずれの結果からも、降雨の

浸透の強弱に応じて浸透速度が変わり、比抵抗モニタリ

ングにより、短期の水分量の変化を追跡できることが明

らかになった。

⑤比抵抗と体積含水率の関係における温度効果補正

比抵抗探査では、比抵抗と体積含水率の関係が重要である。③の結果より、比抵抗

に対して、長期には温度の影響、短期には降雨の影響が大きいことがわかった。そこ

で、サンプリングした土壌に対して、比抵抗の温度依存性を測定した。試験は、直径

5cm長さ12.5cmのプラスティック円筒に、密度、含水比を調整した土壌と5cm間隔の電

極を設置して行った。その後、補正式を用いて、比抵抗の温度効果補正を行った。温

度補正前と補正後のグラフより、比抵抗と体積含水率に明確な負の相関が見られ、比

抵抗の変化による含水状態の定量的な推定が可能となることを示した。

⑥まとめ

以上の結果、比抵抗モニタリングにより、空

間的な水分移動を追跡できることを示した。

また、その定量的な評価のためには、比抵抗

と体積含水率の関係とその温度効果を明ら

かにすることで、より精度の高い結果が得ら

れることを示した。今後、現場にて、観測を行

い、この手法の有効性を検証し、斜面のリス

ク評価手法の高度化を行っていきたい。
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本研究は、「盛土内水分量変化の空間的モニタリング手法」に関する
研究（独立行政法人産業技術総合研究所との共同研究（2010～））
の一部であり、その成果の一部は、下記の論文にまとめられている。
・高倉伸一・吉岡真弓・内田洋平・石澤友浩・酒井直樹, 比抵抗モニタ
リングによる盛土中の水分変化の推定, 物理探査, 65, 223-236, 
2012/10
・Shinichi Takakura, Mayumi Yoshioka, Tomohiro Ishizawa, and Naoki 
Sakai, Geoelectrical monitoring of the slope of an embankment
using a large-scale rainfall simulator, The 11th SEGJ International 
Symposium, 2013.

斜面内部の水の動き
・降雨浸透
・地下水
・基岩層への流入・流出 実際の斜面内部は？？

表層部の降雨浸透と地下水の模式図

基岩層表層

降雨

地下水
浸透

試験盛土側面図

試験盛土断面図と土壌水分計と温度計の設置深度

計測システム

試験盛土における比抵抗の変化図
（上：1ヶ月ごと、下：乾期と雨期）

比抵抗構造モデル
（ 2011年2月と2011年8月）

比抵抗構造モデル
（2011年2月と2012年2月）

比抵抗構造モデルと2期間の差分図（上：乾期と雨期、下：２乾期）

比抵抗値の時系列変化図（左：120mm/hr、右：30mm/hr）

降雨時間

土壌サンプルの比抵抗の温度依存性とその補正式

(Hayley et., al., 2007)

①はじめに

斜面内部での水の動きは、斜面を不安定化させる直接の

要因の一つである。平成２４年１０月伊豆大島土砂災害でも

強降雨とともに斜面内部の透水性のよい火山灰質層が要因

の一つに挙げられている。しかし斜面内部は見えないため、

複雑な水の流れを空間的及び定量的に把握することは難し

い。本報告では、大型盛土を用いて、斜面内部の水分変化

の推定を目的とした比抵抗探査によるモニタリング手法につ

いて検討する。
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災害時の行動 過去の大雨災害を知っているか

内牧地区 坂梨地区 手野・三野地区

気象情報 市役所 消防 時間
消防団

Ｋ
消防団

Ｓ
消防団

Ｈ
消防団

Ｗ
自治会長

Ｏ
自治会長

Ｙ
事象

消防団
Ｃ

消防団
Ｔ

消防団
Ｍ

自治会長
Ｘ

事象
消防団

Ｔ
消防団

Ｆ
事象

(0:30)熊本地方気象台「大雨洪水警報発令」

(0:32)防災無線にて警報発令の広報、注意換気
(0:40)参集準備連絡

(0:41)ASO安心ﾒｰﾙで大雨・洪水警報発令を発信
(0:45)災害待機班（災害対策本部全身）が待機に入る
(1:08)お知らせ端末により警報発令を放送 1

・2時台から床上床下の浸水通報が入り始める（同時多発的）
(2:40)Jｱﾗｰﾄ「土砂災害警戒情報発令」 (2:30)地区福祉協力員より警報発令の連絡

(2:40)土砂災害警戒情報受信 ・ひとり暮らしの老人宅を訪問
(2:40)土砂災害警戒情報受信
(2:41)４隊警戒へ出向

(2:55)熊本県記録的短時間大雨情報第1号
(3:00)阿蘇市乙姫で1時間雨量106ﾐﾘを記録 (3:00)自宅が浸水した団員は近所を起こして回っていた (3:00)市役所の班長から電話を受ける

（3:00）ｽﾈｰｸﾗｲﾝCL超過（阿蘇乙姫雨量観測雨量より）
（3:00）黒川河川の警戒水位3.6mを超過

(3:05)浸水通報(内牧)
(3:10)中部消防署２隊管内警戒

(3:26)熊本県記録的短時間大雨情報第2号
(3:28)浸水車両通行不可（救助隊）

(3:30)待機班、自主避難所開設と職員を配置 (3:30)内牧巡回開始 (3:30)詰所へ到着、状況を確認するため周囲を巡回 (3:30)土砂崩れ(三閑)
(3:30)お知らせ端末を使い避難を指示 (3:31)個別にTEL(班のNo2へ)消防より出動要請がある旨を伝える (3:30)市役所からの警戒要請

(3:31)参集（一回目） 班長は市班員で当日は本庁待機、出動できない 行動開始時点は浸水、氾濫なし（一の宮三野地区）
(3:40)自宅で参集命令を受ける（水位は腰の高さ位） No2は坂梨公民館にてほか1名と合流、2名にて他区内の状況を確認 巡回（行動時間は3時間位）

（3:50）ｽﾈｰｸﾗｲﾝCL超過（阿蘇市一の宮） (3:40)冠水（内牧北部の西湯浦） 側溝の水が道路に出る程度あり 危険個所を確認（ﾗｲﾄで照らして目視で確認）
(3:54)熊本県記録的短時間大雨情報第3号 住民への避難指示

(3:58)河川氾濫連絡（救助隊） （戸別訪問、雨音が大きくｽﾋﾟｰｶｰが聞こえないため）
(4:00)内牧地区に避難指示、他市内全域に避難勧告発令 (4:00)ｻｲﾚﾝを鳴らし避難を指示（黒川は氾濫まで50cmを目視で確認） (4:00)河川の巡回、川沿いの家へ避難指示 （4:00)地区内の高齢者へ避難呼びかけ、戸別訪問
(4:00)市内消防団へ警戒・広報を要請 (4:00)巡回を開始（河川の巡回） (4:00)冠水（阿蘇ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ北側） 床下、流入家屋へ注意 河川の増水確認

(4:00)中部消防参集命令 (4:00)連絡を受け出動 水位は20-30分で膝から腰へ上昇 巡回にて避難指示 (4:00-5:00)土砂崩れ(東手野)
(4:00)中部消防署２号車警戒へ（一の宮地区） (4:00)お知らせ端末を使い避難を指示 (4:00)起床 現地での状況確認
(4:06)内牧、小里地区で救助開始（孤立34名）17時まで ・30人を救助し体育館へ誘導（水位はひざ下） 漏水（家屋） 土砂崩れ浸水被害を確認
(4:17)全職員を参集（安心ﾒｰﾙ）二回目 ・竹林住宅で　複数人救助し体育館へ誘導 外を見たところ川が増水（きれい） 巡回中に増水が始まる（50～100cm、車が水没する深さ）

消防団が巡回していた 最初は増水した「水」のみ土砂崩壊後に黒色の泥が混じる
道路に水、側溝に詰まる 黒川の越流は下流から始まる。

(4:20)内牧地区（小里、2区）で浸水を確認し、市役所支所へ連絡 詰まった木々を除去（１名不明、捜索） (4:20)家族が市役所増水は３時間未満で最大水深に達する
(4:23)熊本県記録的短時間大雨情報第4号 ・黒川より先に支川の花原川が氾濫 雷と雨が強いので家に入って2階に避難

(4:30)三久保地区で救助開始（冠水5名）5:30まで (4:30)ﾎﾞｰﾄを使い救助活動（9:00まで） 土砂を含んだ水が流出
(4:30)団員2名で三久保地区から巡回開始 （4:30）土砂崩れにより道路不通（一宮温泉付近）

(4:30)消防団巡回を確認 市役所から避難所への連絡があった
(4:45-5:00)土砂崩れにより道路不通（尾篭）７人孤立

(4:55)災害対策本部設置 ・浜川で積載車が水没（迎えを呼び三久保へ戻る） (4:55)土砂崩れ（やまなみﾊｲｳｪｲ）
(5:00)熊本県記録的短時間大雨情報第5号 (5:00)土砂崩れではないが道が不通を確認（水が原因） (5:00)地区内住民の救助活動
(5:00)阿蘇市乙姫で3時間雨量288.5ﾐﾘを記録 ・体育館から傷病者を病院へ搬送しようとするが、道(橋)が通れず引き返す (5:00)住民避難 (5:00)道路冠水(坂梨福岡) (5:00)土砂崩れ（西手野）

・南宮原の孤立者を畳や机を使い救助、体育館へ搬送（浸水1.7～2.0m） (5:00)浸水(坂梨小学校付近) 不明者の捜索
(5:04)三久保地区で救助開始（23名）11:00まで ・黒川は流木等により詰まり氾濫 (5:00))57号線→公民館 古城体育館は堤防決壊の恐れがあるため

(5:23)阿蘇市乙姫で1時間雨量108.0ﾐﾘを記録 ・今町方面から内牧へ水がきた 　　　　　→一の宮町坂梨→古恵川と右回りに巡回 別の場所にするよう市役所へ連絡
(5:27)黒川水位上昇につき市役所へ ・阿蘇市立阿蘇中学校が浸水で 古恵川沿いに巡回 市役所隣の保健ｾﾝﾀｰに変更、避難者の搬送
ﾀﾞﾑ開放を要求 ・避難所使用不可 避難を呼びかける

(5:30)地区内を巡回（8戸が足首まで浸水）
(5:50)三久保の土砂崩れを市役所へ連絡

(5:53)熊本県記録的短時間大雨情報第6号 ・通報後すぐ西側も崩れる
(6:00)土砂崩れを確認 (6:00-6:15)福岡地区の土砂崩れ1回目 (6:00)土砂崩れ（古閑）

(6:00)阿蘇中学南側冠水 (6:00)公民館へ移動 (6:30)救助活動に自宅も土砂災害に合う
・巡回後、折戸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰで炊き出しを実施 (6:15)地響きとともに土砂流出（2回目）

(6:15)福岡地区土砂崩れ2回目 逃げ遅れた人の救助活動
(6:23)熊本県記録的短時間大雨情報第7号 市議宅へ避難者多数
(6:41)気象庁「これまでに経験したことのないような大雨」 雨が弱まってきた 行方不明者の捜索

(6:50)ﾎﾃﾙ白雲山荘近くで濁流の中孤立した車両の通報 屋根伝いに5名不明宅捜索するも応答なし
(6:55)自衛隊派遣要請

軽ﾄﾗｯｸの上に孤立した2人を救助
7

5

・花原川の越水が疑われるため、
低地部のひとり暮らし老人宅へ避難勧告

(6:00)土砂崩れを発見、消防と警察に通報し救助開始

(7:00)阿蘇町三久保交差点（浸水2.3m）
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水・土砂防災研究ユニット 磯敦雄

平成24年九州北部豪雨における情報伝達と避難行動
－自治体・消防団・自治会・住民への詳細なヒアリング調査－

はじめに
平成24年7月11日から14日にかけて九州北部で大雨が多発し，熊本・大分・福岡・佐賀県域を中心に洪水や土砂に
よる災害をもたらした．この大雨について気象庁は，国内で初めて「これまで経験したことのないような大雨」と表現し警
戒を促した．阿蘇市では，この豪雨によって土砂災害等が発生したが、平成2年7月の豪雨でも同様な災害が発生し
ている．今後ふたたび同様の「災害を繰り返さないため」には，災害の発生過程をシステム的に捉え，どこに原因があっ
て何を改善したらよいかを明確にする必要があると考える．そこで，防災情報の送り手である市役所・消防と防災情報
の受け手となる住民，そしてその中間を担う消防団，自治会長にヒアリングを行い，当日の避難行動を詳細に調査し，
災害当日現場で何が起きていたかを検証した．

気象概要
7月11日から14日にかけて，本州付近に停滞した梅雨前線に向かって南から非常に湿った空気が流れ込み，九
州北部を中心に大雨となった．熊本県阿蘇市阿蘇乙姫では，観測された最大1時間降水量が108.0ミリ，最大
24時間降水量が507.5ミリとなり，それぞれ観測史上1位の値を更新した．右図に阿蘇市役所の対応と，平成24
年7月11日～12日におけるアメダス阿蘇乙姫の降水強度，積算雨量を示す．

被害概要

まとめ
今回のヒアリング調査から、消防団の活動開

始時には既に浸水が始まっていて，避難活動
をする時間がなく，すぐに救助活動に入ってい
ることがわかった．また，土砂災害より道路冠
水（浸水被害）が先行していた．災害はローカ
ル性が強いという観点から，県や市の防災基
準以外に地域の特性を考慮した自主判断基
準が必要である．災害を繰り返さないためには，
教訓を活かせるよう基準作成が必要で，詳細
な調査，検証をすることが重要である．

調査対象 ・土砂災害の被害を受けた周辺住民（15名）
調査場所 ・阿蘇市一の宮三野から一の宮坂梨
調査日時 ・2012年7月23日　10:00～16:00
調査手順 ・住民へ直接ヒアリングを実施．

調査対象
・市役所防災担当者(2名)
・阿蘇広域行政事務組合消防本部（2名）

調査場所 ・阿蘇市役所，阿蘇広域行政事務組合消防本部
・2012年9月25日　15:00～17:00（阿蘇市役所）
・2012年9月26日　10:00～12:00（阿蘇広域行政事務組合消防本部）

調査手順 ・市役所，消防本部を訪れ担当者直接ヒアリングを実施．

・消防団員（10名），自治会長（3名）　【座談会形式によるヒアリング】
・消防団員（38名），住民（17名）　【アンケートの配布】

調査場所 ・阿蘇市役所
調査日時 ・2013年3月5日　10:00～11:30

・災害当日の行動と時間を地図に書き込んでもらう．
　（対話をしながらのヒアリングを実施）
・ヒアリングを実施した自治会長，消防団員にアンケートを渡し，自治会の住民
やその他の消防団員に対しアンケートを記入してもらい，後日返信してもらう．

調査1回目

調査手順

調査日時

調査対象

調査3回目

調査2回目

熊本県 阿蘇市
熊本県に占める
阿蘇市の割合

熊本県 阿蘇市
熊本県に占める
阿蘇市の割合

Unit % Unit %

死者 23 21 91.3 全壊 169 60 35.5

行方不明 2 1 50.0 半壊 1293 1121 86.7
重傷者 4 1 25.0 床上浸水 547 38 6.9
軽傷者 7 0 0.0 床下浸水 1367 389 28.5

一部損壊 35 4 11.4

人 棟

（平成25年1月31日10時現在）

住民ヒアリング（発災から11日後）

アンケート(発災から約8カ月後)

気象情報や警報，避難指示や
避難勧告等の様々な情報が
出されているが，情報量はどう
感じますか？

ヒアリングの様子（消防団，自治会長）

内牧地区

坂梨地区

手野・三野地区

【防災科学技術研究所 水・土砂防災研究ユニットHPより】

送り手

送 り 手
受け手

受け手

（中間）

調査概要
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水・土砂防災研究ユニット 髙橋尚也・三隅良平

2013年台風26号に伴う伊豆大島の豪雨災害調査報告

2013年10月11日03時にマリアナ諸島付近で発生した台風第26号は、発達しながら日本の南海上を北上し、大型で強い勢力のまま、16日明け方に暴風域
を伴って関東地方沿岸に接近した。東京都大島町の10月14日から16日までの総降水量は824.0mmに達し、三原山の外輪山中腹が幅約950mにわたって崩
落して、土石流が発生した。土石流は西に向かって沢に沿うように河口部まで流れ、被害は長さ約1,200m、範囲は約114万m2に及んだ。この土石流は、元
町神達地区や元町三丁目といった集落を飲み込みこんだ。死者36名（男性16名、女性20 名）、行方不明者３名の人的被害が発生したほか、全壊・半壊・一
部損壊等を含めて住家203棟、非住家182棟の建物被害が発生した（平成26年1月20日現在）。

日時刻 大島町役場 東京都・気象庁
2013年10月11日

10:10
町長 島根県隠岐の島町へ出張
（日本ジオパーク隠岐）

副町長にあっても出張で島外へ

10月15日

13:05
大島町、台風26号の接近に伴い
外出を控えるよう防災無線発報

16:07

総務課長（防災責任者）が町長に
電話。
16日2:00に第一次非常配備体制
をとることを報告

17:05
大島町 高波に警戒するよう防災
無線を発報

17:48 東京管区気象台 警戒態勢発令

18:05以降
東京都総合防災部、河川部、大島町総務課に警戒情報通知
文をＦＡＸ
都大島支庁、大島町に警戒情報通知文をＦＡＸせず

19:25

17:51に態勢の報告を行うよう一斉 FAX で伝達した結果、報告
がなかった大島町を含む 22 区市町村に電話で問い合わせ。
このうち、大島町は電話を受ける者がいなかったため、大島支
庁総務課に大島町の態勢を確認するよう依頼。大島支庁総務
課からは、「大島町の担当は全員帰宅。1:30参集する予定」

21:21
都は、暴風警報が発表された都内の区市町村に本情報を一斉
FAX で送信（うち大島町を含む７市町村は受信確認ボタンを押
さず）

10月16日

1:45 都 大島町へ大雨の警戒を促す電話

2:00
大島町 第一次非常配備体制
（160人体制）

2:49
元町地区の住民から「家の中に
泥が流れ込んできた」と大島署に
通報

2:57
大島町 第二次非常配備体制を
とると職員へ連絡

3:00
気象庁伊豆大島火山防災連絡事務所職員出勤。土砂災害警
戒情報発表を知る。同職員ら、町幹部、防災担当者に降水量
などの気象データ提供、対策に加わる。

3:15第三次非常配備体制を発令

3:20大金沢氾濫

4:30

気象庁に台風 26 号の状況を照会。気象庁は「大島で尋常で
ない雤が降っており、この状況があと2～3時間続く」という回答。
「特別警報の可能性は？」との問い合わせに対しては、「特別
警報の予定は無い」との回答だった

5:18大島町 災害対策本部を設置

16:50大島町長 自衛隊機で帰島

19:00町長 役場で会見

日時刻 警報・現象
2013年10月11日マリアナ諸島付近で台風２６号が発生

10月14日大型で非常に強い台風に発達し、北上
10月15日

17:38大島町に大雨洪水警報発表
18:05大島町に土砂災害警戒情報発表

10月16日

0:30神津島村 避難勧告発令
1:45大島町 降り始めからの降雨量400㎜
2:32記録的短時間大雨情報発表
2:49元町地区の住民から「家の中に泥が流れ込んできた」と署に通報

3:00頃ホテル椿園1階が土砂で埋まり、宿泊客は2階に避難との通報
3:20大金沢氾濫
3:47記録的短時間大雨情報発表
4:50記録的短時間大雨情報発表
9:003名の遺体を発見との通報

