
広島地方気象台
中村 浩二

中国地方における地震の備え
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 地震が発生するしくみ
 中国地方で発生する地震のタイプ
 過去に中国地方に被害をもたらした地震
 中国地方で想定される地震
 日頃からの地震への備え

本日の話の内容



• 昭和63年に気象庁入庁。

• 主に地震火山関係業務に従事。
（勤続34年のうち29年間は地震
火山関係）

• 令和3年4月に広島地方気象台
長に就任。

3

講演者の紹介



日本周辺の主な被害地震の震源域

4出典：地震調査研究推進本部 「日本の地震活動ー被害地震から見た地域別の特徴」（平成21年3月）



地震が発生するしくみ

5



安政江戸地震（安政２[1855]年）直後に江戸市中に出回った鯰絵。
（国立歴史民俗博物館企画展「ドキュメント災害史」ホームページより）

地震が起きるしくみ
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岩盤のずれ
＝断層ちから

ちから

地震の発生と断層
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出典：「プレートテクトニクスの基礎」（瀬野徹三著）掲載図（Paterson,1958)より

岩石破壊実験の例

8



“地震”とは断層（の動き）

9



１８９１（明治２４）年１０月２４日 濃尾地震 M８.０

地表にあらわれた断層の例
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１９９５（平成７）年１月１７日 兵庫県南部地震 M７.３

地表にあらわれた断層の例
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か く

核

ち か く

地殻

マントル

核は非常に高温！
中心部で約６千度。

マントルが対流運動

表面の地殻も移動！

地球の中身はどうなっているか

12



プレート・テクトニクス

ちょっと拡大（地球の皮の部分）

13



世界の地震活動とプレート

14



日本周辺のプレートの状況

15



中国地方で発生する地震のタイプ

16



中国地方ではどのような地震で被害が発生するか

例）南海トラフ地震

例）芸予地震

例）鳥取県西部地震

17



プレート境界型の地震

広島の場合は、南海トラフ地震など。震源域は、離れているが、巨大地震であれ
ば、強い揺れと津波が襲ってくる。 18



フィリピン海プレート内の地震

広島の場合は、沈み込んだフィリピン海プレートで起きる地震。一般に震源断層
は深いので津波はないが、強い揺れがある。 19



内陸の浅い地震（活断層による地震を含む）

広島県内にも活断層がある。震源断層が浅いところにあるので、地震の規模に比
べて、断層近傍の揺れが大きく、大きな被害になりやすい。 20



過去に中国地方に被害をもたらした地震

21



過去の南海トラフ地震の広島への影響

発生年 地震名
規模
（マグニ
チュード）

被害の概要

宝永４年
（1707年）
10月28日

宝永地震 8.4
全国広範囲で大被害。備後三原城で石垣はらみ、潰家多く、
広島で城堀の水が路上に溢れ石垣の崩壊あり（町・郡内で
全壊家屋78、半壊68）。

嘉永７年
（安政元年）
（1854年）
12月24日

安政南海
地震 8.4 前日の安政東海地震とともに、全国広範囲で大被害。広島

では屋根の揺れ幅が1.6～1.7尺（0.5m)であった。

昭和21年
（1946年）
12月21日

昭和南海
地震 8.0 全国広範囲で大被害。広島県で負傷者3、住家全壊19、半

壊42、非住家全壊30、半壊32、道路損壊2

広島県地震被害想定調査報告書（H25.10）より

22



23

平成13年3月24日、安芸灘の深
さ46㎞で、M6.7の地震が発生。
河内町（現、東広島市）、大崎町（現、

大崎上島町）、熊野町で震度６弱を観測す
るなど、広い範囲で震度５弱以上の強い揺
れとなりました。
この地震により、死者２名（広島県１

名）、住家全壊などの大きな被害が発生。

震度分布図
地域別震度

気象庁現地調査写真

観測点ごとの
震度

倉橋町（現：呉市）
地震による落石

呉市

平成１３年（２００１年）芸予地震
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1600年～2020年 深さ0～80㎞ M≧6.0
震央分布図

1600年以降、芸予地震と同様のタイプのフィリピ
ン海プレートの内部で発生した地震は、2001年芸
予地震の規模であるM6.7を下限とすると、６回発
生しています。
発生間隔は、最短約３年から約150年と様々です

