目次
地震情報の種類とその活用について
大地震の発生前と、発生直後における
情報とその活用
東大地震研 鷹野澄

• 大地震の発生前の情報とその活
用
• 大地震発生直後の情報とその活
用
–震災復旧対策に役立つ情報は？

• 地震情報伝達手段とデジタル放
送

首都圏で注意すべき大地震は？
大地震発生前の情報とその活用

首都直下で発生する地震のタイプ
地殻内の浅い地震

M7以上の活断層

• 地域が注意すべき大地震は？
• その地震が発生したときの被害は？
• その地震の被害軽減のためには？

（中央防災会議「首都直下
地震対策専門委員会報告」
2005.7）

活断層で発生する地震の震度分布

首都圏で注意すべき大地震は？
首都直下で発生する地震のタイプ

関東平野北西縁断層帯地震 M7.2

フィリピン海プレート上面の19枚の断層
立川断層帯地震 M7.3

（中央防災会議「首都直下地震対策専門委員会報告」2005.7）

（中央防災会議「首都直下
地震対策専門委員会報告」
2005.7）
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東京湾北部地震の震度分布
東京湾北部地震 M7.3

強震動生成のしくみと被害発生要素

（都心拡大図）

被害対象物

地表の増幅

堆積層
工学的基盤

伝播経路の効果
震源断層と破壊様式

地震基盤

（中央防災会議「首都直下地震対策専門委員会報告」2005.7）

表層地盤による強震動の増幅率

大正関東地震の強震動予測（簡便法）
地表面
地表面での
増幅

工学的基盤(
工学的基盤(S波速度
400m/s)
から地表の
400m/s)から地表の
表層地盤増幅率

工学的基盤
断層からの
距離減衰

（防災科研J-SHISより）

地表面

工学的基盤

震源断層を特定した地震動予測地図

強震動生成のしくみと被害発生要素

（防災科研J-SHISより）

伝播経路の効果（異常震域）
１９７３年ウラジオストク深発地震（H=600km,
１９７３年ウラジオストク深発地震（H=600km,M7.8）
M7.8）

被害対象物

地表の増幅

堆積層
工学的基盤

伝播経路の効果
震源断層と破壊様式

地震基盤
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伝播経路の効果（観測データ）
１９９８年伊豆半島東方沖地震（H=5km,
１９９８年伊豆半島東方沖地震（H=5km,M5.7）
M5.7）

強震動生成のしくみと被害発生要素
被害対象物

地表の増幅

堆積層
工学的基盤

伝播経路の効果
震源断層と破壊様式

地震基盤

地震研究所
(纐纈,2000)

震源断層と破壊様式（阪神大震災）

琵琶湖西岸断層帯(M7.8)の強震動予測地図（詳細法）

地震の破壊方向に強震動が発生

兵庫県南部地震(M7.3)の余震分布
兵庫県南部地震(M7.3)の余震分布

地震調査委員会HPより

震源断層を特定した地震動予測地図

地震による実際のユレの情報から
効果的な耐震対策ができないか？

強震動予測 vs 観測記録
東京湾北部地震 M7.3

防災科学技術研究所
J-SHISより

2005.07.23
2005.07.23千葉県北西部地震(M5.7)
千葉県北西部地震(M5.7)

身近な所から
安全にしよう！
(三宅、纐纈,2005)
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JAVAアプレットを使い
JAVAアプレットを使い
クライアントPC
からサーバPC
PCに常時アクセス
に常時アクセス
クライアントPCからサーバ

ITK sensor

建物の変位のリアルタイム表示

(sensor +ADC+ telemeter)

建物ヘルスモニタリングのツール

波形と簡易秒震度の
リアルタイム表示

Center Server
Internet
router
Client user PC
ITK Server
複数の建物に設置して
(PC)

建物ごとのユレの違いを調べる

2005年10月19日20:55 40km M6.2
茨城県沖 (茨城県震度5弱)