行政機関の対応状況

アメダス大島における降雨強度と積算雨量

１．降雨の状況

３．現地の状況と行政機関の対応

２．レーダエコーの解析

水平断面 水平断面

鉛直断面

気象庁東京レーダと牧之原レーダによる、レーダ反射強度とドップラー速度。豪雨の期間中、発達した
積乱雲は検出されていない。層状雲からの降水が、地形で強化されて強い雨をもたらしたと考えられ
る。

気象庁東京レーダと牧之原レーダによる、レーダ反射強度とドップラー速度。豪雨の期間中、発達した
積乱雲は検出されていない。層状雲からの降水が、地形で強化されて強い雨をもたらしたと考えられ
る。

鉛直断面

地図データは国土地理院の災害情報共有マップを使用

参考文献：気象庁ＨＰ、東京都防災ホームページ、日本経済新聞（10月16日）、SANKEI EXPRESS（10月23日）

参考文献：気象庁：平成25年台風第26号 東京都大島町関連の気象情報、東京管区気象台ＨＰ、
東京都：東京都防災ホームページ、防災大島（Twitter）、大島支庁：島内の被害現状について、消
防庁：災害情報一覧2013年（平成25年）、日本経済新聞（10月16日）、産経ニュース（10月17日）、
時事ドットコム（10月17日）、SANKEI EXPRESS（10月23日）
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表１ 社会実験の課題

水・土砂防災研究ユニット 中谷剛・P.C.Shakti （気象研究所・東洋大学・国土技術政策総合研究所・日本気象協会ほか）

社会システム改革と研究開発の一体的推進

気候変動に伴う極端気象に強い都市創り(TOMACS)

研究の背景と目的
「社会システム改革と研究開発の一体的推進」（科学技術振興機構／文部科学省）では、科学技

術イノベーションを推進するために、地域や利用者のニーズを踏まえた研究開発とその成果の実利
用、普及段階で隘路となる社会システムの転換とを一体的に推進するプログラムを実施しています。
このプログラムが目指しているのは、温室効果ガスを削減すると同時に、削減だけでは今後避けら
れない温暖化の影響に適応するため、気候変動の適応策や緩和策実施の基礎となる要素技術を
開発し、それらを組み合わせて社会システムの中で実証すると共に、気候変動に対応した新たな社
会を先取りした都市・地域を形成するための社会システム改革を行うことです。

「気候変動に伴う極端気象に強い都市づくり(ＴＯＭＡＣＳ)」（２０１０年〜２０１４年）は、２０１０年度

に先導的創造科学技術開発費（旧科学技術戦略推進費）として採択された４プロジェクトの内の１件
です。このプロジェクトは、気候変動により増加が懸念される極端気象（突発的な豪雨、突風等）によ
る災害を軽減するため、首都圏に構築した稠密気象観測網で得られた観測データからその発生プ
ロセスを解明するとともに、「早期検知・予測システム」を開発し、関係府省・地方公共団体・民間企
業・住民への情報提供を試みることを目的としています。

このプロジェクトは、「稠密観測による極端気象のメカニズム解明」、「極端気象の監視・予測システ
ムの開発」および「極端気象に強い都市創り社会実験」の３つの研究課題から構成されており（図１）、
それぞれの研究については、気象庁気象研究所、防災科学技術研究所そして東洋大学が担当して
います 。全体では２５の機関と１００名を超える研究者、自治体の防災担当者が参画している研究プ
ロジェクトで（図２）、防災科学技術研究所が代表研究機関として全体を統括しています。

社会実験
この研究プロジェクトの特徴のひとつに社会実験があります。社会実験は、開発した監視・予測シ

ステムの定着と高度な気象情報の継続的な利用を可能にすること、また社会実験の過程で明らか
になった諸問題・課題を議論し、関係府省庁、地方自治体、一般住民等に向け、極端気象に強い都
市創りの提言としてとりまとめることを主な目的としています。人命救助、危機管理、社会基盤、そし
て教育・生活の４つの防災分野（図３）について、自治体、民間企業及び大学等がそれぞれの目的を
持って社会実験に取り組んでいます（表１）。

研究プロジェクトの国際化（ＴＯＭＡＣＳ／ＲＤＰ）
２０１３年７月に、「気候変動に伴う極端気象に強い都市づくり(ＴＯＭＡＣＳ)は、ＷＷＲＰの研究開発

プロジェクト（ＴＯＭＡＣＳ／ＲＤＰ、２０１３〜２０１５）として承認され、国際的研究コミュニティにおいて、
最先端の研究プロジェクトであるとの公的な認知を得ました。

世界天気研究計画（ＷＷＲＰ）は、１９９５年に世界気象機関（WMO）の大気科学委員会(CAS) 下の

プログラムとして設立され、気象予測の精度・リードタイム・利用向上のための研究を通じて顕著気
象に対応する社会の能力を向上させることを目的としています。近年の例では、２００８年８月の北京
オリンピックに合わせて、各国気象機関が短期予報に関する国際比較実験を行ったＷＷＲＰ北京２０
０８予報実証実験／研究開発プロジェ クト（Ｂ０８ＦＤＰ／ＲＤＰ）があります。

第１回ＴＯＭＡＣＳ／ＲＤＰ国際ワークショップを２０１３年１２月４日〜５日に気象研究所で開催し、
オーストラリア・アメリカ・ブラジル・フランス・カナダ・韓国の研究者を含め８５名の参加者によって活
発な議論を行いました。首都圏のような人口集中地域を対象に、これほど稠密な気象観測データが
蓄積されている例は国際的にも極めて少なく、海外からの研究者からも期待の声が大きく、今後ＴＯ
ＭＡＣＳで得られた観測データを海外の研究者にも提供することで、世界中で起きている極端気象に
よる災害に対する研究に貢献することができます。

第１回ＴＯＭＡＣＳ／ＲＤＰ国際ワークショップの話題から
アンサンブル予測とは、予測結果の誤差をあらかじめ把握し精度よい計算結果を得るため、数値

計算の初期値に少しずつ異なる値を用いて多数の予測計算を行い、その平均やばらつきといった統
計的な性質を利用して最も起こりやすい現象を予報する手法です。現在、この手法を利用した降雨
予測で最も進んだシステムのひとつはＳＴＥＰＳ（Short Term Ensemble Prediction System）で、２００８
年からイギリスやオーストラリアで実用に供されています。

関東地域を対象に、ＸバンドＭＰレーダで観測された降雨を利用しＳＴＥＰＳで１０分先の予測計算を
行った例を図６に示しました。今後は、この確率的降雨予測を活用した水災害の確率評価を目指し
た研究を行いたいと思います。

気候変動に伴う極端気象に強い都市創り ― 研究体制 ―

課題３：極端気象に強い都市創り社会実験

監視・予測情
報

システムへ
の要求

課題２：極端気象の監視・予測システムの開発

【エンドユーザとの双方向のやりとりを通じた開発】

(1) 発生予測手法の開発

（防災科研・気象研・国総研・電子航法研）

(2) 監視・予測システムの開発と運用

（防災科研・気象協会・京大防災研）

(3) データベース構築（防災科研）

課題１：稠密観測による極端気象のメカニズム解明

【先端的観測システムと気象学研究者による現象解明】

(1) 新たな観測技術の開発・実用化

（気象研・情報通信研究機構・大阪大・東芝）

(2) 稠密観測によるメカニズム解明

（気象研・防災科研・電子航法研・山梨大

北大・中央大・防衛大・電中研・気象協会）

(3) 統計的解析 （気象研）

リアルタイム
観測データ

必要なデータの
要求

エンドユーザー
の要求

科学技術の
啓蒙

【社会実験を通じたシステムの定着】

(1) ４つの分野での社会実験

（防災科研・東洋大・気象協会・都環研）

①救助活動（東京消防庁）

②危機管理（江戸川区・横浜市・藤沢市・南足柄市）

③社会基盤（JR東日本・JR東海・大林組）

④生活・教育（住民・学校等）

(2) 解析と問題点の抽出（東洋大・日大）

総合科学技術会議
社会実証戦略委員会

総括責任者研究代表者

運営委員会

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況
実証結果の議論
問題点の抽出－提言
成果の社会への定着

連絡協議会

各課題間の協議
稠密観測ＷＧ
監視・予測技術ＷＧ
社会実験ＷＧ

下線：参画機関

下線なし：協力機関

課題３：極端気象に強い都市創り社会実験課題２：極端気象の早期検知・予測システムの開発

【工学的研究】

エンドユーザとの双方向のやりとりを通じた開発

(1) 極端気象の発生予測手法の開発

(2) 極端気象の早期検知・予測システムの開発と運用

(3) 極端気象のデータベース構築

課題１：稠密観測による極端気象のメカニズム解明

【理学的研究】

40名を越える気象学研究者による現象解明

(1) 新たな観測技術の開発・実用化

(2) 極端気象の観測解明 (3) 統計的解析

【社会学的研究】

社会実験を通じたシステムの定着

(1) ４つの分野での社会実験

①救助活動 ②危機管理 ③社会基盤 ④生活・教育

(2) 解析と問題点の抽出，提言

隘路①：現状の技術では予測が困難

隘路③：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ終了後の継続性

監視・予測システム

期間：2010年～2014年
参加研究機関：防災科研（課題代表機関），気
象研，国総研，日本気象協会,東洋大，東芝，北
大
ーー社会実験参画機関ーー
東京消防庁，江戸川区，横浜市，藤沢市，南足
柄市，JR東日本，JR東海，大林組，都環研，日
本気象予報士会

首都圏での社会実験

発生予測

隘路②：情報の精度，伝達の的確さ

人命
救助

 局地的大雨等の情報収集手段を開発し水防活動に活用する
（東京消防庁）

危機
管理

 豪雨情報等を区民にわかりやすく提供する手段の検討
（江戸川区）

 親水拠点の安全管理を高度化（横浜市）
 浸水範囲や浸水深をリアルタイムで予測するシステム開発（藤沢市）
 防災行政無線放送および土砂災害警報システムへの活用

（南足柄市）

社会
基盤

 鉄道運行の安全性向上や、列車運転規制への適用を検討する
（JR東日本・JR東海）

 建築現場の安全管理への適用性と課題を明確にする（大林組）

教育
生活

 防災・環境教育を実践する（都環研・日本気象予報士会）
 短時間予測システムの予測結果を住民に伝達する（東洋大学）

図６ アンサンブル予測例

多目的警報
システム本体
多目的警報
システム本体

回転灯回転灯 スピーカースピーカー

サイネージサイネージ

遠隔ユニット遠隔ユニット

解
析
解
析

図１ 研究課題

図２ 研究体制

図３ 社会実験の分野図４ 多目的警報システム
社会実験用に開発された警報システムで、XバンドMP
レーダ雨量情報を基に、遠隔ユニットから携帯電話回
線を利用し、離れたところにある警報装置を動作させる
ことができます

図５ 都立高校１年生との共同研究
防災教育の一環として、東京都環境科学研究所と連携して都立高校１年
生とゲリラ豪雨の予測に関する共同研究を行っています
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大型降雨実験施設—ゲリラ豪雨の再現—

①概要 日本では，毎年梅雨前線・台風がもたらす豪雨により発生する土砂崩れや河川の氾濫による災害が，多くの人命を奪った

り，多数の家屋や公共交通機関などに大きなダメージを与えています．大型降雨実験施設は，これらの豪雨を原因とする自然災害の

防止・被害軽減を目的として昭和49年に運用を開始しました．

当研究所では，世界最大規模の大型降雨実験施設を利用して，豪雨によって発生する土砂崩れ・侵食などの土砂災害や，流域の

開発に伴う洪水災害について実大規模の実験を中心に，基礎的・応用的研究を進めています．

● 最大１時間雨量の記録（日本）

● 雨の強さ

直径3 mm
やや変形

直径1 mm
球形を保持

直径6 mm
栗型

雨粒の直径が大きくなると
空気抵抗＞(表面張力＋水の粘性)
となり、変形して落下します。

実際の雨粒の形状実際の雨粒の形状

空
気
の
流
れ

空
気
の
流
れ

空
気
の
流
れ

②装置の特徴

世界最大の散水面積・移動式降雨装置

④実験事例 年間１０件程度の大学・研究機関・民間との共同研究および施設貸与により行われている

③自然降雨の再現

降雨の強度・雨滴の大きさ・雨滴落下速度を再現

⑤ゲリラ豪雨対応化（2014年４月より） ゲリラ豪雨に対応し１時間に３００mm/hrの雨量と雨滴の大きさを再現

ゲリラ豪雨用ノズルテスト中

落下高16m：落下速度を一定に近づ
けるために10m以上の高さが必要

雨滴落下速度
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地震ハザードカルテ 2012年版

← やわらかい かたい →

総合評価

表層地盤

地盤増幅率（V s =400m/ s ~ 地表） 1.05
微地形区分 砂礫質台地
30m平均S 波速度 378m/ s

深部地盤

V s =1,100m/ s 上面の深さ 21m
V s =2,700m/ s 上面の深さ 848m

全ての地震
海溝型巨大地震
海溝型震源不特定地震
陸域浅発地震

30年
[ c m/ s ]

3% 41.8
6% 35.4

50年
[ c m/ s ]

2% 51.2
5% 41.7

10% 35.2
39% 23.3

30年、50年地震ハザード

超過確率の値[  %  ]

今後30年間にある震度以上の 
揺れに見舞われる確率の値
です。

30年

震度5弱 86.7
震度5強 33.0
震度6弱 3.4
震度6強 0.4

震度の値

今後30年または50年間にある値
以上の確率で見舞われる震度の
値です。

30年
3% 6弱
6% 5強

50年

2% 6弱
5% 6弱

10% 5強
39% 5強

地表の最大速度の値[ c m/ s ]

今後30年または50年間にある値 
以上の確率で見舞われる地表の
最大速度の値です。

30年
3% 43.9
6% 37.2

50年

2% 53.7
5% 43.8

10% 37.0
39% 24.4

ハザードカーブと影響地震カテゴリー

長期間平均ハザード

震度の値

長期間の再現期間に対応する
震度の値です。

500年相当 5強
1000年相当 6弱
5000年相当 6弱

1万年相当 6強
5万年相当 6強

10万年相当 7

C o py r ight©  2013 独立行政法人 防災科学技術研究所 http: / / www. j -s his . bo s a i . go . jp/ la bs / k a rte

メッシュコード 中心緯度、経度 住所 標高 メッシュ内人口

5740371033N 38.2656N,140.8766E 宮城県仙台市 青葉区本町三丁目 付近 44m 350~ 400人

表層地盤
30年、50年
地震ハザード

深部地盤 長期間平均
ハザード

ゆれやすさ
上位23%
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MEMSセンサによる計測震度演算のための
ノイズ低減手法の開発

１．はじめに

２．MEMSセンサのノイズについて

３．ノイズ低減手法について

４．アプリ「i震度」について

スマートフォンやタブレット等のモバイル端末には数mm程度の大きさの微小電気機械
素子を用いて加速度を感知するセンサ（MEMS加速度センサ）が内蔵されているものが

多くあります。このような普及率の高いセンサを震度計測に利用することができれば既
存の震度観測点を補間するような高密度観測網の構築および震源近傍での局所的な
被害状況の把握、あるいは防災意識啓発に役立つことが期待されます。
MEMSセンサによる地震観測の試みは多数行われていますが、なかでも普及率が高

いiOS端末（iPhone、iPad、iPod touch)内蔵のMEMSセンサを利用して地震波形を記録し、
データをクラウドにアップロードするシステム「i地震」（図１）が2010年に開発されたことで

非専門家による設置場所を選ばず容易な地震観測が可能になり、従来とは異なった概
念を持つ次世代の地震観測網構築の可能性が指摘されています。

茨城県つくば市内の地震計台に「i地震」アプリをインストールしたiPod touchを設置し、
K‐NET02型震度計との並行観測試験を2011年2月より行いました（図２）。設置後、取得
された約500個の地震記録を分析した結果、MEMSセンサの記録には±5gal程度の自
己ノイズの影響があり、K‐NET02型震度計と比較すると加速度振幅で2～3桁程度ノイ

ズレベルに差があります（図３）。またノイズの周波数毎の強度（周波数スペクトル）は
全ての周波数において同程度であることが確認されました（図４）。このため震度２以
下の地震記録はノイズにかき消されてしまいます（図５）。
一方、気象庁の計測震度算出においてはフィルター特性により周波数0.5～1Hz付近

の信号の強さが大きく影響します（図６）。この周波数範囲においてノイズよりも信号の
強度が充分高い場合はMEMSセンサでもほぼ正確に震度を算出することができますが

（図７）、震度２以下の地震ではこの周波数範囲の信号の強度がノイズを下回るため、
計測震度が過大な値になってしまうことがわかります（図８）。

防災科研はこのMEMSセンサのノイズを低減し、震度２以下の地震でも計測震度相当

値を算出することが可能な手法を白山工業株式会社（東京都府中市）と共同で開発し
ました。

具体的には周波数スペクトルに一定の閾値を設定し、それ以下のデータをノイズとみな
し除去する（図９）ことにより卓越する周波数成分を残したまま計測震度演算に影響す
るノイズ成分を除去することが可能になります。このノイズ低減手法を計測震度演算シ
ステムに適用（図10）した結果、ノイズ波形の振幅が低減され（図11）、震度０から１の
地震においても計測震度の概算値を表示することが可能になりました（図12）。

ノイズ低減手法を適用し、震度０～７を表示することが可能なiOSアプリ「i震度」が2013年
11月、白山工業株式会社からリリースされました（図13）。
アプリをインストールした端末を振るとその揺れに応じて画面の色が変わり、計測震度相

当値、加速度、周期等が表示されます。このため、ハザードマップを読み解く際に震度に対
して実感を持って理解することができ、防災教育等に活用することができます。

また、端末を建物内に固定することで地震時に発表される震度情報とその場所の震度相
当値を比較することが可能になり、地盤や建物により変わる震度に対してより理解を深め
ることができます。

さらに、地震時に端末の設置場所にいなくても室内被害状況を撮影しクラウド経由で共有
することができるので、被害状況の迅速な把握が可能になります。

アプリのダウンロード方法や機能の詳細については製造元である白山工業株式会社の
ホームページをご参照ください。http://www.hakusan.co.jp/yure/ishindo/

図１ i地震クラウドシステム 図２ MEMSと震度計の並行観測

図５ 震度１の地震波形比較 図７ 地震時(震度４)のスペクトル比較 図８ 地震時(震度１)のスペクトル比較

図３ ノイズ波形比較 図４ ノイズのパワースペクトル比較

図６ 気象庁の計測震度フィルター特性
※気象庁ホームページ「計測震度の算出方法」より転載

図９ ノイズ低減手法の流れ
図10 ノイズ低減手法を適用した

計測震度演算システム

図11 ノイズ低減手法適用前後のノイズ振幅

図13 「i震度」のイメージ

図12 ノイズ低減手法適用前後の計測震度比較
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MEMSセンサによる計測震度演算のための
ノイズ低減手法の開発

１．はじめに

２．MEMSセンサのノイズについて

３．ノイズ低減手法について

４．アプリ「i震度」について

スマートフォンやタブレット等のモバイル端末には数mm程度の大きさの微小電気機械
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存の震度観測点を補間するような高密度観測網の構築および震源近傍での局所的な
被害状況の把握、あるいは防災意識啓発に役立つことが期待されます。
MEMSセンサによる地震観測の試みは多数行われていますが、なかでも普及率が高

いiOS端末（iPhone、iPad、iPod touch)内蔵のMEMSセンサを利用して地震波形を記録し、
データをクラウドにアップロードするシステム「i地震」（図１）が2010年に開発されたことで