1649年3月17日 M7.0
広島では家屋全壊あり
宇和島、松山の城の石垣が崩れる

1686年1月4日 M7.2
広島、死者２名家屋破損147棟。宮島、三原などで被
害。松山の城の石垣が崩れる

1854年12月26日 M7.4
伊予大洲、吉田で潰家あり
同年12月23，24日には、安政東海地震、安政南海
地震が発生

1857年10月12日 M7.3
広島で家屋の破損、呉で石垣崩壊
今治で城内破損、郷町で死者１名、郡中で死者４名

被害は、「日本被害地震総覧」より

約40年

約3年

1905年６月２日 M7.2

約50年

約150年

約100年

2001年３月24日 M6.7

広島・愛媛沿岸で揺れが強かった。
広島県の被害死者11名、傷者160名家屋全壊56棟など
この地震の半年以内にＭ６程度の余震が３回発生した。

繰り返す芸予地震と同タイプの地震



平成１２年(２０００年)鳥取県西部地震

平成12 年（2000 年）10 月６日13 時30 分、鳥取県西部の深
さ約９km でマグニチュード7.3 の地震があり、境港市及び日
野町で震度６強を観測した。
この地震により、重傷31人、軽傷110人、全壊家屋が394戸、

半壊2494戸などの大きな被害があった。

25



中国地方で想定される地震

26



主要な活断層で発生する地震や海溝型地震を
対象に、地震の規模や一定期間内に地震が発生
する確率を予測したものを「地震発生可能性の
長期評価」（長期評価）と呼んでいます。

中国地方に影響を与える地震の長期評価

27

過去の地震発生履歴の調査

今後30年以内に〇
〇地震が発生する
確率は△△％



海溝型地震の長期評価

28



海溝型地震の長期評価

安芸灘～伊予灘～豊後
水道のプレート内地震
M6.7～7.4 Ⅲランク

29



対象地震 地震の規模
（マグニチュード）

地震発生確率
（３０年以内）

領域 地震名

南海トラフ 南海トラフで発
生する地震 Ｍ８～９クラス ７０～８０％

日向灘および
南西諸島海溝
周辺

安芸灘～伊予灘
～豊後水道のプ
レート内地震

M6.7～7.4 ４０％程度

海溝型地震の長期評価

（地震調査委員会 令和4年1月1日時点）

30



全国の活断層の地震の長期評価

31



32
地震本部「長期評価による地震発生確率値の更新について」R3.1.13より
https://www.static.jishin.go.jp/resource/evaluation/long_term_evaluation/updates/prob2021.pdf

Ｓランク(高い)：３％以上
Ａランク(やや高い)：0.1～３％未満
Ｚランク：0.1％未満
Ｘランク：地震発生確率が不明

中国地方の活断層

中国地方の主な活断層
について、今後30年間
の地震発生確率（地震
調査委員会）を色分け
で図示。

それぞれの活断層での
地震発生間隔は一千年単
位の長い期間であるため、
30年という期間で確率
を示すと小さな確率の数
値になるが、近年発生し
た兵庫県南部地震や熊本
地震は活断層で発生した
地震である。



33
地震本部「長期評価による地震発生確率値の更新について」R3.1.13より
https://www.static.jishin.go.jp/resource/evaluation/long_term_evaluation/updates/prob2021.pdf

Ｓランク(高い)：３％以上
Ａランク(やや高い)：0.1～３％未満
Ｚランク：0.1％未満
Ｘランク：地震発生確率が不明

中国地方の活断層



中国地方に影響のある主な地震の長期評価

南海トラフで発生する地震

M8～9 70～80％

安芸灘～伊予灘～豊後水道の
プレート内地震

M6.7～7.4 40％程度

内陸の活断層の地震
主にM7台 ～10％程度
中国地方全体 50％

数値は今後30年間の発生確率

34



確率論的地震動予測地図
（確率の分布）の例

今後30年間に震度6弱以上の揺
れに見舞われる確率
（平均ケース・全地震を考慮）

地震動予測地図（全国）

2020年版地震動予測地図（地震調査委員会）より 35



確率論的地震動予測地図（確率の分布）
今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率（平均ケース・全地震）

地震動予測地図（中国地方拡大）

362020年版地震動予測地図（地震調査委員会）より



確率論的地震動予測地図（確率の分布）
今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率（平均ケース・全地震）

地震動予測地図（広島県拡大）

372020年版地震動予測地図（地震調査委員会）より



津波の長期評価（南海トラフ地震）

38南海トラフ沿いで発生する大地震の確率論的津波評価（地震調査委員会）より



南海トラフ巨大地震の被害想定（広島）

広島県地震被害想定調査報告書（H25.10）をもとに作成 39

× × ×

現
象

人的
・
物的

ライ
フラ
イン

生
活

経
済

最大震度６強
最大津波高 ４ｍ以上

死者・行方不明者 約１万5000人
全壊 約７万棟

電力： 停電件数 約12万軒
通信： 不通回線数 約8万回線等

避難者数： 約59万人

資産等の被害 ： 約8.9兆円
経済活動への影響： 約3.7兆円

想定地震の人的被害

想定被害者数 約15,000人

建物倒壊 津波 地震火災 その他

建物倒壊
約1000人

津波
約14000人



日本海側の津波（平成５年北海道南西沖地震）

40



日頃からの地震への備え

41



地震への事前の備え

地震にいつ起きるか分かりませんので

事前の備えが重要です。

■地震の時、その場で命を守る備え

■地震の後の安全や生活の備え

42



その場で命を守る備え 安全な場所

43

室内になるべくものを置かない「安全スペー
ス」（ものが落ちてこない・倒れてこない・
移動しない空間）を作っておきましょう。



44

家具の固定をしましょう。また、万が一倒れ
てきた場合でも、通路をふさがないような配
置を考えましょう。

その場で命を守る備え 家具の固定など

東京消防庁資料より
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その場で命を守る備え 家屋の耐震化など

