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1. はじめに 

 津波災害評価手法には 2 つのアプローチがある．1 つ目

は，津波最大シナリオに基づく決定論的アプローチであり，

2 つ目は，確率論的津波ハザード解析によるアプローチで

ある．一方，丸山 1) は，Goda et al.2) による確率すべり分布

モデルを用いて，静岡県沿岸部に到達する津波高の確率評

価を行なった．その際に丸山らはMw7.8～9.0の範囲におい

て，0.2刻みでMwそれぞれに対して確率すべり分布をケー

ス生成していた．しかし，グーテンベルク・リヒター則か

ら Mw と試行回数は対数比例関係にあり，一律ではない．

また，試行回数を 300 回としていたが，それが信頼できる

試行回数であるかどうかはわからない． 
 本研究では，試行回数 1000 回を基準に Mw 毎に応じた

試行回数は何回なのか，また，試行回数が確率すべり分布

に及ぼす影響にはどのようなものがあるのか，その 2 点を

明らかにすることを目的とする． 
 
2. 想定断層 
(1) 震源モデルデータベース（SRCMOD） 
 津波の発生を考える際，断層運動の詳細な変位が重要と

なる．断層全体を区分けにし，それぞれの区分け部分（サ

ブ断層）に断層パラメータを与えたものを全体のすべり分

布として扱う．世界各地で起きた地震津波から推定された

すべり分布をデータベース上にまとめたのが，震源モデル

データベース（SRCMOD）である．データベース上には，

155の地震および317の逆解析されたすべり分布が存在して

いる．本研究における逆解析されたすべり分布は，すべて

SRCMOD内のものである． 
(2) モデル選択 

 モデルの選択は，地震特性やモデルの解像度，モデルの

複雑さ等の様々な選択基準を考慮して実行される．選択基

準の実施により，317個から226個の逆解析されたすべり分

布が得られる． 
 

3. 確率津波モデル 

(1) モデルパラメータのサンプリング 

 確率すべり分布を生成される際に考慮されるモデルパラメータ

には大きく分けて4種類ある．( i ) 断層パラメータのスケーリング

特性である断層長 l (m)，断層幅 w (m)，および面積 S (m2)，( ii ) す
べり統計パラメータである平均すべり量 Da  (m)，最大すべり量 
Dm (m)，Box-Coxパラメータ λ，(iii) 空間すべり分布パラメータで

ある傾斜方向の相関長 Az (km)，走行方向の相関長 Ax (km)，ハー

スト指数 H，(iv) 力学的パラメータである破壊伝播速度 (m/s)，ラ
イズタイム (s) である．南海トラフ巨大地震は，想定地震である

ためにこれらのパラメータは不確実であり，これらのパラメータ

は不確実性を表すためにランダム変数として扱う． 
(2) すべり分布の確率的合成 

 合成されたすべり分布が望ましいアスペリティ特性を確実に有

するように，複数の候補すべり分布が生成され，パターンマッチ

ングの基準を示しているかどうかを評価し，1つのすべり分布を生

成する．そして，物理的基準をもって非現実的に大きいすべり値

は再サンプリングされる等の調整もここで行われる． 
(3) 動的破壊プロセス 

 断層破壊点は，Mai et al.3) により経験的に求められた確率モデル

に従って決める．震源位置の確率密度関数もまたMai et al.3) によっ

て開発された統計モデルに基づいて定める． 
 

4. すべり量に関するスケーリング則 

 すべり量を支配するパラメータとしては，平均すべり量と最大

すべり量が重要となる．これらに関しては，既存のスケーリング

式を用いた．平均すべり量は，Murotani et al.4) による式(1)，最大す

べり量は，Thingbaijam and Mai 5) による式(2)を用いた． 
    rand

a MoD ×− ×××= 2148.03/17 101066.1  (1) 
    randD aD

m ×++= × 1.0624.010 10log948.0  (2) 