非専門家による設置場所を選ばず容易な地震観測が可能になり、従来とは異なった概
念を持つ次世代の地震観測網構築の可能性が指摘されています。

茨城県つくば市内の地震計台に「i地震」アプリをインストールしたiPod touchを設置し、
K‐NET02型震度計との並行観測試験を2011年2月より行いました（図２）。設置後、取得
された約500個の地震記録を分析した結果、MEMSセンサの記録には±5gal程度の自
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（図７）、震度２以下の地震ではこの周波数範囲の信号の強度がノイズを下回るため、
計測震度が過大な値になってしまうことがわかります（図８）。
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し除去する（図９）ことにより卓越する周波数成分を残したまま計測震度演算に影響す
るノイズ成分を除去することが可能になります。このノイズ低減手法を計測震度演算シ
ステムに適用（図10）した結果、ノイズ波形の振幅が低減され（図11）、震度０から１の
地震においても計測震度の概算値を表示することが可能になりました（図12）。

ノイズ低減手法を適用し、震度０～７を表示することが可能なiOSアプリ「i震度」が2013年
11月、白山工業株式会社からリリースされました（図13）。
アプリをインストールした端末を振るとその揺れに応じて画面の色が変わり、計測震度相

当値、加速度、周期等が表示されます。このため、ハザードマップを読み解く際に震度に対
して実感を持って理解することができ、防災教育等に活用することができます。

また、端末を建物内に固定することで地震時に発表される震度情報とその場所の震度相
当値を比較することが可能になり、地盤や建物により変わる震度に対してより理解を深め
ることができます。

さらに、地震時に端末の設置場所にいなくても室内被害状況を撮影しクラウド経由で共有
することができるので、被害状況の迅速な把握が可能になります。

アプリのダウンロード方法や機能の詳細については製造元である白山工業株式会社の
ホームページをご参照ください。http://www.hakusan.co.jp/yure/ishindo/

図１ i地震クラウドシステム 図２ MEMSと震度計の並行観測

図５ 震度１の地震波形比較 図７ 地震時(震度４)のスペクトル比較 図８ 地震時(震度１)のスペクトル比較

図３ ノイズ波形比較 図４ ノイズのパワースペクトル比較

図６ 気象庁の計測震度フィルター特性
※気象庁ホームページ「計測震度の算出方法」より転載

図９ ノイズ低減手法の流れ
図10 ノイズ低減手法を適用した

計測震度演算システム

図11 ノイズ低減手法適用前後のノイズ振幅

図13 「i震度」のイメージ

図12 ノイズ低減手法適用前後の計測震度比較

Ｊ-ＲＩＳＱ地震速報の公開
～地震発生直後に揺れの状況や震度遭遇人口の情報をコンパクトに提供～

ジェイ リ ス ク

１．概要

４．おわりに

３．J-RISQ地震速報の見方

『J-RISQ地震速報』とは、防災科研が開発を進めているリアルタイム地震被害推定システム（J-RISQ）において地震発
生直後に推定される情報を用いて、市区町村ごとの揺れの状況や、一定レベル以上の揺れにどれくらいの人が遭遇した
可能性があるかを示す震度遭遇人口、周辺地域での過去の被害地震、将来の揺れの超過確率を考慮した地震ハザー
ド情報等を、地図や表を用いて総合的に分かりやすくコンパクトにまとめたWebサービスで、2013年10月16日よりインター
ネット上に公開しています。（URL: http://www.j-risq.bosai.go.jp/）
J-RISQ地震速報は、概ね震度3程度以上の揺れが観測された地震が発生した場合に、情報提供を開始します。そして、

その時点で得られる最新の揺れの情報を用いた推定結果を表示し、新たに揺れの情報を入手した場合は、逐次その推
定結果を更新することで、推定精度の向上を図ります。（地震発生の状況によりますが、１地震に対して複数回情報が更
新されます。）

謝辞：J‐RISQで用いている揺れの情報の一部（地方公共団体及び気象庁の震度データ）につきましては、気象庁より提供して頂いているものです。

地震発生直後に全国に設置された強震計（強い揺れを
測ることのできる地震計）等で観測される揺れの情報と、
表層地盤の揺れやすさのデータや人口・建物に関する
情報等を用いて即時に被害状況を推定することを目指し、
開発を進めているシステムです。

J-RISQ
地震速報

震度の分布
観測された震度やそれに基づいて
推定された震度分布を表示します。
観測震度データは防災科研K-
NET,KiK-net及び気象庁や地方公共
団体のデータを用いています。

情報発表時刻
J-RISQ地震速報の発表時刻です。
１つの地震に対して複数回情報が
更新されます。

震源情報
対象となる地震の震源に関する情
報を表示します。

主要都市の推定震度
揺れの大きい都市の最大観測震
度や250ｍメッシュで推定された
地域内の推定震度の頻度分布を
全人口のデータ等と併せて表示
します。

行政区ごとの震度遭遇人口
震度5弱以上、5強以上、6弱以上、
6強以上の揺れにどれくらいの人
が遭遇した可能性があるかを行政
区別に地図と表で表示します。 J-SHISから公表している地震ハ

ザード情報
周辺地域の地震ハザード情報
（50年間超過確率2%と再現期間5
万年相当の震度分布）を地図で
表示します。

この地域で起こった過去の主な
被害地震
周辺地域で過去に発生した地震
を、被害の状況等と併せて年表
で表示します。

J-RISQは2010年から試験的な運用を開始し、これまでに600以上の地震に対して、リアルタイム推定を
行っています。その結果、システムは一定レベル以上の震度情報を受信してから1分程度で第1報を提供しており、情報の
即時性の観点からは十分な性能を有しています。今後、建物被害即時推定機能の検証、高度化も進めたいと思います。

2013年4月13日淡路島付近の地震（M6.3）の例

２．リアルタイム地震被害推定システム（ ）とは
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斜面安定解析で個々の
地すべり地形の安全率
（Fs）を求める。
これを広域に適用する。

広域評価
（イメージ） 地域の防災に

活用できる情報へ
リアルタイム
観測情報安定

計算

危！

１）地すべり地形の「すべりやすさ」：
　数値解析により、平時と地震時の地すべり安定度を評価する（右図）
２）地すべり以外の分布の把握：
　多時期の空中写真解析から様々なタイプの斜面変動現象を抽出する
３）所内関連研究者との連携強化：
　総合的な「土砂災害」の軽減に向けて、研究アプローチの多様化を図る

　全国規模の地すべり地形の分布が明らかになったことにより、明確な地域偏在性が示された。次のステッ
プとして、広域的な地すべり地形の安定度評価を実施する。また、地すべりだけが「土砂災害」ではない。
今後は、大小さまざまなタイプの斜面災害に対応した研究展開が求められている。

今後の展開：「すべりやすさ」の地域的傾向を捉える

地すべり地形分布図における判読精度
　地すべり地形分布図は、撮影縮尺 4 万分の 1 のモノクローム空中写真を倍率 4 倍
の簡易実態鏡を用いて判読し、幅 150m 以上の比較的大規模な地すべり地形のみを
抽出したものであるため、利活用の際には次の点に留意が必要である。
1) 地すべり地形分布図では、表層崩壊などのごく小規模な変動、土石流や落石など
の斜面変動、幅 150m 以下の地すべり地形などは判読対象外であり、したがって地
図上にも表示していない。
2) 地すべり地形分布図は、学術的には空中写真判読による地形学的予察図である。
ごく一部を除き、判読した地すべり地形について現地調査を実施していない。した
がって、地図上に地すべり地形が表示されていないことが、地すべりや地すべり地
形が存在しないことを意味するわけではない。
3) 地すべり地形分布図では、初期的な地すべり変動に関連すると思われる地形的痕
跡として、不安定域と推定される斜面領域や斜面上部に発達する小崖地形について
判読を試みているが、空中写真の特性として樹冠下にある微小な地形の変動を正確
に把握することは難しい。このため、小規模な初期的変動は判読・抽出することが
できない。
4) ここから、斜面に対し改変等を行う際には、大縮尺の空中写真、地形図、LiDAR
等による精密な予察、および現地踏査による斜面変動地形の調査が必須である。

一般社会における「土砂災害」とは？
　道路わきの小さな崩れから、伊豆大島の大規模な表層崩壊（H25）、紀伊半島の地す
べり（H23）など、斜面の構成物質（植生、土、岩、土塊）が下流に移動し社会にダメー
ジをおよぼす、あらゆる斜面変動現象が「土砂災害」として認識されている。
　しかしながら、土砂災害に含まれるこうした現象は、発生メカニズム、規模、解析
手法などが大きく異なるため、現在の斜面災害研究分野では、個別の研究対象として
扱われている。

　地すべり現象には顕著な再滑動性・周期性があり、既存の地すべり地形とその周辺地域に発生しやすい
ことが知られている。したがって、山地斜面における開発や防災対策、環境保全の計画立案には、既存の
地すべり地形の形状と分布を把握する必要があり、これらを正確に示した分布図が求められている。

目的：分布を把握するー地すべり地形の顕著な再活動性

　地すべり地形の判読と分布図の刊行は昭和56年度に開始し、33年目となる平成25年度に、日本全国に
おける地すべり地形の判読がほぼ完了する。判読対象となる幅150m以上の地すべり地形の総数は約40
万箇所におよぶ。今後は、地理空間的、広域的に把握されたこれらの情報をベースに、ハザードおよびリ
スクを評価する研究プロセスへ展開、発展させる。

概要：日本全国における地すべり地形判読の完了

地すべり地形分布図の日本全国刊行完了
災害リスク研究ユニット　自然災害に対するハザード・リスク評価に関する研究
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社会防災システム研究領域 災害リスク研究ユニット

「災害リスク情報の利活用」研究プロジェクト

私たちの生活は、地震、津波、噴火、豪雨、地すべり、雪崩などによる

自然災害の「リスク」と切り離すことができません。「災害リスク情報の

利活用」プロジェクトでは、これまでに培われた自然災害に関する科学

的研究成果（専門知）や被災経験・教訓（経験知）などの「知（災害リス

ク情報）」を、誰もが活用できる形で提供・流通させ、一人ひとりや地域

自らがこれらの「知」を最大限に活かして自らの知（自分知・地域知）を

高め、自助・共助・公助の協働（ガバナンス）による社会全体の防災力

を向上させるための研究開発に取り組んでいます。

■ 災害リスクに「知（情報）」で備える

■ 「システム」「手法」「社会・環境」の３つの研究開発

個人・世帯、地域、民間企業、国・
地方公共団体が、災害リスク情報
を活用し、災害対策を適切に計
画・実行できる災害対策支援シス
テムを開発します。

自治体

大学・研究
機関等

分散
相互運用

環境

地域住民が地図
上に情報を登録

自分の地域の災害リス
ク情報を検索し、重ね
て表示

検討している防災対策
を地図上に書き込み、
地域自身のための防
災マップとして共有

国

参加型で地図
を貼り合わせ、
地域環境の理
解を促進する
「防災ジグソー
マップ」

地域防災力向上の
ためには、地域が
自ら情報を活用で
きる環境が必要で
あり、発信側は情
報を相互運用でき
る形で発信すること
が必要

システム

手法

社会・環境

■ 地域との実践的な協働と災害時の対応

東日本大震災時の災害対応支援

災害リスク情報を活用す
るための情報システム

リスクコミュニケーション
やリスク政策の方法論

情報を流通させる相互運用環境
と、情報を活用する社会の設計

開発したシステムはオープンソースで一般
に公開し、社会への還元を重視しています。
また、全国の様々な地域と連携し、防災の
現場での実践的な取り組みと協働で研究開
発を行っています。災害時には、開発した
システムと手法を提供し、災害対応の現場
での活用を支援するとともに、その有効性
を評価検証し、さらなる改良や新しい研究
開発に発展させています。

社会全体の防災力を高めるため、
マルチハザード（様々な自然災害）
に対応したリスクコミュニケーション
手法、長期・広域リスク評価・リスク
政策及び総合的な社会科学の知
見を活かした災害リスクガバナンス
の実践・確立手法を提案します。

全国に分散する災害リスク情報を統合的
・連動的に使用でき、かつ、誰もがアクセ
スできる情報基盤の実現に資するため、
災害リスク情報相互運用環境の研究を
推進します。

また、分散型ネットワーク技術や、ソーシ
ャルメディアなどを基盤に、各種観測セン
サから得られるデータ、シミュレーション
技術、リスク評価情報などが連結・連動し
た、分散相互運用型官民協働防災クラウ
ドの構築に向けて研究を進めています。

◎基盤システム
・eコミュニティー・プラットフォーム
（eコミグループウェア、eコミマップ）
・デジタルコンテンツ編集システム
・デジタルコンテンツ集約システム
・相互運用gサーバー
・災害リスク情報クリアリングハウス

◎災害対策支援システム
（基盤システム＋手法）

・地域防災キット
・防災教育支援キット
・ボランティアセンター運営支援キット
・自治体向け災害対応システム
・ガレキ処理管理支援システム
・罹災証明発行支援システム
・被災者見守り情報管理システム
・災害アーカイブシステム

・電子教材作成・学習支援システム

・e防災マップ作成手法
・災害対応シナリオ手法
・防災教育からのアプローチ手法
・ボランティアセンター運営手法
・復興生活再建シナリオ、等

災害対応シナリオ手法のフロー

e防災マップ作成手法のフロー

分散相互運用環境に基づく被害想定処理フロー

eコミマップによる地域協働防災
マップづくり

【国】文部科学省、国土交通省、総務省、内閣府、等
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地域を調べる

素材を集める

課題を整理
する

対策を検討
する

課題を解決
する

マ
ッ
プ

シ
ナ
リ
オ

e防災マップコンテスト・防災ラジオドラマコンテスト
災害に強い協働型地域社会を目指して

２０１４年度も第５回防災コンテストを実
施する予定です。地域の皆さんで、災害時

に直面する課題や対策を考えながら、地域

の絆つくり、地域の防災力を高めませんか？

社会防災システム研究領域 災害リスク研究ユニット

防災コンテスト 検索

防災コンテストwebサイトでは、様々な地域での
防災活動の事例が掲載されています。

是非ご覧ください。

e防災マップづくり
防災ラジオドラマづくり

防災科学技術研究所は、災害リスク情報の利活用を通じて、災害に強い協働型地域社会を目指しています。その一環とし
て、2010年度より防災コンテストを開催しています。参加グループ・団体は、防災科研が提供する防災活動手法と支援ツー
ルを活用しながら、地域における防災活動を行い、その成果をe防災マップや防災ラジオドラマに仕上げます。コンテストでは、
作品と活動記録等から、各参加グループ・団体の地域防災活動を評価し、地域にフィードバックしています。

●防災コンテスト

URL http://bosai‐contest.jp/past.html

URL: http://bosai‐contest.jp/

・防災活動の「きっかけ」
・「リスク情報」の理解と活用
・実践的な防災教育
・地域協働の広がり
・作品の2次利用
・持続的な地域防災活動

●地域防災活動を評価するための応募作品

●期待される地域防災上の効果

●防災ラジオドラマの活動事例

「壊れる物、壊れないもの」（2010年度最優秀賞）

・グループ名：江戸川女子中学校放送部
・特徴：帰宅困難となった学生が学校内で過ご
した数日間の避難生活を通じて、防災対策も、
地域コミュニティとの絆も大事だと表現した。

「お助け隊出動」（201１年度最優秀賞）

・グループ名：かつと２号
・特徴：高校生で構成されたお助け隊が民生委
員と協力しながら高層マンションの独居老人
を助けることを描いたことで、要援護者支援と
通常時からの地域の高齢者とのコミュニケー
ションが重要であることを表現した。

「平成の伊勢湾台風」（2012年度最優秀賞）

・グループ名：名古屋星崎学区連絡協議会
・特徴：大型台風の接近に備えるべく、伊勢湾
台風経験者の働きかけで、地域の自主災害
対策本部を中心とした共助と通常時の体制
づくりが大事であることを表現した。

①特徴：
・水害対策の防災マップ
・対策に必要な情報が満載
・地域と行政の連携
・衆知を集めた防災対策の検討

●第５回防災コンテスト（予定）

●e防災マップの活動事例

①水害手づくりハザードマップ
（2010年度最優秀賞）
愛知県一宮市五日市町内会

②星崎学区防災マップ
（2011年度最優秀賞）
名古屋市南区星崎小学校区

③七ヶ浜生活支援マップ
（2011年度最優秀賞）
宮城県七ヶ浜町社会福祉協議会

③特徴：
・被災者生活支援マップ
・見守りやボランティアセンターの
運営など福祉・復興支援が特色
・地域内外関係者の協働を促進す
る実践的な情報共有マップとして
のポテンシャル

②特徴：
・実践的な対策
マップ

・小学校区防災
の良い手本

・多様な主体と
の協働

・詳細な調査に
基づいた対策の
検討

・子供の目線と地
域の目線を配慮
した取組み

●表彰式・シンポジウム（3/8）

厳正な審査で高く評価された団体への表

彰と、参加者同士の交流、互いの活動へ

の意見交換を目的としたシンポジウムを開

催します。研究所の見学ツアーも予定。
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eコミュニティ・プラットフォームを活用した被災地支援 その１

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営及び被災者見守りの情報管理

・県及び県下市町の社会福祉協議会を中心
役 ・被災者からの復旧ニーズを発掘
割 ・ボランティアやの受け入れと被災地への派遣

・外部からの救援物資の仕分けと被災地への供給
⇒3.11直後、被災状況の確認・集約、外部への支援の呼
びかけや情報発信が難しく、復旧活動に支障

災害ボランティアセンター（災害ＶＣ）

●災害情報プラットフォーム構築（2011年3月16日～） 宮城県VC

東松島市VC ・・・名取市VC気仙沼市VC 亘理町VC・・

８市、５町

＜ALL311：防災科研＞

災害情報の提供

＜宮城県VC＞ ＜各市町VC＞

災害情報の集約

災害情報の提供

災害情報の集約

宮城県VC★

気仙沼VC★

●VC運営情報の管理（2011年3月24日～）

＜災害復興情報の管理・活用・発信＞

・協働型VCの運用体制づくりによる運営の効率化
・各種災害情報や空間情報の有効活用
・活動データ等の災害情報のアーカイブ

＜巡回記録＞ ＜訪問予定・実績管理＞ ＜訪問記録＞

支援情報の統合

制度
政策

知見

手法

行政の
住民情報

支援団体の
要援護者情報

社協の要援護
者情報

クラウド
情報共有対応

情報

保健師、民生
委員情報

情報

中央支援センター

Ａ拠点 Ｂ拠点 Ｃ拠点

●見守り情報の管理（2011年8月～）

訪問・相談

情報入力

ケース検討

行政対応

対応確認

訪問
記録

情報
集計

訪問
計画

対応
調整

訪問
対応

相談
要望

みなし仮設

応急仮設住宅

一般住宅

・見守り項目設定（業務設計に柔軟な対応）

・WebGISによる広域的な支援状況の可視化（地図化）

・ログ管理機能による業務実態把握 ・各種報告書の作成支援

・被災者の生活や支援状況の情報共有（クラウド）
・見守り情報の統合による包括的な被災者支援
・必要な支援制度や政策などの統合・適用

■見守り情報管理システム

炊き出しマップ VC活動マップ

社会防災システム研究領域 災害リスク研究ユニット
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・東日本大震災デジタル
アーカイブス支援センター