家屋そのものが地震で倒壊すると、屋内に安全な場
所はなくなります。耐震診断を受けて、地震に弱い
部分をできるだけ補強しておきましょう。



46

訓練に参加しましょう。本当に地震が起こったとき
に、あわてずに身の安全を図ることができますか？
積極的に訓練に参加しましょう。

その場で命を守る備え 訓練
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その場で命を守る備え（その時） 屋内で身を守る行動

地震の揺れを感じたり、緊急地震速報を見聞きした
場合、頭部を保護して丈夫な机の下に移動するな
ど、安全スペースへの避難が重要です。

あわてて屋外に飛び出すとかえって危険です！



48

その場で命を守る備え（その時） 屋外で身を守る行動

狭い路地や塀ぎわは、瓦などが落ちてきたり、ブ
ロック塀やコンクリート塀が倒れてきたりするので
遠ざかりましょう。
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その場で命を守る備え（その時） 乗り物などの場合

鉄道やバスに乗車中なら、つり革や手すりにしっか
りつかまってください。エレベーターでは、最寄り
の階に停止させて、すぐに降りてください。



50

その場で命を守る備え（その時） 海辺にいた場合

海辺にいるときに、津波警報等を見聞きしたと
き、強い揺れや長くゆっくりした揺れを感じた
ら、速やかにより高い安全な場所へ避難。

速やかに高い所に避難 避難場所が遠い時は津波避難ビルなどに避難



津波は高さ50㎝でも恐ろしい

515151



地震の後の備え 非常用品の準備

52

避難場所での生活に最低限必要な準備をし、また負傷した
ときに応急手当ができるように準備しておきましょう。
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普段通る道に危険な場所やものがないか確認しておきましょ
う。また、地盤の弱い場所や地震によって地盤の緩んだ場所
では、降雨などにより土砂災害が発生することがあります。
前もって周囲の状況を確認しておきましょう。

地震の後の備え 避難場所、危険個所の確認
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地震の後の備え 信頼できる情報を入手
テレビ、ラジオの報道に注意してデマにまどわされないよう
にしましょう。市町村役場、消防署、警察署などからの情報
には、たえず注意しましょう。
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地震の後の備え 家族との連絡

地震が発生したときの連絡手段や集合場所について、
あらかじめ家庭で話し合っておきましょう。



地震の後の備え 避難先での生活

56



トピック 長周期地震動、津波フラッグ

57



トピック 長周期地震動

58



地震計
気象庁

S波 P波
震
源

P波検知！

緊急地震速報
解析・予測

トピック 緊急地震速報の発表基準

発表基準
震度５弱以上の強い揺れを予想した場合

＋
長周期地震動階級３以上を予想した場合

対象地域
震度４以上を予想した場合

＋
長周期地震動階級３以上を予想した地域

※令和５年２月１日より 59



トピック 長周期地震動の階級

60

長周期地震動階級３～４の揺れでは、家具の転倒・移動により大きな被害が発生す
るおそれがあることなどから、緊急地震速報の基準に加えることにしています。



トピック 長周期地震動の被害例

平成23年東北地方太平洋沖地震の震度分布

天井の落下、
床の亀裂など
360箇所が損傷、
防火戸の破損、
エレベーター全
32基中26基が
緊急停止。

大阪府咲洲庁舎

55階建

61



トピック 長周期地震動の予報

緊急地震速報の発表条件に長周期地震動が加わっても、
いざという時の対応は変わりません。

62



トピック 津波フラッグ

63



64



今日の話のまとめ

▶ 中国地方では、３つのタイプの地震による影響
を受ける可能性がある。

▶ それぞれのタイプの大きな地震の発生確率の長
期評価が地震本部から発表されている。

▶ 中国地方では、南海トラフ地震だけでなく、い
ろいろな地震によっていつ被害を受けるか分から
ない。日頃からの備えが全ての地震災害の軽減に
つながる。

65



備
え
て
い
た
こ
と
し
か
、

役
に
立
た
な
か
っ
た
。

東
北
地
方
整
備
局

「
災
害
初
動
期
指
揮
心
得
」
よ
り
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ご
清
聴
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
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