大地震発生前の情報とその活用

SKSK-net HPより
HPより

• 地域が注意すべき大地震は？
– 地震の長期予測の活用

• その地震が発生したときの被害は？
– 強震動予測（簡便法、詳細法）の活用

観測場所
地震研究所本館

• その地震の被害軽減のためには？
– 身近な所の弱点を探り効果的に対策

周期約0.4秒の波が増幅

地震時の速報や警報
大地震発生直後の情報とその活用
• 大地震の速報や警報
• 震度情報と被害予測
• 長周期地震動による被害

•
•
•
•

緊急地震速報
津波警報
震度速報
震源速報

安全確保の為の情報
津波や大災害の予見
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我が国の地震観測網

震源の情報は？
• 震源の速報
– 気象庁のホームページ

• 高感度地震観測網
• 広帯域地震観測網
• 強震観測網

約1200点
約80点
約1000点

• 有感地震の情報、前日迄の震源情報

– 防災科学研究所のホームページ
• 当日迄の震源情報（当日分は自動処理）
• 自動処理による即時震源AQUA（8〜30秒以内）

• 震源断層と破壊様式の速報
• 断層メカニズム（Hi-net、F-net、気象庁、地震研など）

– EIC地震学ノート
• 大地震の断層破壊様式とアスペリティーの解析

EIC地震学ノートより
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全国の震度観測点
• 気象庁
約 600点
• 自治体
約2800点
• 防災科研 約 800点

「高層ビル」に注目して見てください。

震度の特徴
• 速報性、簡便性
→「被害推定」、「要員参集基準」、「施設点検基準」

• 昔は体感で測定、今は計測震度（震度計）
→人が感じる周波数帯で計算

→被害と結びつかないケースも

震度２

震度４
(作成 NHK)

• 長周期地震動の強さは表現できない
→超高層ビル、石油タンクの被害推定は無理

高層ビルは、長い周期の波に共鳴する

→震度のみによる災害時対応には限界がある
震度情報だけでは 高層建築の被害予測は難しい

構造物の固有周期の分布

石油タンクの被害
2003.9.26
2003.9.26十勝沖地震(M8.0)
十勝沖地震(M8.0)

石油タンクの固有周期

震度計算で用いる
周期帯

（大林組 大堀氏より）
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紀伊半島沖地震の最大加速度、最大変位
最大加速度分布

千葉で長周期地震動により石油
タンク数基にスロッシング発生

最大変位分布

2004.9.5
2004.9.5紀伊半島沖地震(M7.4)
紀伊半島沖地震(M7.4)

地震研究所 (古村,2004)

新潟県中越地震の最大加速度、最大変位

最大加速度分布

2004.9.5
2004.9.5紀伊半島沖地震(M7.4)
紀伊半島沖地震(M7.4)

（消防研 畑山他、2004）

新潟県中越地震の地震波の距離減衰
距離が遠くても
減衰していない

最大変位分布

2004.10.23
2004.10.23新潟県中越地震(M6.8)
新潟県中越地震(M6.8)

地震研究所 (古村,2004)

強震動の速度応答スペクトル
2004.10.23
2004.10.23新潟県中越地震(M6.8)
新潟県中越地震(M6.8)

地震研究所 (古村,2004)

千葉県北西部地震の最大加速度、最大変位

2004.9.5
2004.9.5紀伊半島沖地震(M7.4)
紀伊半島沖地震(M7.4)

6秒

2004.10.23
2004.10.23新潟県中越地震(M6.8)
新潟県中越地震(M6.8)

最大加速度分布

最大速度分布

11秒

大きな地震では長周期地震動が生成されやすい

震度計算で用いる
周期帯

新宿（緑）、川崎（青）、姉崎（紺）
地震研究所 (古村,2004)

2005.07.23
2005.07.23千葉県北西部地震(M5.7)
千葉県北西部地震(M5.7)

地震研 (三宅、纐纈,2005)
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千葉県北西部地震の速度応答スペクトル
1秒