・311まるごとアーカイブス
・防災科学技術研究所
・立教大学長坂研究室

アーカイブシステム
（クラウド・オープンソース）

・東日本大震災デジタル
アーカイブス支援センター

・311まるごとアーカイブス
・防災科学技術研究所
・立教大学長坂研究室

アーカイブシステム
（クラウド・オープンソース）

●アーカイブシステムの構築・運営
被災自治体等が自ら記録を保存・公開するためのアーカイブシステムを提供

●記録・収集の取り組み
被災地自体との連携し、地域のためのアーカイブ活動を行っています。

●アーカイブシステム間連携

アーカイブの目的

記録・蓄積・利活用の取り組までをワンストップで提供。またIT支援システム開発でサポート

● 利活用支援システム
アーカイブシステムと連携して、災害対応

の検討や防災教育、復興ツーリズム等で

活用するシステムの構築と運用（SaaS・ク

ラウド）

公開APIによる

横断検索

活動

支援
登録

公開APIによる

データ引用

自治体アーカイブ
担当者連絡会議

○○市

図書館

NPO

学会

etc

電子教育教材作成システム

復興ツーリズム・災害検証
専門機関向けアーカイブ支援

● 一般公開

個々のコンテンツの著作権・肖

像権を処理しWEB上で一般公

開。原則、無償でダウンロード・

二次利用も可能。

2012年7月27‐29日、神奈川県藤沢市と新潟県柏崎市

の中学生等が被災地に訪問し、地域の方々との交流
やその記録を行い、被災・復興過程について学びつ
つ、その記録を被災地内外に発信

被災自治体や被災者が自ら記録した災
害映像の収集支援

復興に取り組む地元NPOによるセ
ルフアーカイブ

撮影ボランティアによる被災状
況の記録支援

被災住民等の被災体験談の後世に残
したいメッセージの記録

復興過程の定点観測

災害ボランティア活動の取材と記録

商店や事業所の復興の取り組
みの記録と発信

被災前の地域文化の再生（被
災前の地域映像の展示会）

アーカイブス登録データと、自ら収集した
データを自由に組合わせ、オンラインで教材
を作成できるシステムを提供しています。

・東日本大震災の被害や復興過程の記録を、デジタルで収集・保存・公開し、人類共有の財産として全世界で共有し、教訓

を後世に伝承する。

・国、研究機関、NPO、民間事業者等と協働して、アーカイブシステムやその利活用支援システムを構築・運用し、被災自

治体や被災者自身によるアーカイブの取り組みを支援する（情報システムは全てオープンソースとして無償公開予定）。

・アーカイブされた写真や動画、証言、文書、地図等の記録は、防災研究や防災教育に活用し、防災対策の高度化に資す

るとともに、復興ツーリズムや社会起業支援等、被災地の復興支援にも貢献する。

登録

（NIEDが開発中のeコミュニティプラットフォーム

を用いてオープンソースとして無償公開）

○○県

市町村等の連携に加え、国、大学、民間

等のアーカイブシステムとも、AIPI標準化に

よる横断検索で連携をを行い、

共有財産化を目指します。

eコミュニティ・プラットフォームを活用した被災地支援 その2

東日本大震災 災害・復興デジタルアーカイブス
社会防災システム研究領域 災害リスク研究ユニット
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官民協働危機管理クラウドシステム
－自治体向け自然災害・応急対応版－

プロジェクトの概要システム開発の背景と目的

東日本大震災における大規模災害時への対応に関しての様々な課題から、特に住民の避難や被災地
方公共団体への支援等について、広域的な対応をより有効に行うための制度が必要。

＜災害対策基本法の改正（H24.6）内容＞

・発災時の積極的な情報収集・伝達・共有の強化

・地理空間情報を活用した情報共有や相互連携の推進

・地方公共団体の区域を超える被災住民の受け入れ

・救援物資等を被災地に確実に供給する仕組み

→広域的な支援を実現するために必要となる防災情報を、防災関係機関や地域住民など、様々なス
テークホルダーが円滑・迅速に共有することを目的に開発している。

※平成25年9月にリリースのファーストバージョンでは、災害対応初動期の人命救助を中心とした構成と
しています。

システムの主な特長

内閣府総合科学技術会議 「社会システム改革と研究
開発の一体的推進」
 「地域社会における危機管理システム改革プログラム-自然災害

への対応」 －文部科学省が公募・選定（実施期間：H23～25年度）

関係省庁
 社会システム改革に関係する省庁 内閣府防災担当、総務省、経

済産業省

 プロジェクトに参画している省庁 国土交通省水資源・国土保全局、
国土交通省気象庁、総務省消防庁消防研

研究テーマ

 自治体の危機管理（警戒機～初動期の災害対応）を高度化するた
めの情報システムの開発

 自治体、国、ライフライン、NPO等が協調・連携するための標準的
な情報共有の仕組みづくり

●仕様の公開
• 下記HPで本システムの仕様を公開中（随時更新）。

http://ecom‐plat.jp/k‐cloud/hp/dl

●今後の研究の計画
• 全国自治体との意見交換会、説明会の実施や、アンケート収集を通して仕様を

検討し、段階的に機能を追加する。

• 今年度、実施した三条市、釜石市、小林市における実証実験の結果をフィード

バックして、システムを高度化し、本システムを完成・公開する。

• 東日本大震災の教訓を踏まえ、後方支援を行うためのシステム開発も行う。

●開発システムの展開
• 商用/非商用の目的を問わず、オープンソースで無償公開。

→導入の低コスト化、システムの独自改変が可能

• 無償公開後、民間企業が運用するSaaSによる有償サービスにて普及を想定。

→自治体ネットワーク環境に依存しない、フレキシブルな対応可能

（システム概要図）

フェーズ 警戒期～応急期（H25年9月リリース済）
警戒期～応急期～復旧期（初期）（H26年3月までにリリース
予定）

災害類
型

地震・津波災害、水害（土砂災害）、火山災害

プロセス 避難勧告･指示、津波到達前の住民避難、人命救助、本部設
置、避難所、道路規制・啓開、被災状況収集、報告（H25年9
月リリース済）

ライフライン状況把握、遺体管理、建物被害状況の把握、ボ
ランティアセンター（H26年3月までにリリース予定）

ユーザ 基本的に災害対応に従事する市町村職員のみならず、災害
対応に関係する団体や個人を想定。

１．人命救助を優先に混乱したなかでの災害対応

２．災害時における情報共有や相互連携

３．ワンストップでの住民等への情報伝達

(1) 被災地がダウンした場合にも利用可能

(2) 相互運用による利用

A市はデータ流通基盤を経由して、民間企業を含めた多様な情報を取得し、災害
対応に役立てることが可能。データは相互に二次利用（例えば取得した雨量デー
タをユーザが使いやすいグラフに加工できるなど）。

災害対応の関係機関どうしが連携し、仮に被災自治体（A市）の通信網が途絶え
た場合にも、関係機関がアクセスし、事前登録情報を確認して協調した支援を行
うことが可能。

・公共情報コモンズやSNS（facebook、twitterなど）、自治体ホームページ等を
通じた迅速かつ多様な情報伝達をワンストップで実施することが可能。

・防災行政無線や広報車向けの広報文、あるいは関係機関への伝達文など、
定型文を用意しておき、情報伝達に必要な情報を一元的に管理、生成する
ことが可能。

本システムの対象（予定）

・地方公共団体間の応援業務の拡大

・地方公共団体間の相互応援等の円滑化

・災害時、様々なツールを使った住民への

情報提供による避難行動の働きかけ

官民協働危機管理クラウドシステムは、災害時に防災関
係機関が円滑に情報連携するための、情報共有プラット
フォームです。
様々な災害情報を、“地図と表”を用いながら、インター

ネットで共有し、相互に情報を提供／閲覧する仕組みです。

※上図の画面イメージは、開発中の画面であり、今後変更される場合があります。
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おすすめ実践事例

他の事例を見る 詳しく検索する

町内の事業者と連携した災害時の物資調達手法

実施主体： 町内会
使用データ： ○○マップ
ツール： ○○キット
研究者： ××大学×○○

実施主体： 校区協議会
使用データ： ○○マップ
ツール： ○○法
研究者： ○○研××

浸水シミュレーションを用いた要援護者避難計画策定

詳しい情報を見る

詳しい情報を見る

掲示版機能

一元検索

詳細検索・FAQ

検索機能

所属：
○○自主防災会

名前：
防災 太朗

カテゴリ：
地域の防災リーダー

・・・・・

実践履歴

履歴機能

• 2013年○月○日
地域防災キットを使った
被害想定を実施 詳細

• 2013年○月○日
QRコードを使った避難
所運営訓練 詳細

• ・・・・・・

ユーザー情報

ユーザー機能
情報推奨機能

あなたの地域で利用可能なマップ

名称： 浸水実績マップ
作成者： ○○市役所○○課
作成年月日：平成22年x月x日
備考： ××大学○○が・・・した。

詳しい情報を見る

参加掲示板最新情報

社会防災システム研究領域 災害リスク研究ユニット

統合化地域防災実践支援Webサービスの構築

■ 背景:

本課題は、文部科学省「地域防災対策支援研究プロジェクト」として、２つの課題のうち、①研究成果活用データベースの構築及び公開等、に該当し、
②研究成果活用の促進、と連携しながら分野や立場を超えた地域防災対策の実現を支援するWebサービスを構築する。

■ 目的:

全国の大学等における理学・工学・社会科学分野の防災研究の成果を一元的に提供するデータベースを構築するとともに、大学等の防災研究の成
果の展開を図り、地域の防災・減災対策への研究成果の活用を促進する。地方公共団体の防災担当者等が現場で必要な防災対策実践手法、地域防
災に取り組む研究者・実践者・支援者等の情報を収集・整備・提供し、地域防災対策の実践を支援する。

■方法 : ■内容 :

【1】地域防災担当者と研究者がつながる。

【2】全国の地域防災担当者どうしがつながる。

【3】地域を研究する多分野の研究者、実践技術者、支援者がつながる。

研究者にとってのメリット
‐ 自らの成果による社会・地域貢献
‐ 現場における課題・ニーズの発掘
‐ 研究エリアの新規開拓

防災担当者にとってのメリット
‐ 課題・ニーズ解消方法の発見
‐ 専門家や他担当とのつながり構築
‐ 担当者引き継ぎによる継続活用

学会

大学

研究
機関

研究成果 課題・ニーズ

自治体

自主
防災会

NPO

研究 実践

地域防災対策実践手法と地域の課題・ニーズの収集・整備

全国地域へのアンケート・ヒアリング調査、参加型イベント等により、
地域防災対策実践手法と地域防災における課題・ニーズを収集し、そ
れぞれ構造化したうえで、照合する形で整備する。

ユーザーが自地域のエリアを設定することで、その地域に関す
るハザードやリスクに関する情報が提示される。また、その地域
特性を表示されるとともに、当該地域が実践すべき手法が推奨さ
れる機能を設ける。

Webサービスの設計と実装
地域の防災担当者が、地域の自然特性や社会特性、災害リスク

を把握しながら、その地域で抱える課題・ニーズから防災対策実践
手法や専門家にアクセスできるWebサービスを構築する。

■ 展望と課題:

今後、プロトタイプの開発を進め、実証実験により有効
性を評価検証する。課題は、Webサービスの周知と実践
への適用である。

■研究成果の促進に関する先行事例

大阪市福島区／局地的大雨等
大阪大学大学院工学研究科（准教授 牛
尾知雄）

フェーズドアレイ気象レーダーを活用し
た局地的風水害対策

大阪平野部の西部市街地／液
状化等
京都大学（大学院工学研究科
都市社会工学専攻 教授 三
村衛）

田原市、幸田町、津島市、半田
市、犬山市／自然災害全般
名古屋大学減災連携研究セン
ター（研究連携部門 准教授
護雅史）

中標津町／吹雪災害
独立行政法人防災科学技術研究所（雪氷
防災研究センター長 上石勲）

吹雪発生予測システムを活用した雪
氷防災対策

千葉市美浜区／液状化
千葉大学大学院工学研究科（建築・都市
科学専攻 教授 中井正一）

地下水位低下工法による液状化抑止対策

葛飾区、茅ヶ崎市／自然災害全般
東京大学生産技術研究所（都市基盤安全工学
国際研究センター 准教授 加藤孝明）

ICTツールを活用した自立的な取組のプロセ
スを標準プログラム化

神奈川県／自然災害全般
株式会社防災・情報研究所
（代表取締役 高梨成子）

神奈川県版防災研究成果DB
を利用した防災・減災対策

愛媛県愛南町／地震津波災害等
愛媛大学防災情報研究センター（准
教授 森伸一郎）

地震工学・社会心理学の研究成果を活
用した自主減災活動のパッケージ化

鹿児島県／自然災害全般
鹿児島大学地域防災教育研究センター（セ
ンター長 小林哲夫）

鹿児島大学の収集資料のDB化とweb公開

宇部市、山陽小野田市／洪水・高潮災害
山口大学（農学部 教授 山本晴彦）

洪水・高潮災害研究を活用した防災・
減災教育の実践
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南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト

社会防災システム研究領域 災害リスク研究ユニット
http://www.bosai.go.jp/activity_special/the_third/risk.html

1(b) 地震・津波被害予測研究
将来人口推計して得た人口モデルや建物滅失率等を考慮した建物モデルを構築し、地震の発生時期や発生の多様性等の時間の

概念を取り入れた広域の地震・津波ハザード・リスク評価を行います。地域にとって影響の大きい建物や施設に対しては、地盤の非線
形性を考慮した地盤モデルの高度化等を行い、高分解能なリスク評価を行います。ハザード・リスク評価結果の中から類型化手法に
より特徴的な災害パターンを抽出し、災害シナリオを作成し、防災・災害情報発信研究と連携し情報提供できるようにすることを目的と
しています。

本プロジェクトは文部科学省委託事業「南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト」に位置づ
けられており、中核機関は(独)海洋研究開発機構、実施期間は平成23年度～平成30年度の8
年間となります。プロジェクト体制は、サブテーマ1「地域連携減災研究」防災分野、サブテーマ
2「巨大地震発生域調査観測研究」の2-1調査・観測分野と、2-2シミュレーション分野です。

サブテーマ1では1(a)東日本大震災教訓活用研究、1(b)地震・津波被害予測研究、1(c)防災・
減災対策研究、1(d)災害対応・復旧復興研究、1(e)防災・災害情報発信研究の5つに分けられ
ており、防災科研災害リスク研究ユニットでは、主に1(b)、1(e)を研究します。

社会基盤モデルの高度化 被害予測技術等の高度化

強震動・沿岸波高・浸水深等

地域リスク評価

被災した際に影響
の大きい特定の地
域や建物・施設を対
象に、高分解能なリ
スク評価を実施する。

地震発生の多様性、社
会的変化、対策効果等
を加味した確率論的リ
スク評価を、広域を概
観する形で実施する。

地震・津波リスク評価

地震・津波災害シナリオ

リスク評価を行ったケース
の中から特徴的な災害パ
ターンを抽出し、具体的な災
害シナリオを作成する。

地震・津波ハザード評価

地震本部の成果等を有効活用

シナリオ作成
手法の高度化

シナリオ提供
手法の高度化

人口・建物棟数の
経年変化モデル

地震発生確率 地震発生の多様性

地震本部による

規模 30年確率

M8～M9
       クラス

60%～70%

現在 10年後
20年後
30年後

地震発生 発生直後 数時間後～

ゆれ

津波

液状化

火災

人的被害

避難者

帰宅困難者

ライフライン施設 電力

ガス

・

・

　　　　時間
災害項目

建物被害

被災者

地震動・津波

・

・

冬の平日18時頃、南海トラフ沿いを震源とするM8.6の地震が発生し、震度7のゆれを・・・

地震発生後～30分に広範囲にわたり5ｍを超える津波が到来し・・・・

地
震
発
生

○○市を中心に揺れによる全壊建物が△△棟、全半壊した建物が□□棟

○○市の沿岸部を中心に津波による全壊建物が△△棟、全半壊した建物が□□棟

××市を中心に地盤の大規模な液状化が発生、全壊建物が△△棟、全半壊した建物が□□棟

○○市、××市で出火 炎上した火災が延焼

○○地域を中心に甚大な人的被害が発生

建物被害等により､死者約××人､負傷者▽▽人発生
ブロック塀倒壊により死者約□□人､負傷者約♢♢人発生

・・・・・・

避難所に人が殺到

一時帰宅困難者が多数発生、駅などに滞留

○○市を中心に広域で停電発生

▽▽市を中心に被害が発生し、××県全域○○件で供給停止

・・・・・・・

・・・・・・・

地震ハザード 津波ハザード

地震・津波
液状化
建物
火災
ライフライン
経済
VRの開発

類型化

■火災・震動
■震動
■液状化
■津波

南海トラフ広域地震災害情報プラットフォーム

南海トラフ広域地震災害に関する情報が集約され、
リアルタイムかつ統合的に活用できるWebサービス

各種データの収集・整備

各種地理空間
情報や調査
データ、文献
情報等

（空中写真、標
高、ボーリング
データ、歴史
的被災情報
等）

各種リアルタイ
ムデータ

（地殻変動、波
高、微小地震
情報等）

リアルタイムデータ伝送システムの開発

データ伝送

データ登録
データ登録

地震発生 発生直後 数時間後～

ゆれ

津波

液状化

火災

人的被害

避難者

帰宅困難者

ライフライン施設 電力

ガス

・

・

　　　　時間
災害項目

建物被害

被災者

地震動・津波

・

・

冬の平日18時頃、南海トラフ沿いを震源とするM8.6の地震が発生し、震度7のゆれを・・・

地震発生後～30分に広範囲にわたり5ｍを超える津波が到来し・・・・

地
震
発
生

○○市を中心に揺れによる全壊建物が△△棟、全半壊した建物が□□棟

○○市の沿岸部を中心に津波による全壊建物が△△棟、全半壊した建物が□□棟

××市を中心に地盤の大規模な液状化が発生、全壊建物が△△棟、全半壊した建物が□□棟

○○市、××市で出火 炎上した火災が延焼

○○地域を中心に甚大な人的被害が発生

建物被害等により､死者約××人､負傷者▽▽人発生

ブロック塀倒壊により死者約□□人､負傷者約♢♢人発生

・・・・・・

避難所に人が殺到

一時帰宅困難者が多数発生、駅などに滞留

○○市を中心に広域で停電発生

▽▽市を中心に被害が発生し、××県全域○○件で供給停止

・・・・・・・

・・・・・・・

各種研究成果
（観測結果、リスク評価、リスクシナリオ等）

防災・減災対策研究

復旧・復興対策研究

各種サブテーマでの活用（地域研究会等）

巨大地震発生域調査観測研究

東北地方太平洋沖地震の教訓活用研究

地震津波被害予測研究

データ活用

データ活用

プロジェクト内他テーマ

防災・減災対策および復旧・
復興推進システムの開発

リスクコミュニケーション
手法の開発と人材育成

教材および啓発・啓蒙
ツールの開発

各種データベースの開発 情報プラットフォームの開発

ツール活用 ツール活用

ツール活用
データ活用 データ活用

データ活用

1(e) 防災・災害情報発信研究

手法・システム
開発研究

収集・分析

データバンク構築

広域リスク評価

担当：防災科学技術研究所

参画機関：名古屋大学、防災科学技術研究所、海洋研究開発機構、東京大学、 東北大学

担当：名古屋大学

担当：海洋研究開発機構

担当：東京大学、名古屋大学

南海トラフで発生する地震に対するハザードやリスクの評価・検証に必要となる各種調査・観測データを収集・分析するとともに、ハ
ザード・リスク評価結果も合わせてデータベース化した相互分散型「災害情報データバンク」を構築する。さらに、災害情報データバン
クを利活用し、地域に向けた防災・減災推進システムや発災時・復旧・復興時対応検討システム等の研究・開発を行います。
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気候変動リスクの評価の基盤となる確率予測情報の創出
大楽浩司（防災科研）・上野玄太（統計数理研）・高藪出（気象研）

人間活動に起因する気候変動の影響は数世紀にわたって続く。緩和策が効果を示すまで少なくとも数十年。適応策と併せた検討が急務。

異常気象に伴う風水害の頻度や規模など気候変動リスクについて確率的分析・評価を実施するための基盤的情報の創出が急務。

UKCP09（英国における確率的気候シナリオ情報）
平均的な気温や降水量の変化など高頻度事象が対象。
風水害リスクが高い日本・アジア地域において、低頻度極端事象を対象としたリスク評価に十分な情報でない。