ここで，Da は平均すべり量，Dm は最大すべり量，rand は

標準正規分布に従う乱数，Mo は地震モーメントである．

地震モーメントは以下の式で示される． 
    SDMo ××= µ  (3) 
ここで，μは地震の剛性率，Dは平均すべり量，Sはすべり

分布の面積である．各パラメータのスケーリング則同士の

相関については，Goda et al.6) を用いる． 
 

5. 信頼性評価 

(1) 確率すべり分布 

 本研究では，Mw8.0～9.0の範囲で0.2刻み毎に6つのMwそれ

ぞれに対して確率すべり分布を1000ケースずつ生成した．その際，

すべり分布のパラメータは断層長，断層幅を固定せず，アスペリ

ティ領域もランダムにとるすべり分布を作成した．図-1にMw8.0
と Mw9.0 に対する確率すべり分布（下図）とそのときのアスペ

リティ領域（左上図），ケース毎のすべり量とヒストグラム（右上

図）を示す．左上図よりアスペリティ領域の位置，大きさがラン

ダムになっていること，Mw も一定の範囲でランダムな値をとっ

ていることが確認できる．また，右上図より断層長，断層幅もラ

ンダムな値をとっていることが確認できる．さらに，右上図より

Mw が大きくなるほど最大すべり量，平均すべり量ともに大きく

なり，すべり量のばらつきも大きくなることが読み取れる．図-1
下図の確率すべり分布をMw毎に100～1000回重ね合わせて平均

をとり，試行回数毎の対象地域全体の確率すべり分布を生成した．

試行回数1000回を基準に，試行回数1000回のときと試行回数100
～1000 回のときの平均すべり量の相関性やRMSE を用いて定量

的に精度を評価した． 

  
(a) Mw8.0   (b) Mw 9.0 

図-1 確率すべり分布の一例 
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(2) 結果と考察 

 Mw8.0のときとMw9.0のときを一例にして結果を示して

いく．表-1に相関係数とRMSEの値，図-2に試行回数と相

関係数およびRMSEの関係を示す．表-1より，Mw8.0では

試行回数 100，200 回ではやや相関がある程度であり，300
回以降にかなり強い相関性を示す．一方，Mw9.0 では各試

行回数でかなり強い相関性を示す．ここからMw と試行回

数に関係性があることがわかり，さらに，Mw が大きいほ

ど試行回数が少なくても強い相関性を示すことがわかる．

RMSE は，Mw が大きいほど，とる値の幅は大きくなって

いる．こうなった原因としては，上で述べたMw が大きい

ほどすべり量のばらつきが大きくなるということが関係し

ていると考えられる．Mw が大きいほどばらつきが大きい

ので，その分，試行数が少ないと誤差が大きく出たと考え

られる．図-2よりMw8.0，Mw9.0のどちらも，試行回数が

多くなればなるほど，相関係数は右肩上がりに上がってい

くのがわかる．そして，RMSE は，試行回数多くなればな

るほど下がっていくのがわかる．Mw に関わらず，試行回

数が多ければ多いほど相関性は強くなり，誤差は小さくな

っているので，試行回数は多ければ多いほどよいといえる． 
 妥当な試行回数を検討するため，図-3 に試行回数とすべ

り量がゼロのサブ断層数の関係を示す．図-3よりMw8.0で
は傾きが収束していないが，Mw9.0 では傾きが収束してお

り，妥当な試行回数が検討できる．Mw9.0では試行回数600
回が妥当であるとこの図から判断できる． 
 以上の結果と図-6に示す相関係数とRMSEとの関係性より，具

体的にMw8.0のときとMw9.0のときの妥当な試行回数を検

討する．そして，検討した結果はMw8.0では800回，Mw9.0
では 300 回が妥当な試行回数であると判断した．図示は省

略するが，これ以外のMwに対しても相関係数とRMSEの

関係を求めており，それらの図を用いれば，各Mw に対す

る妥当な試行回数を求めることができる． 
 

表-1 試行回数毎の相関係数とRMSE 
    (a) Mw8.0          (b) Mw9.0 
試行

回数 
相関 
係数 

RMSE 

100 0.5872 0.4041 
200 0.6943 0.3003 
300 0.8124 0.2271 
400 0.7815 0.2143 
500 0.8519 0.1664 
600 0.8690 0.1426 
700 0.9589 0.0825 
800 0.9762 0.0511 
900 0.9958 0.0284 
1000 1 0 

 

試行

回数 
相関 
係数 

RMSE 

100 0.8453 1.6459 
200 0.8692 1.4186 
300 0.9422 0.8775 
400 0.9346 0.8462 
500 0.9294 0.7325 
600 0.9817 0.5035 
700 0.9906 0.3491 
800 0.9927 0.2836 
900 0.9993 0.1302 
1000 1 0 

 

 

  
   (a) Mw8.0 (b) Mw9.0 

図-4 試行回数と相関係数およびRMSEの関係 

  
   (a) Mw8.0 (b) Mw9.0 

図-3 試行回数とすべり量がゼロのサブ断層数  

  
   (a) Mw8.0 (b) Mw9.0 

図-4 相関係数とRMSEの関係 
 

6. おわりに 

 本研究では，試行回数1000回を基準に，Mw毎に応じた

適切な試行回数はいくつなのか，また試行回数が確率すべ

り分布に及ぼす影響にはどのようなものがあるのかを調べ

ることを目的として，試行回数 1000 回のときと試行回数

100～1000 回のときの平均すべり量の相関性やRMSE を比

較して定量的に精度を評価した．その結果，試行回数が少

ないと，特にMw が大きい場合には，平均すべり量にばら

つきが出やすいことがわかった．ただし，Mw が大きいほ

ど一つのケースで補える範囲が広いため，妥当な試行回数

は少なくて済む．また，試行回数 1000 回を基準とすると，

Mw8.0 のとき試行回数 800 回，Mw8.2，Mw8.4 のとき試行

回数 700回，Mw8.6 のとき試行回数 600 回，Mw8.8 のとき

試行回数 500 回，Mw9.0 のとき試行回数 300 回が妥当な試

行回数であることがわかった．これにより，今後，確率津

波シミュレーションを用いて，津波高を確率的に評価する

際に必要とする確率すべり分布のケース数がわかった．以

上のように，平均すべり量の相関係数とRMSEを求めたこ

とによって，Mw毎の妥当な試行回数を示すことができた．

また，試行回数は平均すべり量，ゼロすべりのサブ断層数

に影響を及ぼすことも示せた． 
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