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1. はじめに 

 プレート境界で発生する大地震とそれに伴う津波は，甚大

な被害を及ぼしてきた．また，東北地方太平洋沖地震やスマ

トラ島沖地震が契機となり，沿岸域の津波災害を確率的に評

価する確率論的津波ハザード評価が注目されるようになっ

た．内閣府中央防災会議 1) は南海トラフの巨大地震モデル検

討会を設置し，その第二次報告において，11個のすべり分布

を公表した．この地域では，歴史的に繰り返し大地震が発生

しており，次の大地震発生が懸念されている．安田ら 2) は，

Goda et al.3) による確率津波モデルを用いて，高知県と和歌山

県沿岸における南海トラフ地震津波の不確実性評価を行う

ことで，シナリオの多様性が重要である可能性を示唆した．

内閣府が公表した地震すべり分布で，起こりうる南海トラフ

地震を十分に捉えることができているか不明確である． 
 以上の背景を踏まえ，本研究では，日本の太平洋沿岸域を

対象に確率津波モデルで生成した南海トラフ域200ケースの

確率すべり分布と内閣府中央防災会議 1) が公表した 11 個の

地震すべり分布を用いて，各モデルで同一地点における津波

波高の統計量を算出し，両者の差異を比較する．また，確率

津波モデルの津波計算結果から，シナリオの多様性による沿

岸域での津波高・津波到達時間の不確実性を評価することを

目的とする． 
 
2. 震源断層モデルの概略 

(1) 南海トラフ域における地震津波の背景 

 南海トラフとは，駿河湾から遠州灘，熊野灘，紀伊半島の

南側，土佐湾を経て日向灘に存在する海溝のことである．過

去 1400 年間を見ると，南海トラフ域では 100~200 年の間隔

で繰り返し大地震が発生しており，1944年の昭和東南海地震

では三重県沿岸で 6～9 m の津波を観測した．南海トラフ沿

岸域では，巨大地震とそれに伴う津波によって沿岸域に甚大

な被害をおよぼし得る可能性があり，津波の適切な評価と防

災対策が重要である． 
(2) 内閣府中央防災会議モデル 

 内閣府中央防災会議 1) は，「南海トラフの巨大地震モデル

検討会」において，11個の地震すべり分布を第二次報告でま

とめた．それらを図 1に示す． 
 

 
図 1 中央防災会議が公表した 11個の地震すべり分布 

(3) 確率津波モデル 

 確率津波モデルは，乱数と過去地震のすべり分布の空間特

性を表す量を用いて確率すべり分布を生成し，津波伝播計算

を行う一連の流れである． 
 
3. 確率津波モデルを用いたすべり分布生成及び津波計算 

(1) 確率すべり分布の生成手法 

 確率すべり分布を生成する際，次の4種類のパラメータが

考慮される． 
i) 断層パラメータのスケーリング特性である断層長さ L 

(m)，断層幅 W (m)，破壊断層面積 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) 
 まず，確率すべり分布を生成する際には，波数スペクトル

解析によって，ハースト指数，走向・傾斜方向の相関長を求

める．その後に，Goda et al.4)が求めたモーメントマグニチュ

ードと断層パラメータの関係性を表すスケーリング則を用

いて，残りのパラメータの決定を行う．これにより，モーメ

ントマグニチュードに応じた確率すべり分布を多数生成す

ることが可能になる． 
(2) パラメータ決定後の確率すべり分布生成 

 断層パラメータを用いて，複数の候補すべり分布が生成さ

れ，2 つの拘束条件を満たしているか評価を行い，満たした

ものだけが1つの確率すべり分布として扱われる．また，本

研究では，確率すべり分布に対して，破壊開始点を定め，段

階的に断層破壊が進行するものとする．断層破壊点は，Mai 
et al.5)によって求められた確率モデルに従って決めた．上記

の各フローを終えて調整後のすべり分布を確率すべり分布

として定義する． 
(3) 本研究での確率すべり分布の生成条件 
 本研究では，中央防災会議のモデルを比較対象とするため，

モーメントマグニチュードの誤差を±0.05 まで許容し，Mw 
9.1の地震すべり分布を200ケース生成した．また，深さ20km
以上の小断層では，平均すべり量の2倍となる断層を震源域