→ 低頻度であるが影響の大きい事象（High impact low probability event）も含む、気候変動の確率的基盤情報の創出についての新たな研究開発が必要。

※ここでの低頻度極端事象は50年に1回～200年に1回、あるいはそれ以上に希な事象（ダムや堤防などの社会基盤施設の設計基準に相当する確率）。

領域テーマＣ-（i） 気候変動リスク評価の基盤となる確率予測情報の創出
目標
１） ある排出シナリオ下で、気候モデルアンサンブル実験と統計手法を組み合わせることによって、
気候シナリオ実験の不確実性を確率的に表現した基盤情報を創出する。

２） 最適化されたアンサンブル数値実験と統計科学による適切なサンプリング手法の最適な組み合わ
せにより、非現実的な多大な計算機資源を使用しない極端事象の確率的評価手法を開発する。

確率的気候シナリオ情報を創出するためのアンサンブル数値実験

選定したGCMの一つ（MIROC5）を境界条件として、水平格子間隔20kmで、物理過程の異
なる4つの地域気候モデルを用いたMIROC5からのダウンスケーリング実験を行った結果
（JJA平均降水量、1981−2000年平均）。
降水の広域の空間パターンはどのモデルも比較的似ているが、地形性降雨のような空間
詳細な降水分布はモデルの違いによって異なることが分かる。

→ 地域気候モデルとその境界条件の違いによる不確実性を定量的に評価

• 出来る限り主要な要因による不確実性の「幅」を捉えるためのアンサンブル
実験の最適化

• 複数の地域気候モデルによるアンサンブルダウンスケーリング実験

確率分布推定プログラム（統計数理研開発）の適用

まとめ

気候シナリオ実験の不確実性を確率的に表現した基盤情報の創出に向けたアンサンブル実験の信頼性評価

－不確実性の「幅」を捉えるためのマルチモデルアンサンブルダウンスケーリング実験の最適化に向けて、現在気候における再現性と将来変化のバラツキについて解析・検討。

－モデルの性能を調べるための気象要素（Index）は、気候モデルのあらゆる面（現象のタイミングや経年変動など）を捉えているわけではなく、評価手法が異なれば、評価結果も変化
（重みづけにも影響）し、その関係は地域によっても異なる。

単一のindexではなく、有益な複数のメトリックを使用し、冗長性（相関する要素のダブルカウント）を軽減するための客観的方法を用い、複数変数間の整合性（同時確率） を考慮する必要。

－確率分布推定手法の開発・改良（統計数理研と協働）
CMIP3、CMIP5、MRI-AGCM、観測データ（再解析、CMAP/GPCP）のデータを用いて回帰法による確率分布推定プログラムを開発・解析。

500hPaジオポテンシャル高度(zg)

ERA40と比較

北半球(20°N～90°N) 熱帯(20°S～20°N)

降水量(pr)

日本・アジアモンスーン域における高頻度事象の確率情報の
創出に向けた各アンサンブル実験の信頼性評価

GPCPと比較

－高度場（Z500）や気温などの力学的変数については全球大気モデル（MRI-AGCM）の
スキルが高い（特に熱帯域で顕著）。降水も相対的に再現性が良い。

→熱帯域と密接な関係がある台風のような顕著現象について東アジアの地域気候シナ
リオを考える際に、全球大気モデルを用いることの論拠の一つ。

気候変動リスク情報創生プログラム（2012～2017）
領域テーマＣ実施体制

MIROC5からのダウンスケーリング結果（JJA平均降水量、1981-2000年平均）
左からMRI-NHRCM、NIED-RAMS、TSUKUBA-WRF、AORI-RSMの結果

CMIP5(RCP4.5シナリオ) の熱帯域SST昇温空間パターンのクラスター
解析結果と境界条件として選定したGCM(MRI-CGCM3、MIROC5、CCSM4)

MRI-NHRCM NIED-RAMS Tsukuba-WRF AORI-RSM

MIROC5 終了 終了 再計算＊終了 計算実行中

MRI-CGCM3 終了 再計算
＊実行中

再計算＊終了 準備中

CCSM4 準備中 準備中 終了 準備中

マルチGCM/RCM力学的ダウンスケール実験のアン
サンブルメンバーと進捗状況（2013年12月19日現在）

*印は、S-5-3またはMRI-NIED-筑波大共同研究傘下にて計算が終了していたが、
再計算が必要となった実験を示す。

回帰モデルを用いて全球気候モデルのシナリオ実験結果を用いて確率分布の推定を行った。
統計的な予測性能（CV値）が最も良い最適なモデルの組み合わせを選んだ場合と、すべて
のGCMを使った場合で比較した結果、現在気候についての推定結果に大きな違いは見られ
ないが、将来気候の確率分布はモデル選択によって違いが見られることが分かった。
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高解像度気候変動シナリオを用いた
大都市圏の風水害脆弱性評価に基づく適応に関する研究

－複数モデルによる地域気候シナリオ－

現在、気候変動の評価には気候モデルが用いられているが、粗い水平格子間隔の全球気候モデルでは日本列島の地形と降水の関係

のような地域詳細な空間分布や過程を十分に表現することができない。複数の地域気候モデルを用いるダウンスケーリング手法によって、

全球気候モデルによる将来の気候シナリオに付加価値を付けることに成功したので、その結果を報告する。

将来気候シナリオの降水と地形の関係を構造の異なる３つのモデルで分析したところ、概ね山地（特に西日本）の西側及び南側で夏季

の降水量と大雨の発生頻度が顕著に増加することが示された。地域気候シナリオは、多くの研究機関に提供され、利用されており、自治

体の防災対策への活用が期待される。

大楽浩司1・常松展充2 ・平野淳平1 1. 防災科学技術研究所 2. 東京都環境研究所

１．はじめに
人間活動に起因する地球温暖化による気候変動の影響は、生態系、淡水資源、食糧、産業、健康など広範囲の分野に及びます。緩和策を講じたとしても気候変動は

数世紀にわたって続くため、今後さらに頻度が増える可能性がある異常気象（極端な高温、台風・梅雨などによる集中豪雨、渇水）が海面上昇等と重複して発生した場合、
これまでのリスク評価に基づく都市・地域計画では対処できないことが懸念されます。そのため、異常気象に伴う水災害・農業被害の頻度や規模など気候変動影響につ
いて評価し、適応策を検討することが急務となっています。
現在、気候変動の評価には気候モデルが用いられています。粗い水平格子間隔の全球気候モデル注１では日本列島の地形と降水の関係のような地域の詳細な空間

分布や過程を十分に表現することができません。そのため、全球気候モデルの計算結果を使って空間詳細な地域気候モデル注2を駆動するダウンスケーリング注3が行わ
れてきました。これまでは主に単一の地域気候モデルで議論が行われていました。異なるモデルによってどのように地域気候シナリオに違い（不確実性）が生じるのか、
また水害発生に重要な降水と地形との関係について調べられていませんでした。

図1 複数の地域気候モデルによるダウンスケーリング

３．結果
気象研究所NHRCMは、関東・中部・西日本で夏季平均の降水量をやや過大評価していま

した。防災科学技術研究所N-RAMSは、多くの地域で観測と10%以下の違いでした。筑波大
学T-WRFは、北日本・東日本で降水量を過大評価していました。大雨（95パーセンタイルの
降水量）については、気象研究所NHRCMが比較的観測との違いが小さいものの、３つのモ
デルとも過小評価していました（図２、３）。

異なる地域気候モデルによって定量的に異なるものの、日本列島において、夏季平均で３
～４℃気温の上昇が計算されました（図４）。亜熱帯高圧帯の高気圧性循環の強まりが、高
気圧の縁に沿う水蒸気の輸送量を増やし（図５）、日本列島に流れ込む暖湿流（南西気流）
が強まり、山地の風上側斜面において上昇流が強まり、雨雲発達が促進され、
１）山地の西側及び南側で降水量が大きく増加（月降水量で約90mm以上）すること（図６）、
２）日降水量100mmを越える大雨の頻度が、多いところで5～10%増加すること（図７）、
３）標高の高い所よりも、むしろ都市が多く存在する標高の低い所で日降水量100mmを越え
る大雨の発生頻度の増加が大きいこと（図８）、
４）山地の風下側（東側及び北側）では降水の将来変化が小さいこと（図６、７）
が、異なる地域気候モデルで定性的に一致して示されました。

これまでは日本における地域気候シナリオについて、主に単一の地域気候モデルで議論
が行われてきました。今回の成果によって、異なる３つの地域気候モデルを用いて将来の
地域気候シナリオにおける降水と地形の関係と、そのモデルによる違い（不確実性）が初め
て分析されました。そして山地（特に西日本）の西側及び南側で夏季の降水量と大雨の発生
頻度が顕著に増加することが複数モデルで一致して示されました。

４．今後の期待
今回の成果は、複数の地域気候モデルによる地域の詳細な地域気候シナリオの違い（不確実性）を考
慮した影響評価（水・農業・生態系・インフラ・健康など）や、各自治体や関係機関による気候変動適応
策の検討・策定への応用（災害危険区域指定などの土地利用計画や予防的な重点的インフラ計画・整
備・保守等）が期待できます。また、地域詳細な気候変化のメカニズムとその不確実性を知ることは、
都市化などの人為的土地利用変化等の地域気候（水熱循環）への影響の理解にも役立ちます。.

２．実験の概要
本研究グループは、東京大学・海洋開発研究機構・国立環境研究所が共同開発した全

球気候モデル（MIROC3.2-hires）の現在気候（1981-2000年）と将来気候シナリオ（SRES-
A1B，2081-2100年）を用い、３つの異なる地域気候モデル（気象研究所NHRCM、防災科学
技術研究所N-RAMS、筑波大学T-WRF）によるダウンスケーリング実験（図1）を行いました。
そして日本列島における夏季降水量の将来変化と地形の関係と、その複数の地域気候モ
デルによる結果の違い（不確実性）を調べました。

図２ ７つの領域で気象庁アメダス

観測と計算結果を検証 図３ 図２の７つの領域における３つのモ
デルの計算結果と観測との差（モデ
ルバイアス）

図４ 複数の地域気候モデルによる夏季（6-8月）平均2m気温の将来変化

図５ 複数の地域気候モデルによる夏季（6-8月）平均水蒸気輸送量
（上図：現在、下図：将来）

図６ 複数の地域気候モデルによる夏季（6-8月）平均日降水量の将来変化

300m毎の標高帯別に平均日降水量の差が3mm/day（月降水量約90mm）以上あるグリッドに色付け

図７ 複数の地域気候モデルによる夏季（6-8月）の100mm/day以上の大雨発生頻度
の将来変化

Tsunematsu, N., K. Dairaku, and J. Hirano, 2013: Future changes in summertime precipitation 
amounts associated with topography in the Japanese islands, Journal of Geophysical Research 
(Atmospheres), 118, doi:10.1002/jgrd.50383.

図８ 複数の地域気候モデルによる
夏季（6-8月）の100mm/day以上の大
雨発生頻度の将来変化と標高の関
係

本成果は、文部科学省「気候変動適応研究推進プログラム（RECCA）」、
「気候変動リスク情報創生プログラム（SOUSEI）」、環境省「環境研究総
合推進費（S5-3）」による研究プロジェクトによって得られました。
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■ 来たる巨大地震に備えて

首都直下地震や東海・東南海・南海地震，さらには今後も予想される東北地方での地震など
の巨大地震は，国民の人命・生活や経済活動に致命的な被害を与えることから，巨大地震によ
る被害を最小限にとどめる技術開発は不可欠である．これまでも，関東大震災や阪神・淡路大
震災等の未曽有の震災での経験に基づき減災研究は精力的に行われてきた．しかし，2011年東

北地方太平洋沖地震では，長周期成分を含む非常に長い継続時間の揺れにより，国民生活や経
済環境に甚大な被害をもたらしたことは，忘れ得ない記憶である．

そこで防災科研では，構造物の破壊過程の解明に加え，巨大地震の被災時に都市機能を維持
し，震災後も継続的に利用するため，実大三次元震動破壊施設(Ｅ－ディフェンス)を活用した
大規模・最先端な震動実験と数値シミュレーション(数値震動台：E-Simulator)の研究開発を

行っている．また，東日本大震災で甚大な被害を与えた長周期で継続時間が従来の想定より非
常に長い揺れの影響評価も新たに検討課題として加え，社会基盤施設や建物など都市構造物の
破壊過程解明と被害軽減技術や対策の提案により，国民の人的・経済的損害の軽減を目指して
実験研究を行う．

■ Ｅ－ディフェンスを活用した震動実験

○耐震化を普及・高度化する技術開発，安心・安全な社会構築を担保する技術提案のための実
験研究

鉄筋コクリート系建物の崩壊余裕度評価に関する研究や，病院・高齢者施設に適用する次
世代型免震技術の開発，学校・庁舎等防災拠点のための普及型免震技術の開発．

鉄筋コンクリート系建物の実験，免震構造建物の実験

○機能維持・安全性を高める技術検証のための実験研究

体育館等の大空間を有する建物の被災家庭解明と安全対策に関する研究や，防災拠点に備
えられている変電設備の耐震信頼性の向上に関する研究，待避所・避難経路となる道路や地
中・地下構造物の地震時安全性に関する研究．

大空間建物の実験，機器・配管系の実験，地盤・地中構造物の実験

■ 数値震動台(E-Simulator)の研究開発

Ｅ－ディフェンス実験の再現を目指して，崩壊に至るまでの
過程を高精度に再現できる数値シミュレーション(数値震動台:
E-Simulator)の研究開発．

■ 研究のプログラム(スケジュール)

減災実験研究領域 兵庫耐震工学研究センター プロジェクトディレクター 梶原浩一

実大三次元震動破壊実験施設を活用した社会基盤研究

阪神・淡路大震災での都市の被害

鉄筋コンクリート系建物の実験

地盤・地中構造物
鉄筋コンクリート系

建物

機器･配管系

更に高度な
技術開発による，

建物・機能の
より高い安全性の追及

H22 H23 H24 H25 H26以降

免震構造建物の実験大空間建物の実験 機器・配管系の実験 地盤・地中構造物の実験

数値震動台:E-SimulatorのＥ－ディフェンス実験の解析事例

機器・配管系

体育館等の大空間建物

これまでの成果と東日本大震災の教訓を
ふまえた研究の展開

機器・配管系

損傷低減技術の提案

体育館等の大空間建物

開発した対策技術の検証

免震構造建物 免震構造建物

高性能化に向けた
減衰可変ダンパーの検証

医療施設等

地中構造物の
地震リスク解明

損傷評価のための
データ取得

被災過程の解明と
対策技術の検証

免震装置の適切な
配置を調査

高耐震かつ生産性・改
修性の高い建物の確立

非常時，地震後に重要な
設備機器の機能維持検証

＜ Ｅ－ディフェンスを活用した震動実験 ＞

＜ 数値震動台(E-Simulator)の研究開発 ＞

鉄筋コンクリート系建物

中層建物(庁
舎・学校等)

損傷を著しく
低減する次世
代構造

46



■ 来たる巨大地震に備えて

首都直下地震や東海・東南海・南海地震，さらには今後も予想される東北地方での地震など
の巨大地震は，国民の人命・生活や経済活動に致命的な被害を与えることから，巨大地震によ
る被害を最小限にとどめる技術開発は不可欠である．これまでも，関東大震災や阪神・淡路大
震災等の未曽有の震災での経験に基づき減災研究は精力的に行われてきた．しかし，2011年東

北地方太平洋沖地震では，長周期成分を含む非常に長い継続時間の揺れにより，国民生活や経
済環境に甚大な被害をもたらしたことは，忘れ得ない記憶である．

そこで防災科研では，構造物の破壊過程の解明に加え，巨大地震の被災時に都市機能を維持
し，震災後も継続的に利用するため，実大三次元震動破壊施設(Ｅ－ディフェンス)を活用した
大規模・最先端な震動実験と数値シミュレーション(数値震動台：E-Simulator)の研究開発を

行っている．また，東日本大震災で甚大な被害を与えた長周期で継続時間が従来の想定より非
常に長い揺れの影響評価も新たに検討課題として加え，社会基盤施設や建物など都市構造物の
破壊過程解明と被害軽減技術や対策の提案により，国民の人的・経済的損害の軽減を目指して
実験研究を行う．

■ Ｅ－ディフェンスを活用した震動実験

○耐震化を普及・高度化する技術開発，安心・安全な社会構築を担保する技術提案のための実
験研究

鉄筋コクリート系建物の崩壊余裕度評価に関する研究や，病院・高齢者施設に適用する次
世代型免震技術の開発，学校・庁舎等防災拠点のための普及型免震技術の開発．

鉄筋コンクリート系建物の実験，免震構造建物の実験

○機能維持・安全性を高める技術検証のための実験研究

体育館等の大空間を有する建物の被災家庭解明と安全対策に関する研究や，防災拠点に備
えられている変電設備の耐震信頼性の向上に関する研究，待避所・避難経路となる道路や地
中・地下構造物の地震時安全性に関する研究．

大空間建物の実験，機器・配管系の実験，地盤・地中構造物の実験

■ 数値震動台(E-Simulator)の研究開発

Ｅ－ディフェンス実験の再現を目指して，崩壊に至るまでの
過程を高精度に再現できる数値シミュレーション(数値震動台:
E-Simulator)の研究開発．

■ 研究のプログラム(スケジュール)

減災実験研究領域 兵庫耐震工学研究センター プロジェクトディレクター 梶原浩一

実大三次元震動破壊実験施設を活用した社会基盤研究

阪神・淡路大震災での都市の被害

鉄筋コンクリート系建物の実験

地盤・地中構造物
鉄筋コンクリート系

建物

機器･配管系

更に高度な
技術開発による，

建物・機能の
より高い安全性の追及

H22 H23 H24 H25 H26以降

免震構造建物の実験大空間建物の実験 機器・配管系の実験 地盤・地中構造物の実験

数値震動台:E-SimulatorのＥ－ディフェンス実験の解析事例

機器・配管系

体育館等の大空間建物

これまでの成果と東日本大震災の教訓を
ふまえた研究の展開

機器・配管系

損傷低減技術の提案

体育館等の大空間建物

開発した対策技術の検証

免震構造建物 免震構造建物

高性能化に向けた
減衰可変ダンパーの検証

医療施設等

地中構造物の
地震リスク解明

損傷評価のための
データ取得

被災過程の解明と
対策技術の検証

免震装置の適切な
配置を調査

高耐震かつ生産性・改
修性の高い建物の確立

非常時，地震後に重要な
設備機器の機能維持検証

＜ Ｅ－ディフェンスを活用した震動実験 ＞

＜ 数値震動台(E-Simulator)の研究開発 ＞

鉄筋コンクリート系建物

中層建物(庁
舎・学校等)

損傷を著しく
低減する次世
代構造
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減災実験研究領域 兵庫耐震工学研究センター

実大三次元震動破壊実験施設を活用した社会基盤研究
地盤・地中構造物実験／機器・配管系実験／高性能コンクリート系建物実験

■ 地盤・地中構造物実験
地盤－地下構造物の相互作用の検証および異なる地下構造物の接続部や地層境界を横断・縦断する地下構造物における局所

的な挙動の解明を目的として，地下構造物を模した試験体を作製，Ｅ－ディフェンスを用いた加振実験を行った．

接合部内空間
鉛直構造物と矩形断面を有する地
下構造物の接合部に隙間が発生，
砂が地下構造物内に流入

加震時

実験結果

加震後・
損傷調査時

加振により生じた隙間

接合部内空間

流入した砂

円形水平構造物内部
加振による周辺地盤の変形により，
円形の水平構造物がラグビーボー
ル状に変形

配管系を中心とし，支持構造物や弁，タンク等が接続した機器・配管系について，地震時における損傷モードと耐震裕度を
Ｅ－ディフェンス実験を通じて明らかにすることを目的として，Ｅ－ディフェンスでの加振実験を行った．機器・配管系の損
傷モードと耐震裕度を把握するため，基準を超えた入力での加振を実施し，試験体を損傷させることとした．
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率

