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1．はじめに 

 近年，スマトラ島沖地震津波や東北地方太平洋沖地震津波

をきっかけとして，津波災害への関心が高まり，津波評価に

関する様々な研究がされている．津波災害評価手法には，既

往津波の最大シナリオに基づく決定論的アプローチと確率

論的津波ハザード解析による確率論的アプローチがある．丸

山ら 1) は，確率すべり分布の作成から津浪伝番計算までの一

連の流れである確率津波モデルに必要なパラメータを Mw
に応じて推定できるようにし，Mw7.8～9.0 の 0.2 刻みにお

いて確率すべり分布を300個ずつ生成し，静岡県沿岸を対象

に津波高の確率評価を行った．また，繁田 2) は，丸山ら 1) と

同様に確率津波モデルを用いて，Mw8.0～9.0 の 0.2 刻みに

おいて確率すべり分布を300個ずつ生成し，徳島県沿岸を対

象に津波高の確率評価を行った．しかし，グーテンベルク・

リヒター則（GR則）に示されるように，マグニチュードと

必要な計算サンプル数には対数比例関係があり，一定の計算

サンプル数ではない． 
 本研究では，確率津波モデルから津波高を抽出し，徳島県

沿岸を対象にMw8.0～9.0の 0.2 刻みにおいて，各Mwの津

波高のばらつきを調べ，必要な確率すべり分布のサンプル数

を評価することを目的とする．また，算出したサンプル数と

津波高の関係性について検証する． 
 
2．確率津波モデル 

(1) モデルパラメータ 
 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．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) スペクトル解析 
 確率すべり分布の作成にあたり，空間相関性を考える必要

がある．波数スペクトル解析を行うことにより，空間相関性

を考慮する． 
(3) 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満た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を再サンプリングする． 
(4) 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た．震源位置の確率密度関数も，Mai et 

al.3) によって開発された統計モデルに基づいて定義する．震

源位置の予備 PDF は，断層の大きさと平均すべり率，最大

すべり率に基づいて決めた． 
(5) スケーリング則 
 Goda et al 4) は地震規模（マグニチュード）との関係性を調

べ，線形回帰分析を行うことで，地震規模とパラメータの関

係を表すスケーリング式を求めた．スケーリング式を用いて

各パラメータを定めれば，Mw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． 
(6) 確率すべり分布の生成 
 Mw=8.0～9.0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3200，2000，1200，800，500，300
ケース生成した．このケース数は 2.5.4 のグーテンベルグ・

リヒター則を適用し，Mw9.0のときを300ケースとして，発

生頻度に応じて増やしたケース数である．図 1 に Mw8.0，
Mw9.0のときの確率すべり分布を示す． 
 
3．評価方法 

 徳島県沿岸部 25地点 5) を対象とし，津波伝番計算を行っ

た後，各Mw，各ケースにおいて津波高を抽出する．そして，

表 1の方法で津波高データを抽出する．サンプル数ごとに抽

出した津波高の変動係数を求める．変動係数は標準偏差を平

均値で除した数値であり，次元はなく，平均値に影響されな

い値となっている．必要サンプル数の評価基準は，サンプル

数における上記の変動係数をプロットし，近似曲線を描き，

近似曲線が Mw8.0～8.6 では変動係数 0.03 (3%)，Mw8.8 と

Mw9.0では変動係数0.05 (5%) を下回るサンプル数を必要な

サンプル数とする． 
 

表 1 Mwごとのサンプルデータ抽出条件 
Mw 津波高のサンプル数 津波高抽出のサンプルデータセット 

8.0 3200 100, 200, 300, ･･･, 1600 

8.2 2000 100, 200, 300, ･･･, 1000 

8.4 1200 50, 100, 150, ･･･, 600 

8.6 800 50, 100, 150, ･･･, 400 

8.8 500 25, 50, 75, ･･･, 250 

9.0 300 25, 50, 75, ･･･, 150 

 

 

図 1 確率すべり分布の一例（左：Mw8.0，右：Mw9.0） 



4．結果と考察 

 算出した各マグニチュード，各地点における津波高データ

を，確率密度分布としてヒストグラムにしたものの一例を図

2に示す．図 2 (a) は津波高の低い瀬戸，図 2 (b)は津波高の

高い宍喰の結果を示す．基本的には北部は津波高が低く，南

部は津波高が高くなっていることがわかった．また，特に，

讃岐阿波，瀬戸，ウチノ海では津波高が低いことがわかる．

これは，瀬戸内海に面しているためだと考えられる． 
 次に，3. で述べた必要なサンプル数を求めるためのグラ

フの一例を図 3に示す．図中の青丸は，各サンプル数におけ

る変動係数を図示している．オレンジ線は，青丸の2次の近

似曲線を図示している．必要サンプル数は，基準となる変動

係数の直線（x軸に平行な黒の点線）とオレンジ線の接する

サンプル数である． 
 最後に，各地点において，津波高データの 50 パーセンタ

イル値，95 パーセンタイル値と算出した必要サンプル数の

相関係数を算出した結果を表2に示す．表 2より，Mw8.6を
除く Mw で中程度あるいは強い正の相関が見られ，津波高

が高い地点ほど，サンプル数が多く必要であることが分かっ

た．また，95 パーセンタイル値で比べることでより強い正

の相関が見られた． 
 
5．おわりに 

 本研究では，確率津波モデルを用いて，徳島県沿岸 25 地

点の津波高を抽出し，その津波高のばらつきを変動係数を用

いて調べ，必要な確率すべり分布のサンプル数を評価した．

そして，算出したサンプル数と 50パーセンタイル値や95パ
ーセンタイル値の関係性を検証した．結果として，各マグニ

チュードにおける必要サンプル数は最大の地点で，変動係数

0.03を基準にすると，Mw8.0のとき600，Mw8.2のとき470，

Mw8.4 のとき 300，Mw8.6 のとき 240 となった．変動係数

0.05を基準にすると，Mw8.8のとき120，Mw9.0のとき100
ケース必要となり，マグニチュードが大きくなるにつれて，

必要サンプル数が少なくなることがわかった．そして，ほと

んどのマグニチュードで算出した必要サンプル数が津波高

の 50パーセンタイル値や95パーセンタイル値に比例し，津

波高が高い地点ほど，サンプル数が多く必要だということが

わかった．また，50%パーセンタイル値よりも95%パーセン

タイル値を考慮する方が，その傾向が強いことがわかった． 
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図 2 (a) 瀬戸の津波高ごとの確率密度分布のヒストグラム

（左：Mw8.0，右：Mw9.0） 
 

 

図 2 (b) 宍喰の津波高ごとの確率密度分布のヒストグラム

（左：Mw8.0，右：Mw9.0） 

 
表 2 津波高と必要サンプル数の相関係数表 2 津波高と必要サンプル数の相関係数 

 

 
     (a) Mw8.0         (b) Mw8.2    

 

     (c) Mw8.4         (d) Mw8.6     

 

     (e) Mw8.8         (f) Mw9.0 
図 3 Mwごとの必要サンプル数（椿） 

Mw8.0 Mw8.2 Mw8.4 Mw8.6 Mw8.8 Mw9.0
50パーセンタイル値 0.396 0.545 0.495 0.036 0.564 0.657
95パーセンタイル値 0.511 0.649 0.614 0.171 0.698 0.751