0.8秒

観測に基づく面的強震動分布

0.9秒

M５．７では長周期地震動はあまり生成されない
５．７では長周期地震動はあまり生成されない

即時的面的震度分布
姉崎（CHB014）

2005.07.23
2005.07.23千葉県北西部地震(M5.7)
千葉県北西部地震(M5.7)

川崎(KNG001）

新宿(TKY007）
地震研SK-net (鷹野他、2005)

観測に基づく面的強震動分布

最大加速度分布

観測に基づく面的強震動分布

0.3秒 加速度スペクトル

Shaking Map

地域の平均化された情報
地震発生後約5分位で作成

観測に基づく面的強震動分布

最大速度分布

観測に基づく面的強震動分布

1秒 加速度スペクトル
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観測に基づく面的強震動分布

SI値 （東京ガスSUPREME）

新SIセンサー
（約3000箇所)

2005年 07月23日16時35分頃
表示色

3秒 加速度スペクトル

強震観測データの種類

SI値
[kine]

0

1〜3

4〜10

11〜20

21〜40

41〜70

71〜119

120〜

計測震度

0〜2
相当

3相当

4相当

5弱相当

5強相当

6弱相当

6強相当

7相当

大地震発生直後の情報とその活用
• 大地震の速報や警報
– 緊急地震速報、津波警報、震源速報
– 防災科研Hi-netのAQUA
– EIC地震学ノート

• 震度情報と被害予測
– 震度は便利だが万能ではない

• 長周期地震動による被害予測
– 高層ビル、石油タンクなどの被害推定
– 免震建物、大陸橋などは？
• 加速度、速度、応答スペクトル分布、SI値
（SK-net HPより）

地震情報伝達手段とデジタル放送

個別の被害推定に適した情報を用いて復旧対策を実施

地震情報伝達手段とデジタル放送
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緊急地震速報の伝達モデル

地震情報伝達手段
日頃の情報提供は？

地上波デジタル放送は利用可能か？

• 静岡新聞の場合
– 週刊地震新聞

衛星

即時地震情報
生成システム

• 最近1週間の地震概況

活用

伝達

発信

無線

中継
システム

• 日頃の防災情報も掲載
送信者(A)

なぜか首都圏の新聞には掲載されない！
↓
（お願い）全国の新聞各紙も
毎週1回定期的に掲載を！

緊急地震速報の伝達モデル
利用者システム（C)の構成
基本（共通）モジュール

全国
観測網

専用回線
(VPN)

利用者(C)

即時的地震情報システムのモデル

(鷹野2003)

緊急地震速報の伝達モデル
利用者システム（C)の例

TVチューナで処理可能か？

利用者システム（C)

Internet
中継者(B)

防災情報端末装置

専用受信装置の開発

応用（個別）ソフトウェア

震源情報

加速度
センサー

震源情報

推定震度情報

特定業務
活用システム

警報・指令

即時的付加情報(共通情報）
Ex: 推定震度情報、到着予想時刻
被害推定情報、警報・指令、etc
(鷹野2003)

一般住宅
地域の利用者

地域防災情報センター

ブロード
バンド
(常時接続)

気象庁など

• デジタル放送の現状は？
情報収集・
解析サーバ

– 日頃の情報提供？ →新聞は？
– 生活情報？安否情報？→インターネットは？
自治体など

ユレの特徴や防災情報
図１

(鷹野2004)

地震情報伝達手段とデジタル放送

IT強震計
強震観測データ

高層ビル

各種センサー装置
• IT強震計、IT津波計、etc
• IT気象観測装置(雨量計、温度計、etc）
• IT火災報知機、ITガス漏れ検知器、etc

IT強震計と草の根型地域防災情報ネットワーク（概念図）

• 緊急地震速報の伝達手段は？
– 専用端末装置？

• センサー＋防災情報端末は？
学校・公民館

鉄道・道路

デパート・商店街

– 情報受信だけでなく情報発信が可能
– 普及には標準化が必要

（鷹野２００４）
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