X方向加振　A11X／A00X

Y方向加振　A11Y／A00Y

Z方向加振　A11Z／A00Z

弁閉、内圧1MPa　ランダム波 80gal 加振試験結果

A11X

A11Y

A11Z

A00X

A00Y
A00Z

1次：4.89Hz

4次：12.36Hz

2次：7.37Hz

3次：8.68Hz

減衰比：0.87%（1次）

ランダム波加振により得られた卓越振動数(柔サポート)

損傷形態：柔サポート-サポート脚部の破断／剛サポート-Uボルトの変形

柔サポート

大地震の際に，建物が崩壊しないことはもちろん，損傷も最小限とし，補修なし，または簡単な補修のみで済むような建物
が必要とされている．防災科学技術研究所では，共同住宅をはじめ，学校施設，庁舎等の公共施設，病院等の重要施設に用い
られるコンクリート系建物の高性能構法の開発に取り組んでいる．

プレキャスト・プレストレストコンクリート造建物

在来鉄筋コンクリート造建物

鉄筋を組み，型枠
で囲い，生コンク
リートを流しこむ．

コンクリートが固まっ
たら，型枠を外す．

油圧ジャッキを用いた
ワイヤの締め付け

地震時の変形イメージ

実験時には部材と部材の
すき間が生じ，これが開
閉した．柱梁や壁の損傷
は軽微にとどまった．

実験時に部材自体が損傷し，
部分的に破壊が生じた．

大地震で壁の足元が浮き上がって
いる．損傷は殆ど見られない．

大地震で壁の足元が破壊

部材と部材が圧着接合されており，接合
部に外力が加わると部分的に離れて回転
を生じる．しかし，外力が除かれると元
に戻る．

平成24年度には，配管系＋サポート＋タンクで構成される試験体を使用した．
サポートは，比較的柔なサポートと剛なサポートの2種類を使用した．

配管の種別とサイズ：高温配管用炭素鋼鋼管STPT370
100Asch40(口径：114.3mm，肉厚：6mm)

タンクの形状：口径2m，高さ2.5m，肉厚8mm
サポート：比較的柔なものと比較的剛なものの2種類，配管とはUボルトで支持

内圧：1MPa(水圧)／内圧なし

主に使用した地震波：東北地方太平洋沖地震，K-NET日立に10HzのLPFをかけ，
前後の微少振幅部分を削除した波形。実験での最大入力加速度は1574Gal

接合部内空間

地下構造物内空間

円形断面を有する
水平地下構造物

傾斜基盤

鉛直構造物

試験体仕様

矩形断面を有する
水平地下構造物

高さ6.5m，直径8.0mの円形せん断土槽に，地下構造物模型，基盤(セメント

混合土)，表層砂(乾燥砂)を投入・設置し，Ｅ－ディフェンス震動台を用いて，
土槽の底盤に地震動を入力した．

表層砂

■ 機器・配管系実験

試験体仕様 実験結果

剛サポート

■ 高性能コンクリート系建物実験

試験体仕様 実験結果

二棟を同時加振

実験映像

プレキャスト・プレストレストコンクリート造建物

在来鉄筋コンクリート造建物

地震時の変形イメージ

実験映像

（実験担当：河又洋介，田端憲太郎）

（実験担当：中村いずみ，河又洋介）

（実験担当：長江拓也）

■ 実大免震建物の衝突による被害低減対策開発のための加振実験 ～世界初の衝突加振実験～

■ 大規模空間に設置された吊り天井の脱落被害再現実験

実大三次元震動破壊実験施設を活用した社会基盤研究
減災実験研究領域 兵庫耐震工学研究センター

（実験担当：佐藤栄児，佐々木智大，青井淳，梶原浩一，福山國夫）

（実験担当：佐々木智大，青井淳，田川浩之，梶原浩一）

大規模災害発生時に避難拠点となり得る学校体育館等の大規模空間を有する建築物に取り付けられた天井等非構造部材の耐
震安全性向上を目指して，平成26年1月および2月，世界最大規模の天井面積を持つ体育館を模擬した試験体のＥ－ディフェン
ス加振実験を実施した．

実験結果（速報）

入力地震動

2011年東北地方太平洋沖地震

の被害を再現するため，入力
地震動としては，同地震にお
いて，震源から170km離れた

宮城県仙台市宮城野区にて強
震観測網(K-NET)で観測され
た地震動K-NET仙台波（震
度：6強）を用いた．

平成26年1月および2月に，天井の種類を変えた2回の加振実験を実施した．
試験体は，平面寸法18.6m×30mの山形屋根を有する体育館を模擬している．
バスケットコート（28m×15m）ならば1面，バレーコート（18m×9m）な
らば2面確保することが出来る大きさで，小中学校で使用されている体育館
とほぼ同等の大きさである．Ｅ－ディフェンス震動台（15m×20m）よりも

大きい試験体であり，これまで実施してきたＥ－ディフェンス振動実験の試
験体の中でも最大の平面寸法を有している．

天井の動きを外側から確認できるように外壁，屋根等は省略し，屋根重量に
相当する鋼材おもりの配置を調整することで実際の体育館の挙動を再現でき
るようにした．試験体内部には，屋根面と同じ勾配を有する吊り天井を設置
した．1月は耐震未対策の天井の脱落被害の再現実験を，2月は平成26年4月
より施行される予定の新しい基準に基づく耐震天井の安全性および耐震余裕
度の検証のための加振実験を行った．

実験時期 主体構造 天井

平成26年1月
純鉄骨造

柱：鉄骨造

屋根：鉄骨山形架構

H13年よりも前に設計・施工された耐
震対策されていない天井 ⇒大規模空

間での地震被害の発生を引き起こす構
造体と非構造体の応答特性と，天井の
脱落被害のメカニズムの解明

2月

H26.4に施行される基準に準拠した耐
震対策天井 ⇒新しい基準で設計され

た大規模空間における天井の安全性お
よび耐震余裕度の検証

試験体仕様

免震建物が，想定以上の地震動や将来予測されている長時間・長周期地震動に襲われた場合を想定し，免震建物が建物周囲
に配置されている擁壁に衝突させる世界初の衝突加振実験を実施した．

目的

4階建て鉄筋コンクリート造建物に，免震支承としてφ650mmの積層ゴム支
承2基と弾性滑り支承2基，減衰装置としてオイルダンパー4基を設置し，免
震周期は3.8秒となる免震構造とした．上部の総質量は約700tで，床面積
13.4m×10.0m，上部構造の高さ14.9mである．免震建物の周囲には，擁壁と

して，鉄筋コンクリート壁を設置し，免震建物と周辺擁壁間のクリアランス
部分には，渡りとしてのエキスパンションジョイントも設置した．また，建
物内の1階には工場，倉庫等を模擬し各種シャッターを，2階には住居の居室
と上下免震された区画で実験研究室と電算機・サーバー室を，3階には病院

の診察室，上下免震された区画でプラント系の運転制御室と医療関連施設を，
4階には美術品展示室，教育機関の教室を模擬した機能を再現している．

免震建物試験体

実験結果
K-NET古川記録（2011年東北地方太平洋沖地震），天王寺波（大阪府域内陸
直下型想定地震），JR鷹取波（1995年兵庫県南部地震）などを用いて，さま
ざまな入力レベルで加振実験を行った．
衝突により，激しいもので瞬間的に3Gを超える加速度が建物で計測されたが，

上部構造に関しては構造的な被害はみられなかった．しかしながら周辺擁壁
の大破，エキスパンションジョイントの脱落，内部什器の損傷，物品散乱が
発生し，免震構造の衝突等による様相が明なになった．

免震建物は，地震時における建物の損傷低減のみでなく，建物の機能保持に
おいて有効であり，現在共同住宅・オフィスビルで約2800棟，戸建て住宅で
約4200棟以上が建設されている．また，実際の効果としては，2011年東北地

方太平洋沖地震時においても，手術中であった医療施設において免震効果が
有効にはたらき，手術を継続し無事終了することができている．

しかし，このように地震の被害低減に有効な免震構造であっても，過去の地
震時や既往の研究などにおいて，長周期地震動などにより，室内のキャス
ター付き機器の暴走など，建物機能に悪影響を及ぼす被害の発生がみられ，
免震建物においても地震対策の必
要性が明らかになった．また，想
定以上の長周期・長時間地震動に
より，周囲に配置された擁壁への
衝突をはじめ，免震建物特有の新
たな被害が懸念されはじめてきた．

そこで，本研究では，長周期地震
動や鉛直動などが免震建物および
その内部に設置されている設備・
機能に与える被害を明確にし，将
来的な対策について検討すること
を目的としている．

応答変位
天王寺波による結果

応答加速度

衝突等による被害状況
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平成26年1月に行った実験で
は，K-NET仙台波の振幅を原
波の50%に縮小した地震動を

震動台に入力したところ，耐
震未対策の天井は，接合金物
が損傷し，脱落した．2月に実

施した耐震天井の実験結果と
併せて，成果をまとめる予定
である．
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■ 実大免震建物の衝突による被害低減対策開発のための加振実験 ～世界初の衝突加振実験～

■ 大規模空間に設置された吊り天井の脱落被害再現実験

実大三次元震動破壊実験施設を活用した社会基盤研究
減災実験研究領域 兵庫耐震工学研究センター

（実験担当：佐藤栄児，佐々木智大，青井淳，梶原浩一，福山國夫）

（実験担当：佐々木智大，青井淳，田川浩之，梶原浩一）

大規模災害発生時に避難拠点となり得る学校体育館等の大規模空間を有する建築物に取り付けられた天井等非構造部材の耐
震安全性向上を目指して，平成26年1月および2月，世界最大規模の天井面積を持つ体育館を模擬した試験体のＥ－ディフェン
ス加振実験を実施した．

実験結果（速報）

入力地震動

2011年東北地方太平洋沖地震

の被害を再現するため，入力
地震動としては，同地震にお
いて，震源から170km離れた

宮城県仙台市宮城野区にて強
震観測網(K-NET)で観測され
た地震動K-NET仙台波（震
度：6強）を用いた．
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バスケットコート（28m×15m）ならば1面，バレーコート（18m×9m）な
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して，鉄筋コンクリート壁を設置し，免震建物と周辺擁壁間のクリアランス
部分には，渡りとしてのエキスパンションジョイントも設置した．また，建
物内の1階には工場，倉庫等を模擬し各種シャッターを，2階には住居の居室
と上下免震された区画で実験研究室と電算機・サーバー室を，3階には病院

の診察室，上下免震された区画でプラント系の運転制御室と医療関連施設を，
4階には美術品展示室，教育機関の教室を模擬した機能を再現している．

免震建物試験体

実験結果
K-NET古川記録（2011年東北地方太平洋沖地震），天王寺波（大阪府域内陸
直下型想定地震），JR鷹取波（1995年兵庫県南部地震）などを用いて，さま
ざまな入力レベルで加振実験を行った．
衝突により，激しいもので瞬間的に3Gを超える加速度が建物で計測されたが，

上部構造に関しては構造的な被害はみられなかった．しかしながら周辺擁壁
の大破，エキスパンションジョイントの脱落，内部什器の損傷，物品散乱が
発生し，免震構造の衝突等による様相が明なになった．

免震建物は，地震時における建物の損傷低減のみでなく，建物の機能保持に
おいて有効であり，現在共同住宅・オフィスビルで約2800棟，戸建て住宅で
約4200棟以上が建設されている．また，実際の効果としては，2011年東北地

方太平洋沖地震時においても，手術中であった医療施設において免震効果が
有効にはたらき，手術を継続し無事終了することができている．

しかし，このように地震の被害低減に有効な免震構造であっても，過去の地
震時や既往の研究などにおいて，長周期地震動などにより，室内のキャス
ター付き機器の暴走など，建物機能に悪影響を及ぼす被害の発生がみられ，
免震建物においても地震対策の必
要性が明らかになった．また，想
定以上の長周期・長時間地震動に
より，周囲に配置された擁壁への
衝突をはじめ，免震建物特有の新
たな被害が懸念されはじめてきた．

そこで，本研究では，長周期地震
動や鉛直動などが免震建物および
その内部に設置されている設備・
機能に与える被害を明確にし，将
来的な対策について検討すること
を目的としている．

応答変位
天王寺波による結果

応答加速度

衝突等による被害状況
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平成26年1月に行った実験で
は，K-NET仙台波の振幅を原
波の50%に縮小した地震動を

震動台に入力したところ，耐
震未対策の天井は，接合金物
が損傷し，脱落した．2月に実

施した耐震天井の実験結果と
併せて，成果をまとめる予定
である．
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数値震動台（E-Simulator）の開発

建築，土木構造物の耐震設計や地震防災対策に広く活用される数値シミュレーションシステムの構築．

１） 巨大地震によって建築，土木，地盤構造物が崩壊に至るまでの過程，２） 設備，家具，天井等の非構造部材の地震時挙
動の再現が主な開発の課題である． 構造材料の高度構成則，破壊モデルや家具や天井の転倒，落下解析手法を新たに開発し，
オリジナルな仮想振動実験システムを構築する．

構造物の破壊過程を解明するためソリッド要素を用いた詳細有限要素解析モデルを採用．
高精度で信頼性の高い解析技術を構築するために, Ｅ－ディフェンスにおける実大／大規模実験データを活用してシミュレー
ションの妥当性を検証．

角型鋼管柱のソリッド要素による有限要素弾塑性座屈解析 4層鋼構造骨組の崩壊解析（100%鷹取波）

様々な要素サイズ，形状，次数，分割パター
ンや時間刻みで，収束性や解析精度を検証

Δt=0.01 Δt=0.04   Δt=0.01 Δt=0.04
粗メッシュ 細メッシュ

要素サイズ，時間刻みが解析精度に及ぼす影響

合成梁の準静的繰り返し解析
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局部座屈の発生 梁の部材角と梁端に作用するモーメントの関係

(a) 1,2サイクル
(b) 3,4サイクル

負側載荷で，局部座屈の発生による耐力劣化を良好に再現
正側載荷で，柱とスラブの接触による耐力上昇を良好に再現

Ｅ－ディフェンス実験の挙動を崩壊直前まで高精度に再現
1層の層崩壊の引き金となった一階柱の局部座屈を再現
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開発方針

建築構造物

建築骨組のプリポスト開発

家具の転倒挙動解析

地盤地下構造物実験の再現解析
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梁のx座標 (mm)
共有節点モデル MPCモデル

接続部周辺での変形の比較

共有節点モデル MPCモデル

1通り梁のモーメント分布

Pushover解析を実施し，MPC
による部材間の接続適用可能
性を確認
3次元データを曲げモーメント
に変換するプログラムを検証

正側・負側最大変形
時の亀裂進展状況 負側載荷最大強制変位時

の鉛直方向の応力分布

再接触による圧縮応力の発生を確認

時刻歴応答解析

再接触を考慮することにより実験結果との対応が改善
50%JR鷹取波加振に対して，弾性解析で実験結果を良好に再現

地盤上面でのトンネル縦断方向の応答

C1-1橋脚

水平2方向の天端の応答変位の比較

一方向正弦波加振で
の家具の転倒挙動を
再現

準静的繰り返し解析による再接触機能の検証

設備・非構造部材土木構造物

地盤構造物

（シミュレーション担当：山下拓三，田川浩之）

減災実験研究領域 兵庫耐震工学研究センター
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国・地方自治体との共同研究
実大免震ダンパー／鉄骨建築物

兵庫県（企画県民部防災企画局）

神戸大学（工学研究院建築学専攻）

防災科学技術研究所（Ｅ－ディフェンス）

■ 地震によって損傷を受けた鉄骨建築物の耐震安全対策に関する実験研究 (兵庫県との共同研究)

減災実験研究領域 兵庫耐震工学研究センター

（実験担当：谷 和夫，山下拓三，梶原浩一）

１．振動特性に基づく建物健全度評価・推定技術の開発
① 常時型の構造健全度モニタリングシステム

② 随時型の構造健全度推定法

大地震により柱・梁の接合部に損傷を受けた鉄骨建築
物の安全対策について以下を検討する．

加速度センサ

ジャイロセンサ
角速度→傾斜角

加速度及び層間変位

サーバ

無線センサネットワーク センサノード

２．震後対策に対する重要性の啓発

高感度
速度計

常時微動による推定 強制加振による推定

起振機

センサ未設置
の建物の健全
度を推定

目的

大地震の際に倒壊には至らないが，地震後にも継続使用をする場合は，耐震性能の確認と適切な耐震補強が欠かせない．新
耐震基準（1981年制定）を基に設計された実物大鉄骨建築物を製作，Ｅ－ディフェンス震動台を用いて，健全な状態と地震に

より損傷した状態の建築物の加振実験を実施することにより，残存する耐震性能を確認し，さらに健全度モニタリングシステ
ムを開発した．

入力地震動

 1日目：想定南海トラフ波（神戸市役所）
健全な状態での応答値を確認

 2日目：兵庫県南部地震観測波（JR鷹取波）
被害状況の再現，振動特性の変化

 3日目：想定南海トラフ波（神戸市役所）
地震被害を受けている状態での応答値を把握

12m
10m

10.8m

総重量192tf

新耐震基準に基づく設計

 3階建ての鉄骨建築物の
一部を取出したもの

鉄骨の柱・梁とＲＣの床
スラブのみ

実験概要

5m

5m

6m 6m

B

A

C

21 3 6m

3.8m

3.475m

加振方向

試験骨組み

梁伏せ図 B通り軸組図
加振方向

6m

3.475m

試験体仕様

破断

破断

破断

亀裂(70mm)

クラック

層慣性力
層せん断力

梁端部の破断発生状況

柱脚のアンカーボルト
0.5～3.5mmの伸び

梁の破断後

層間変形角（rad.）

層
せ

ん
断

力
（

kN
）

顕著な局部座屈
下フランジの破断

100%-1日目

100%-3日目

150%-3日目

兵庫県南部地震を経験し
た3階程度の鉄骨建築物

は，南海トラフ巨大地震
に遭遇しても直ちに倒壊
に至ることはないが，揺
れ幅が無損傷の場合に比
べて非常に大きくなるた
めに外壁の脱落等の被害
が出る可能性がある．

 1日目：想定南海トラフ波

 2日目：JR鷹取波

 3日目：想定南海トラフ波

層慣性力
層せん断力

層間変形角（rad.）

層
せ

ん
断

力
（

kN
）

軽微な塑性化
【１階】

【１階】

24mmの伸び
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実験結果
研究体制

■ 長周期地震動に対する減衰材の安全性検証方法に関する検討

大型震動台を用いた実大免震ダンパーの特性評価に関する実験 (独立行政法人建築研究所，大成建設株式会社，
鹿島建設株式会社，清水建設株式会社，株式会社竹中工務店，社団法人日本免震構造協会との共同研究)

国土交通省建築基準整備促進事業の一環として，実大の免震部材の長周期・長時間地震動に対する繰り返し変形能力やエネ
ルギー吸収性能を詳細に把握することを目的としたＥ－ディフェンスによる免震部材の多数回繰り返し加振実験を行った．

目的
近い将来には，南海トラフ巨大地震において，数秒から
十秒の長周期のゆれが含まれ，地震動の継続時間が数分
から十分間程度も続く長周期地震動が発生することが予
想されており，それらの地震動に対する免震建築物の安
全性照査のクライテリア設定へ向けて，免震部材の多数
回繰り返し加振実験および限界性能実験を行い，免震建
築物の安全性向上をめざす．