全体の約1%以下に調整した． 
(4) 両モデルのパラメータ比較 
 確率すべり分布の平均すべり量，最大すべり量，断層面積

といったパラメータは内閣府が公表したすべり分布と同質

にした． 
(5) 津波計算の手順 
 津波計算は，津波の初期水位を与え，時間経過に伴い数値

的に解いていく．また，津波の運動は，長波理論が適用でき

る．図 2に計算対象領域を示す．計算時間は地震発生から3
時間，堤防高は非考慮，Manningの粗度係数は 0.025 m-1/3/sと
している．計算モデルはGeoClawを用いており，地形データ

は中央防災会議が公開しているものを用いた． 



 
図 2 計算対象領域（白枠内は格子解像度 810 m，270 m 

または 90 mの領域を表す．色は水深・標高を表す） 
 

 
図 3 評価対象領域および水深標高分布 

 

 
図 4 最大津波波高（左）および津波到達時間（右） 

 
4. 太平洋沿岸広域の津波波高の不確実性評価 

(1) 確率津波モデルと中央防災会議モデルの計算結果比較 

 確率津波モデル 200 ケースと中央防災会議 11 ケースの最

大津波波高と1.0 m津波到達時間の平均値を比較した．対象

領域は，日本の太平洋沿岸全域，高知県，徳島県，大阪湾，

伊勢湾，静岡県とした．図 3に太平洋沿岸一帯の評価対象地

点，図 4 に津波計算結果を示す．その結果，1.0 m 津波到達

時間は，全体的に中央防災会議の方が値は小さくなった．一

方で，最大津波波高は確率津波モデルの方が値は大きくなっ

た．大阪湾のみ全地点で逆の傾向が見られたが，最大津波波

高の方が中央防災会議の結果が持つ不確実性は大きいこと

がわかった． 
(2) 津波波高の決定に支配的なすべり分布領域の推定 

 大阪湾のみ最大津波波高平均値が全地点で中央防災会議

の方が大きくなった．この原因について考察する．両モデル

のすべり分布のうち，①断層の走向方向の位置・深さ②津波

到達時間の空間分布の2つの観点から断層領域を分け，領域

別の代表すべり量と津波波高との関係性を推定するととも

に，大阪湾の津波波高に影響を与えるすべり域の推定を行っ

た．その結果，紀伊水道入口付近の平均すべり量と大阪湾の

津波波高に相関関係があることがわかり，その領域のみ中央

防災会議 11 ケースの平均すべり量平均値は確率津波モデル

を上回っていた．海溝軸付近で大きなすべりが発生しても，

大阪湾の津波波高にはほとんど影響しないこともわかった．

また，高知県でも特定の領域における平均すべり量と沿岸の

津波波高に相関関係があることがわかり，沿岸の津波波高の

決定には重要なすべり領域が存在することがわかった． 
(3) 津波波高の上位シナリオ分布の特性 

 太平洋沿岸一帯，高知県，大阪湾を対象に確率津波モデル

200 ケースを最大すべり量の位置を基準に西から東へ並べ，

抽出点を①沿岸方向②岸沖方向の 2パターンで考え，津波波

高の上位シナリオ分布を解析し，シナリオの多様性について

検証を行った．沿岸方向に抽出点を変化させた場合，太平洋

沿岸全域では，隣り合う地点間でも，上位シナリオ分布が異

なることや，隣り合わない地点間でも，シナリオ番号が重複

する場合があることがわかった．また，高知県と大阪湾を比

べると，高知県沿岸の方が上位シナリオのばらつきが大きい

ことがわかった．これは，外洋に面する地域は，内湾の地域

に比べて，シナリオの多様性を考慮する必要がある可能性を

示唆している．また，岸沖方向に抽出点を変化させた場合も，

抽出点ごとに津波波高の上位シナリオは変化することがわ

かり，シナリオの多様性を考慮する必要性があることがわか

った． 
 

5. おわりに 

 本研究では，日本の太平洋沿岸広域を対象に，確率津波モ

デルにより生成した200ケースのすべり分布と内閣府中央防

災会議が公表した 11 ケースのすべり分布にもとづく津波計

算を行った．そして，2 つのモデルによる津波計算結果を比

較し，沿岸域の津波の不確実性を評価した．その結果，1.0 m
津波到達時間よりも最大津波波高の方が不確実性は大きい

ことがわかった．また，津波波高の決定には重要なすべり領

域が存在することがわかった．そして，沿岸域における上位

シナリオ分布特性の解析から．津波シナリオの多様性を評価

することは重要であることがわかった． 
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