これまで実大免震部材の動的・多数回繰り返し加振実験
は，試験装置の能力の制約により実施されておらず，本
実験は世界初の試みである．

免震建築物概要

免震層（免震支承と減衰
材などを設置）

１ 免震支承
揺れを伝えにくくし，建
物を支え，元の位置に戻
す役割

２ 減衰材
建物の揺れを抑える役割

実験した免震減衰部材は，鉛ダンパーと2種類のオイ
ルダンパーである． 各免震減衰部材を，反力梁と震動

台テーブルの間に設置し，震動台テーブルを所定の動
きで加振することで免震減衰部材を強制加力し，荷重
と変位の関係やエネルギー吸収特性を把握した．

加振波としては，想定長周期地震での免震建物の応答
波，正弦波などを用いた．鉛ダンパーについては方向
性を考慮し2方向加振（楕円加振）を行った．

主梁（固定側）

反力治具（加振側）

加振

震動台

通常，Ｅ－ディフェンスでは，震動台テーブルに実
大建築物を搭載し，地震動で揺らし建築物の挙動や
地震による破壊現象を再現させるが，今回は震動台
テーブルを動的な加力装置として用いることが特徴
である．更に，2012年度に実施したＥ－ディフェン

スの長周期化工事により，長時間の繰り返し加振が
可能となり，目的の加振が実現可能となった．

今回の実験は，震動台テーブルと反力床間に試験体を
設置し，Ｅ－ディフェンスの加振継続能力を最大限に発
揮させ，加振するという新たな実験方法で実施した．これ
は，今後の利用法について新たな可能性を示すものでも
ある．

各ダンパーの基本的な特性を把握するため
の正弦波加振と，想定長周期地震動による
免震構造の応答を再現させて加振した．ま
た各ダンパー限界性能を確認するための加
振も行った．
それらの結果，所定の性能が発揮されてい
ることが確認された．

震動台

2種類の
オイルダンパー

鉛ダンパー

主梁（固定側）

震動台

加振

実験結果

オイルダンパー
（限界試験）

実験概要
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鉛ダンパー
（地震応答波試験）

（実験担当：佐藤栄児，田川浩之，梶原浩一）
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減災実験研究領域 兵庫耐震工学研究センター

都市機能の維持・回復のための調査・研究

• 応答速度規定で220 kineの長周期地震動（本研究で想定した南海トラフ
地震の平均レベルの2倍）に対して，2～3階の梁端に破断は生じるもの
の，まだ倒壊までには相当な余裕があった．

• 応答速度規定で340 kineの長周期地震動に対しては，下層から中層にか
けて，梁の根元が破断し，かつ1～5階が大きく変形して， 1階柱の根元
に局部的な座屈が生じ，構造的な安全性の限界に近い状態に至った．

• 応答速度規定で420 kineの長周期地震動に対しては，1～5階がさらに大
きく変形して，1階柱の根元に局部的な座屈と破断が生じ，建物重量を支
えられなくなる完全崩壊に至った．

今後のデータ分析やシミュレーション解析により，さらに多くの技術的知見
が取得され，それらが超高層ビルの構造設計や安全性評価に活用される．

超高層ビルのほとんどは応答速度規定で80 kineの観測波に対して設計検定が行われた．本調査研究では，1980～90年頃に設
計された標準的な18階建てクラスの超高層ビルの構造骨組を対象し，長周期地震動を増大させる振動実験を実施した．

1-5階の下層部崩壊状況

梁端のちぎれ破断

1階柱脚の局部座屈

監視委員会
（日本建築学会）

２．都市機能の維持･回復のための調査・研究

「研究本部」

・京都大学 防災研究所（研究代表）
・(独)防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター
・(株)小堀鐸二研究所

②-1：モニタリング上部
代表機関：清水建設
協働機関：鹿島，大林組，名古屋大学，京都大学，防災科研

②-3：モニタリング連成システム （H28, Ｅ－ディフェンス実験）
代表機関：小堀研
協働機関：京都大学，清水建設，大成建設，竹中工務店，

横浜国立大学，防災科研

③：MeSO-net観測
代表機関：竹中工務店
協働機関：東京大学地震研究所，京都大学，防災科研

文部科学省

都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト
（H24-H28）

１．首都直下地震の地震ハザード・リスク予測のための調査研究

２．都市機能の維持･回復のための調査・研究

３．都市災害における災害対応力の向上方策に関する調査・研究

②-2：モニタリング地盤 （H27, Ｅ－ディフェンス実験）
代表機関：大成建設
協働機関：小堀研，京都大学，防災科研

①-1：鉄骨造高層余裕度 （H25, Ｅ－ディフェンス実験）
代表機関：鹿島建設
協働機関：清水建設，小堀研，京都大学，防災科研

①-2：鉄筋コンクリート造余裕度 （H26, Ｅ－ディフェンス実験）
代表機関：大林組
協働機関：清水建設，京都大学，防災科研

2013年12月に実施

わが国観測史上最大規模の東北地方太平洋沖地震によって未曾有の大被害がもたらされた．首都圏においても，長時間にわた
るビルの揺れや湾岸域における液状化の発生，高層ビルでのエレベータ停止，鉄道の停止，道路の大渋滞，多数の避難民・帰
宅困難者，石油コンビナートでの被害，ライフラインの長期間停止等，事業や生活の継続に甚大な支障を来した．震度5 強以下

で露見したこの状況は，今世紀中盤までに襲来がほぼ確実視される東海・東南海・南海地震に対して，現在の大都市が極めて
脆弱であることを現すものであり，来たる大地震に備えて適切な予防策を講じることは必須の課題である．
それを実現するために，今回の大震災から得られた教訓が活かし，次の目標を掲げた．
(1) 想定外の地震に対する対処
(2) 事業や生活の継続と速やかな回復
上記(1)と(2)に対する工学的見地からの処方箋は，(A)高層ビル等都市の基盤をなす施設が完全に崩壊するまでの余裕度の定量

化と，(B)これら施設の地震直後の健全度を即時に評価し損傷を同定する仕組みの構築，である．(A)では，現行耐震設計を超え

る想定外の地震に対して，どの程度の余裕があるか，また，その超過の度合いに応じた損傷の進展状況を明らかにする．これ
により避難や退避や補強を適切に実施できることになる．(B)では，地震直後に居住者は自らどう処すべきか(避難の要否，補修
の要否，事業の継続)を即座に知ることが可能となり，また損傷の個所と程度を速やかに同定することが素早い現状復帰につな
がる．

■ 研究の全体目標

文部科学省の推進する「都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト」は，３つのサブプロジェクトから構成さ
れ，研究・技術分野の境界を越え，理学，工学，および社会科学が連携する体制をとっている．このうち工学の柱を役割を担
う，本研究「２．都市機能の維持･回復のための調査・研究」では，産（研究成果の実装と実践）と学（先端知識の共有と発
信），および公的研究所（国家的視野に立つ研究開発）がスクラムを組むことによって，プロジェクト成果の最大化が図られ
ている．産は各研究項目の代表機関として実践的かつ機動力のある研究を遂行する．また学は，各研究項目に関する学術的成
果の速やかな発信の面で，主導的役割を果たす．各研究項目については，研究項目代表機関が研究協働機関と連携しつつ，そ
の運営と研究成果に取り組む．そして， 実施予定の大型実験については，世界最大規模の震動台実験施設 Ｅ－ディフェンスを

保有し大型実験研究に蓄積を持つ防災科学技術研究所が，研究項目代表機関と共同研究体制をとる．また，研究の方針と進捗，
成果の展開，国際研究社会との連携等において，本プロジェクトを俯瞰し適切な助言を与える監視委員会が日本建築学会内に
設置されている．同委員会では，日本建築学会構造委員会や日本構造技術者協会等で指導的な役割を果たしている有識者の参
加を得ている．

■ 研究体制

試験体加振後状況 実験結果

■ ①-1：鉄骨造高層余裕度 （H25, Ｅ－ディフェンス実験）

（実験担当：長江拓也，佐藤大樹，梶原浩一，井上貴仁）

（担当：梶原浩一，井上貴仁，松森泰造，長江拓也，河又洋介）
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減災実験研究領域 兵庫耐震工学研究センター

実大三次元震動破壊実験施設

項目 仕様

最大搭載質量

搭載面積

駆動方式

最大加速度
（最大質量搭載時）

最大速度

最大変位

1,200トン

20m x 15m

アキュムレータ畜圧/電気油圧制御

水平加振方向 垂直

900cm/s2 以上 1500cm/s2 以上

±100cm ±50cm

水平軸周り 垂直軸周り

許容モーメント

200cm/s 70cm/s

150MN/m以上
(垂直軸980cm/s2

加振時）

40MN/m以上
(水平1軸

最大加速時）

Ｅ-ディフェンス全景

東日本大震災でも明らかになったように，海溝型巨大地震が発生した場

合には震度6以上の強震域は広範囲に渡り，長時間・長周期地震動が発生

し，低層から超高層まで多くの建物で被害が発生する可能性がある.

Ｅ－ディフェンスは, 1995年兵庫県南部地震に代表される, 加速度・速

度・変位は大きいものの短時間(20秒～1分程度)で揺れが収まるような地

震動の再現に適合した能力となっているため, 東北地方太平洋沖地震に

おいて記録された長時間の地震動記録の揺れの再現は不可能である. 今

回, これらの地震動や今後発生が想定される巨大地震の地震動を再現で

きるよう, 平成24年度に装置の改造，機能の拡張を行った.

■ 実大三次元震動破壊実験施設(Ｅ－ディフェンス)とは

1995年の兵庫県南部地震で, ビル, 木造家屋, 橋, 道路, 港湾など, 多くの構造物が大きな被害を受けた事を契機に, 構造物の破壊
過程解明に対する実証的研究の重要性が指摘された. そのために, 既存施設にはない, 実大規模の構造物を振動により破壊する
までの実験ができる新しい施設が必要になった. それが, 実大三次元震動破壊実験施設(Ｅ－ディフェンス)である.
Ｅ－ディフェンスは, 実物大あるいは大型の構造物試験体に, 兵庫県南部地震クラスの地震の揺れを, 前後・左右・上下の三次
元に直接与えることで, 試験体の揺れや損傷・崩壊の過程を詳細に検討できる世界最大規模の実験施設であり, 構造物の耐震性
向上に関わる研究開発と実践を促進する「究極の検証」手段といえる.

Ｅ－ディフェンス

実験棟

震動台および加振機

震動台

三次元震動台基本仕様

■ Ｅ－ディフェンスの機能拡張

加振のための供給油量の
蓄油を行う主アキュム
レータの吐出容量を20kL 
から24kL へ増加

加振のために使用する加振機本
数を減らすことで消費油量を削
減し長時間加振を可能とするた
めのバイパスバルブの追加

■ Ｅ－ディフェンスの利活用

Ｅ－ディフェンスは, 防災科研が自ら活用し実験研究を行うとともに, 共用施設として, 共同研究, 受託研究及び施設貸与に

よる実験も実施されている. Ｅ－ディフェンスの利用については, Ｅ－ディフェンスホームページ「施設利用について」

(http://www.bosai.go.jp/hyogo/research/use/use.html)に記載している.

Ｅ－ディフェンス利用実績

木造家屋の実験 鉄骨ビルの実験 鉄筋コンクリート橋脚の実験 病院の機能保持確認実験 港湾施設の実験

実験棟

実験準備棟

計測制御棟

油圧源棟

震動台

水平加振機(X方向:5台）

垂直加振機(Z方向:14台）

水平加振機(Y方向:5台）

震動台テーブル

15m

20m

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

自体研究 7 5 4 3 3 3 3 1 3

共同研究 0 1 2 2 4 2 2 1 3

施設貸与 1 2 3 2 2 1 3 3 1
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リアルタイムハザードマップで雪氷災害を予測する
雪氷防災研究センター

吹雪リアルタイムハザードマップの開発

観測との比較による検証（対象地：新潟市周辺）

10

100

1000

10000

0:00 6:00 12:00 18:00 0:00

視程

[m]

2012/1/25

小瀬、積雪分布考慮

0
1
2
3

0:00 6:00 12:00 18:00 0:00

視程ラ
ンク

2012/1/25

小瀬

時間変化がよく対応

地域気象モデルと吹雪モデルを結合し、吹雪強度を計算して視程障害を予測するもので、積雪情報を逐次取り込み吹雪の発生条件を更新しています。

吹雪・視程予測原理の概要

吹雪の発生条件のモデリング
観測点のデータの取込み

各グリッドの積雪深を、そこから最短距離
にある観測点での積雪深で与える

（nearest neighbor法）

各グリッドの積雪深
の有無

地上気温<0?

Semihard snow
（雪面はある程度

削剥される）

Hard snow
（雪面は融解．
削剥なし）

Hard snow
（地表面は凍結．

削剥なし）

地上気温<0?

Yes(積雪有り) No(積雪無し)

吹雪は一切
発生しない
（降雪は融け
て積もらな

い）

観測点のデータの取込み

各グリッドの積雪深を、そこから最短距離
にある観測点での積雪深で与える

（nearest neighbor法）

各グリッドの積雪深
の有無

地上気温<0?

Semihard snow
（雪面はある程度

削剥される）

Hard snow
（雪面は融解．
削剥なし）

Hard snow
（地表面は凍結．

削剥なし）

地上気温<0?

Yes(積雪有り) No(積雪無し)

吹雪は一切
発生しない
（降雪は融け
て積もらな

い）

(降雪なし)
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)
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6<=U<8m/s

8<=U<10m/s

10<=U<12m/s

12<=U<14m/s

14<=U<16m/s

※吹雪による視程悪化の気温依存性
(+1℃以下)

※降雪の雨雪判別(しきい値は+2℃）

地吹雪（降雪なし）時の視程の気
温・風速依存性(山形県庄内平野)

吹雪の発生条件（雪質が影響）：積雪
深と気温により場合分け

* * ** ** * * ** **

雪面からの削剥あり
雪面からの削剥なし

（破壊された降雪片
が舞う）

Hard snowSemihard snow

* * ****
* * *

***
****

*
* ***

****
*

** ** *** * ** *** * ** ** * * ** *** * ** **

雪面からの削剥あり
雪面からの削剥なし

（破壊された降雪片
が舞う）

Hard snowSemihard snow

* * ****
* * *

***
****

*
* ***

*****
* ***

****
*

** ** **

Yes Yes NoNo

着雪モデル・ハザードマップの開発雪氷防災実験棟の風洞を用いた着雪実験
着雪発生、成長の速度、最大成長量など、着雪体の特性と環境条件(気

温、風速など)との関係について、環境を制御した実験を実施

衝突率

捕捉率
気温・風速・降雪量

降雪種類

試験体形状湿降雪

反発・破壊

反発・破壊

衝突

着雪現象概要

落雪

着雪体

従来のモデルで用いられている気温、風速、降水量に加え、新たに
降雪種、降雪含水率を考慮することにより、着雪モデルの高精度化が
期待できます。

着雪リアルタイムハザードマップの開発

雪崩リアルタイムハザードマップの開発

電線着雪

電線の破断や動揺により停電を
引き起こす

道路標識・信号機への着雪

交通障害を引き起こす

雪質 積雪安定度

積雪底面流出量
含水率

積雪変質モデル

積雪変質モデルと雪崩運動解析モデルを結合し、雪崩の発生と到達範囲をリアルタイムに予測します。

雪崩の種類、発
生する雪崩の厚
さなどの情報

全層雪崩
積雪深 ２ｍ
現状施設で対応可能

全層雪崩
積雪深 ３ｍ
道路まで到達する

表層雪崩：
雪崩厚さ３ｍ
流れが分かれる

道路通行規制や
避難・その解除の
タイミングの参考

情報

雪崩が発生する
危険性を予測

【汎用モデル（広域の
多地点で適用）】

アメダスデータなど
の広範囲で利用でき
る気象要素により、着
雪気象条件下におけ
る最大着雪重量を推
定します。

【高精度モデル（主要
箇所で適用）】

多数の気象観測要
素に基づき、汎用モデ
ルよりも詳細な計算を
行い、最大着雪重量
や着雪の大きさなどを
高精度に推定します。

着雪による災害

着雪実験・観測から着雪モデルを構築し、着雪災害を防ぐための着雪リアルタイムハザードマップの開発を行っています。

道路や集落に雪崩
が到達する危険性

を予測

各
種
パ
ラ
メ
ー
タ
の
同
定

風
洞
実
験
（
雪
氷
防
災
実
験
棟
）

や
野
外
観
測
に
基
づ
く

時々刻々変化する気象条件や積雪状態に対応して雪氷災害発生の危険性も変わり、これに応じた対策が求められています。防
災科研では、的確な対策を支援するためのリアルタイム雪氷ハザードマップの開発を進めています。

雪崩運動解析モデル

文部科学省 地域防災対策支援研究プロジェクト

2013/12/28 9:20

実用化に向けての検討

「北海道中標津町を対象とした吹雪発生予測システム活用と効果
的な雪氷防災対策への支援」

・研究成果を有効かつ直接的に地域防災
対策に適用
・運営委員会（専門家、自治体等の防災担
当者、住民等）：研究成果を活用した防
災・減災対策手法を検討
・吹雪予測システムの試験運用
・ライブカメラ映像、気象観測データの一般
公開
・雪氷防災に関する防災教育、啓発活動も
実施

－予測項目：視程、風速、降雪量、気温、吹雪量
－１日２回（４時、１６時）、２９時間先まで（1時間毎）の提供
－格子間隔５km（ダウンスケーリング手法による高解像度化

（１．５～２ｋｍ程度）も検討）

表示システム
（地図の拡大縮小、避難所等の表示が可能）

ライブカメラ・気象観測

集中豪雪を監視する -降積雪情報の高度化研究-
雪氷防災研究センター

積
雪
モ
デ
ル
の
入
力
デ
ー
タ
に
活
用

雪氷災害発生予測システムの
降雪強度・降雪種分布の高精度化

リアルタイム雪氷ハザードマップの精度向上

多相降水レーダー

【分布】
降雪強度
偏波要素
風速

多相降水レーダーの
高精度連続観測

中山間地に分布するNIED
の独自の観測点(SW-Net)

1990年代は暖冬少雪傾向と言われましたが、2000年代になり再び豪雪が発生しています。予期せぬところで、局地的、突発的に豪雪が発生する傾向

（集中豪雪）も度々みられます。しかし、集中豪雪は予測が困難である為、現状の監視も併用しながら災害に対応する必要があります。一方で、顕著な湿

雪災害（着雪や融雪災害）も目立ってきています。このような湿雪災害は今後温暖化によって増加する可能性があるにも関わらず、その発生メカニズムに

は未解明な点が多くあります。このような集中豪雪や湿雪災害を含む雪氷災害を防ぐため、雪氷防災に役立つ高度降雪情報（どこでどんな雪がどれくら

い降っているのか）ならびに高度積雪情報（降雪の種類や融解・雨に伴って積雪がどのように変化するのか）を提供するための研究・開発を行っています。

目的

降雪情報の高度化研究

SW-Net
気温、風速、

積雪深、降水量、
積雪重量

多相降水レーダー
と

地上観測点
・SPLine
・SW-Net

の有機的な結合

積雪情報の高度化研究

集中豪雪による被害を軽減するために集中豪雪監視システムによる観測をもとに、降雪種判別・降雪強度推定手法の高度化を図り、突発的な
集中豪雪の発生を把握するための研究を行っています。

表層雪崩・全層雪崩、融雪災害の被害を軽減するために、水みちなど積雪中を不均一に流れる水の過程を再現できる湿雪対応の積雪モデルの
開発ならびに降雪種、雪質ごとの積雪変質過程の違いなどを表現できる積雪微細構造モデルを開発しています。

降雪強度の
面的分布

わかりやすい
集中豪雪情報を提供

過去36時間の
積雪重量の変化

積雪底面からの不均一な水の流出の測定

自由水面 

水頭 
5cm 

MRIを湿雪測定に応用する手法の開発とそれを
用いた積雪内の詳細な含水率分布の測定

積雪内の不均一な水の移動に
関する観測、実験

積雪内の不均一な水の移動に関するモデルの開発

モデルの開発と検証

モデルによるさまざま条件下での積雪内部への水の移動の計算

高度降雪情報
（雲粒の量、含水状態等）

積雪の物性値の
降雪状態依存性の解明

積雪の微細3次元構造の測定

降雪情報を考慮した積雪モデルの改良

積雪物理に基づく
積雪微細モデルの構築

全層・表層雪崩、融雪災害の
予測精度向上

（リアルタイムハザードマップの改良）

レーダの解析
技術の改良

観測
比較データ

降雪の質と量に関する連続観測手法と情報発信手法の開発

降水粒子特性パラメタリゼーションと
卓越降雪種判別手法の開発
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豪雪監視システムによる面的レーダー観測から降雪集中度の解析

レーダーによる降雪強度推定手法の開発

etc…
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時刻 

重量式 

田村式 

粒径・落下速度に対する
降水寄与パラメタリゼーション

粒径・落下速度分布観測 降雪強度観測 降雪粒子画像・質量測定など

フラックス中心でみた
降水形態の時間的推移

リアルタイムの降水種観測
を反映し、降水粒子特性パ
ラメータリゼーションを適用

降水強度のレーダー観測に気象モ
デルを援用して降雪集中度を解析

平地

レーダの視野内に設置された
降雪粒子観測線(SPLine)

（降ってくる雪の状態（粒子の種類、大きさ、
含水状態等）を測定する複数の観測点）

X-POL/MP2 observation range

10km

SPLine観測点

レーダー視野

斜面

集中豪雪の指標の
算出手法の開発
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集中豪雪を監視する -降積雪情報の高度化研究-
雪氷防災研究センター

積
雪
モ
デ
ル
の
入
力
デ
ー
タ
に
活
用

雪氷災害発生予測システムの
降雪強度・降雪種分布の高精度化

リアルタイム雪氷ハザードマップの精度向上

多相降水レーダー

【分布】
降雪強度
偏波要素
風速

多相降水レーダーの
高精度連続観測

中山間地に分布するNIED
の独自の観測点(SW-Net)

1990年代は暖冬少雪傾向と言われましたが、2000年代になり再び豪雪が発生しています。予期せぬところで、局地的、突発的に豪雪が発生する傾向

（集中豪雪）も度々みられます。しかし、集中豪雪は予測が困難である為、現状の監視も併用しながら災害に対応する必要があります。一方で、顕著な湿

雪災害（着雪や融雪災害）も目立ってきています。このような湿雪災害は今後温暖化によって増加する可能性があるにも関わらず、その発生メカニズムに

は未解明な点が多くあります。このような集中豪雪や湿雪災害を含む雪氷災害を防ぐため、雪氷防災に役立つ高度降雪情報（どこでどんな雪がどれくら

い降っているのか）ならびに高度積雪情報（降雪の種類や融解・雨に伴って積雪がどのように変化するのか）を提供するための研究・開発を行っています。

目的

降雪情報の高度化研究

SW-Net
気温、風速、

積雪深、降水量、
積雪重量

多相降水レーダー
と

地上観測点
・SPLine
・SW-Net

の有機的な結合

積雪情報の高度化研究

集中豪雪による被害を軽減するために集中豪雪監視システムによる観測をもとに、降雪種判別・降雪強度推定手法の高度化を図り、突発的な
集中豪雪の発生を把握するための研究を行っています。

表層雪崩・全層雪崩、融雪災害の被害を軽減するために、水みちなど積雪中を不均一に流れる水の過程を再現できる湿雪対応の積雪モデルの
開発ならびに降雪種、雪質ごとの積雪変質過程の違いなどを表現できる積雪微細構造モデルを開発しています。

降雪強度の
面的分布

わかりやすい
集中豪雪情報を提供

過去36時間の
積雪重量の変化

積雪底面からの不均一な水の流出の測定

自由水面 

水頭 
5cm 

MRIを湿雪測定に応用する手法の開発とそれを
用いた積雪内の詳細な含水率分布の測定

積雪内の不均一な水の移動に
関する観測、実験

積雪内の不均一な水の移動に関するモデルの開発

モデルの開発と検証

モデルによるさまざま条件下での積雪内部への水の移動の計算

高度降雪情報
（雲粒の量、含水状態等）

積雪の物性値の
降雪状態依存性の解明

積雪の微細3次元構造の測定

降雪情報を考慮した積雪モデルの改良

積雪物理に基づく
積雪微細モデルの構築

全層・表層雪崩、融雪災害の
予測精度向上

（リアルタイムハザードマップの改良）

レーダの解析
技術の改良

観測
比較データ

降雪の質と量に関する連続観測手法と情報発信手法の開発

降水粒子特性パラメタリゼーションと
卓越降雪種判別手法の開発
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豪雪監視システムによる面的レーダー観測から降雪集中度の解析

レーダーによる降雪強度推定手法の開発
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田村式 

粒径・落下速度に対する
降水寄与パラメタリゼーション

粒径・落下速度分布観測 降雪強度観測 降雪粒子画像・質量測定など

フラックス中心でみた
降水形態の時間的推移

リアルタイムの降水種観測
を反映し、降水粒子特性パ
ラメータリゼーションを適用

降水強度のレーダー観測に気象モ
デルを援用して降雪集中度を解析

平地

レーダの視野内に設置された
降雪粒子観測線(SPLine)

（降ってくる雪の状態（粒子の種類、大きさ、
含水状態等）を測定する複数の観測点）

X-POL/MP2 observation range

10km

SPLine観測点

レーダー視野

斜面

集中豪雪の指標の
算出手法の開発
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雪氷災害の軽減に役立つ情報の発信
雪氷防災研究センター

時間積算降雪量

レーダー観測速報

積雪重量変化に基づく融雪情報

防災科研は、雪国に住んでいる一般の方が雪氷災害から身を守るために、わかりやすい情報を発信しています。また、雪氷災害予測システムによる吹雪
に伴う視程障害や雪崩危険度などの予測情報を防災機関に提供しています。これらを通じて予測情報の精度向上や活用の方法を検討を行っています。

防災科研では、日本各地に設置している積雪・気象観測点のデータ、積雪重量計の測定データをもとにした積雪荷重情報、 融雪情報、
レーダー観測情報などをホームページで公開しています。

URL http://www.bosai.go.jp/seppyo/

雪氷災害発生予測情報

積雪荷重情報

積雪気象観測ネットワーク速報値

除雪車出動!!

吹雪による視程予測情報

雪下ろし
するぞ!

生活に役立つ雪氷情報

ライブカメラによる雪崩危険斜面の監視

雪質 積雪安定度 含水率

吹雪で視界不良！！
道路通行止め開始

雪崩キケン！！
雪崩パトロール開始

雪氷災害予測情報を提供している防災機関

地域気象モデルや積雪変質モデル、現地観測データと組み合わせて吹雪や雪崩の発生
を予測します。

屋根の雪下ろしの適期を判断する
支援情報として利用できます。

積もっている雪の重さの
変化がわかります。

赤色は全層雪崩や融雪災
害の危険信号です。

降り続いた雪の量が
分かります。

道路除雪の出動判断の

支援情報として利用できます。

防災科学技術研究所雪氷防災研究センターのレーダー観測による、「雪」
を仮定した降雪強度（雨や霧の場合も雪とした値）です。図中の円はデータ
の高度です。レーダーから遠いほど高い位置の値のため弱く出る傾向があり
ます。縦軸、横軸はレーダーからの距離です。

赤色は雪崩が発生し
やすい積雪層です。

雪崩危険度の予測情報 [危険斜面]

赤色は吹雪によって
視程が100m以下と予

測された範囲です。

日本各地の山間部
の積雪も一目でわ

かります。

新潟県や山形県内の行政機関、道路管理者、雪崩パトロールを行う民間の
業者などと共同で雪氷災害予測システムの試験運用を実施しています。
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主要諸元

・降雪装置A(樹枝状結晶、
降雪強度 0～1 mm/時(水換算))

・降雪装置B(氷球、
降雪強度 0～5 mm/時(水換算))

・降雨装置(降雨強度 0～2 mm/時)
・日射装置(日射強度 0～1000 W/m2)
・実験テーブル(寸法 3m×5m、

傾斜角 0～45°)
・風洞装置(測定部寸法 1m×1m×14m、

風速 0～20m/s)
・横風発生装置(風速 0～10m/s)
・低温室内の温度は-30～+25℃の範囲で

調節可能

雪氷防災実験棟を活用した防災研究の推進
雪氷防災研究センター

雪氷防災実験棟とは

・自然の雪に近い形の人工雪を大量に降らすことのできる世界で唯一の
共用実験施設です。

・雪と氷の環境で起こるさまざまな現象を再現できます。
・雪のない季節に、雪氷防災をはじめ雪に関する種々の実験を計画的
に進め、次の冬まで待つことなく対策技術効果を確かめることができる
など、研究の効率化が図れます。

運用実績

・雪氷防災実験棟
では、毎年30件
前後の研究課題
が実施されてい
ます(右図)。

・年間の稼働率は、
およそ90%です
(休日・定期点検
期間を除く)。

利用方法

・雪氷防災実験棟は共用施設です。
外部の方の利用を歓迎します。

・利用方法の詳細は
http://www.bosai.go.jp/seppyo/
に掲載されています。

・お問い合わせは、雪氷防災研究
センター新庄雪氷環境実験所の
運用委員会事務局(電話 0233-
22-7550)へお願いします。
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利用例

吹雪の鉛直分布に関する風洞実験 斜面積雪の性質と雪崩の発生条件に関する実験

家屋にかかる積雪沈降力の測定

・雪氷防災実験棟において、これまでに以下の様な研究が行われました。

降雪B(球形)降雪A(樹枝状結晶)
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雪崩災害調査 -発生メカニズム解明と予測をめざして-

長野県北部地震による雪崩

地震によって誘発された雪崩
の発生範囲

東北地方太平洋沖地震の約13時間後、
2011年3月12日午前3時59分、長野県
北部を震源としたM6.7の地震によって
雪崩、積雪の崩壊が広域的に発生しま
した。

長野県北部地震

・緩勾配（30度以下）でも地震によって雪崩や
ブロック状の積雪崩落が発生しました。

・平坦部でも積雪にクラックが多数発生。

地震による大規模な雪崩発生

表層雪崩が10カ所以上で発生

表層雪崩が同時に発生 道路通行止め （新潟県十日町市）

地震によってブロック状に
崩壊した積雪（長野県栄村）

地震で発生する雪崩の発生メカニズム
の解明にむけて

斜面積雪を振動させて
積雪が破壊される条件等
を解明する実験を開始し
ました。将来的にはモデ
ル化して危険性判断に役
立てる予定です。

富山県真砂岳で発生した雪崩

2013年11月23日に発生した富山県真
砂岳大走沢で発生した雪崩では7名が
亡くなりました。翌24日に当研究所と認
定NPO法人ACTで合同現地調査を実施

しました。その結果、この雪崩は‘こしも
ざらめ雪’が要因となって発生した面発
生表層雪崩であることがわかりました。

雪崩発生原因の調査

こしもざらめ雪
雪面が冷やされて積雪中に温

度差ができると、角ばった霜の結
晶が生成され、雪粒どうしの結合
が弱くなり、表層雪崩を引き起こ
す場合があります。

5mm

真砂岳雪崩発生エリア

真砂岳（標高2816 m）山頂近くの西側斜
面で横幅約30 m、走路約600 mに渡る面
発生表層雪崩が発生しました。赤矢印で
示した部分が破断面（高さ約2 m)です。

調査協力（写真提供）佐々木大輔氏

真砂岳の雪崩事故の
原因となった面発生表層
雪崩は、前兆現象がな
いため、斜面を見ること
だけで危険を判断するこ
とは困難です。

当研究所では、こうした
見えない雪崩のリスクを
低減するために、雪崩危
険度の予測研究を行っ
ています。今回の調査結
果を雪氷災害発生予測
システムに取り入れて検
証し、表層雪崩発生危険
度の予測精度の向上に
取り組みます。

面発生表層雪崩
破断面

雪氷防災研究センター

雪国の各地で行ってきた雪崩災害調査
災害調査の目的
現場の積雪が変質する前に雪崩調査及び積雪観測を行い、雪崩
の規模、種類、滑り面、積雪構造等を記録して雪崩災害防止に役
立てます。

2005年以降に調査を行った地域

主な災害調査項目

被害状況調査 積雪状況(断面観測）

雪崩の発生原因 雪崩の規模
（すべり面から弱層を判断） （幅、流下距離等を計測）

その他、気象データを収集して発生前の気象条件を解析しています。

各々の災害調査で得られた結果の例として、長野県北部地震に誘発されて発生した雪崩の調査結果及び、7名の死者を出した富山
県北アルプス真砂岳における表層雪崩の調査結果を下記にまとめました。

調査結果から得られた傾向 （死者数は調査した雪崩についてのものです。実際には新雪による表層雪崩や全層雪崩による死者も出ています)
弱層 件数 死者 主な発生地域 主な被害 予測可能性の現状

表層雪崩

こしもざらめ 9 21
東北や北海道、あるい
は高山等の寒冷地

死亡事故につながった例が多数ある 実験結果の導入により予測可能になってきている。安定化する時期の予測が課題。

新雪 4 0 雪国全域 建物被害、ケガ人等 入力降水量が正しければ予測可能。

降雪種起源 5 4 雪国全域 死亡事故につながった例がある
現状では予測困難。降雪種の予測と積雪モデルへの入力、堆積後の変質のモデル化に
より予測可能になると見込まれる（今期プロジェクトの課題）。

ざらめ 4 5
雪国全域で起こるが
温暖なところに多い

道路埋雪、山岳での死亡事故等
予測精度は十分でない。積雪中の水分移動や湿雪変質のモデル化により精度向上が見
込まれる（今期プロジェクトの課題）。

全層雪崩 − 14 0
雪国全域で起こるが
温暖なところに多い

道路埋雪等
予測精度は十分でない。湿雪全層雪崩については積雪中の水分移動のモデル化により
精度向上が見込まれる（今期プロジェクトの課題）。

地震複合
災害

不規則 2 0
積雪期に地震の発生
した場所

建物被害、道路埋設等
予測は困難。地震が発生したら雪崩が起こりやすい状態か推測は可能だが検証データ
が十分でない。

表層雪崩 全層雪崩 融雪地すべり地震複合災害
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防災科学技術研究所の概要

地震災害の軽減 災害に強い社会づくり
　３種の地震観測網で微動から強震動に至るさまざまな
「揺れ」を観測し、地震発生のメカニズム解明や緊急地震
速報に活用しています。また、実大三次元震動破壊実験
施設（Ｅ－ディフェンス）を用いて、実物大の構造物に地震
動を作用させ、構造物の破壊過程を解明するとともに、地
震に強い構造物をつくるための研究を実施しています。

　気候変動に伴い増加が懸念される
極端気象によって複合的に発生する水
害等を軽減するため、その発生メカ
ニズムの解明と災害予測に関する研
究開発を進めています。世界最大規
模・能力を有する大型降雨実験施設
は地すべり発生メカニズムの解明にも
役立っています。

　自然災害の軽減には、個人や地域、国が、それぞれ自
らの「防災」を計画・実行することが重要です。その根拠と
なる質の高いハザード・リスク情報を、さまざまな自然災
害に関して作成・公開し、その情報を活用する利便性の高い
システムを提供するため、ユーザーの意見を積極的に取り
入れつつ、研究を推進しています。この過程で得られた知
見を活かし、災害に強い社会づくりにも取り組んでいます。

強震観測網のデータより明らかになった2011 年東
北地方太平洋沖地震における強震波形伝播の様子

Ｅ－ディフェンス上の試験体の様子：2 体の建物
（高さ13.5m x 幅 9m x 奥行 16m）を同時に実験

地震ハザードステーション J-SHIS
http://www.j-shis.bosai.go.jp/

ALL311 東日本大震災協働情報プラットフォーム
http://all311.ecom-plat.jp/

水・土砂災害の軽減
　マグマの蓄積・移動から噴火・終
息に至るまでの火山活動に関わる一
連の評価・災害予測技術を開発研究
しています。噴火予測システムの高度
化とリモートセンシング技術を用い
て、マグマの蓄積や移動を捉えます。

火山災害の軽減
　局地性の強い雪氷災害に対応する
ため、レーダー等による降雪の高精
度観測手法、降雪種・湿雪対応の積
雪構造モデル、これらを基礎とする雪
崩・吹雪・着雪災害予測手法を開発す
るとともに、雪氷災害リアルタイムハ
ザードマップの開発も行っています。

雪氷災害の軽減

XバンドMPレーダによって観
測された高度1 km における
降雨強度（色）と風（矢羽）の
観測例

2011 年１月26-27日霧島山（新燃岳）
噴火に伴う降灰分布図

2011 年１月27日の霧島山
噴火

積雪の内部構造の観測 積雪・気象観測ネットワークの
守門大平観測点

研究拠点と観測網
観測されたデータや処理結果はホームページ
で公開されています。
ぜひ防災科研のホームページをご覧ください！

　我が国は古くから数多くの自然災害を経験しており、自然災害から国民の生命・財産を守ることは重
要な課題となっています。このため、独立行政法人防災科学技術研究所（防災科研）においては、地震災
害、火山災害、土砂災害、風水害、雪害などの自然災害を軽減することを目的として、防災科学技術の
向上に資する基礎的研究や研究開発などを総合的に推進しています。

防災科学技術研究所ホームページ
http://www.bosai.go.jp
防災科学技術研究所ホームページ
http://www.bosai.go.jp

検索検索防災科研

　
詳細はWebでご確認下さい。
　
詳細はWebでご確認下さい。

※防災科研の見学は、事前予約が必要です。詳細は
ホームページでご確認ください。
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アウトリーチグループ 納口恭明

Ｄｒ．ナダレンジャーの科学実験教室２０１４

無関心層を対象とする科学教育の基本は、いかに相手の好奇心を刺激し、「おもしろいのでもっと知

りたい」という気持ちになってもらえるかにつきます。宇宙やロボットなど多くの人が、夢があると

感じる分野ばかりではなく、災害を引き起こす自然現象でもそれはまったく同じです。

「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく、おもしろいことを

まじめに、まじめなことをゆかいに、ゆかいなことはあくまでゆかいに」という井上ひさしの名言を

ご存知でしょうか。「むずかしい」、「ふかい」、「まじめ」という硬い印象を与える単語をその対

極にある「やさしい」、「おもしろい」、「ゆかい」という柔らかい印象の単語と結び付けて展開し

ている意外性に引き込まれます。

実は、ナダレンジャーの実験教室でも似た手法を使っております。それは、「むずかしいことをおも

しろく、おもしろいことをむずかしく」です。Dr.ナダレンジャーであっても、むずかしいことはむ

ずかしいのでやさしくすることはできませんが、おもしろくすることなら可能です。例えば、液状化

現象を「エッキー」で、雪崩現象を「ナダレンジャー」で、共振現象を「ゆらゆら」で表現するのが

それに当たります。そして、おもしろくなったものはもっと知りたくなるので、少しくらいむずかし

くしても大丈夫です。これを繰り返してどんどんむずかしく、そしておもしろくしていくのです。

ところで、これとは別の意味で、おもしろいことをわざわざむずかしくすることもあります。ナダレ

ンジャーの実験教室では、例えば、団扇を突風、皿回しを台風、傘回しを定常落石運動と言い張る技

がこれにあたります。ちょうど、お笑い芸人でいえばボケに相当します。これを適度に混ぜることに

より、さらに好奇心が刺激されます。これらを繰り返すうちに好奇心の振り子が共振を始めます。そ

うすればしめたものです。

「むずかしいことをおもしろく、おもしろいことをむずかしく」
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