
 

 

首都圏レジリエンスプロジェクト及びデータ利活用協議会の概要説明 

～首都圏地震リスクにおける CSR から CSV の実現へ～ 

 

（平田） デ活協議会の会長に選出していただきました、国立研究開発法人防災科

学技術研究所首都圏レジリエンスセンターの平田直です。本プロジェクト全体の概

要をご説明します。 

 

1.M7 程度の地震による災害 

 M8 でも M9 でもなく、M7 とあえて書いたのは、言うまでもなく、2016 年 4 月

に発生した熊本地震災害が念頭にあるからです（図表1）。熊本地震はマグニチュー

ド 7.3 で、200 名を超える犠牲者、全壊家屋 8680 棟、半壊家屋 3 万 4430 棟の甚大

な地震災害が発生しました（図表2）。 

22 年前の阪神・淡路大震災もマグニチュード 7.3 で、大きく揺れた面積はほぼ同じ
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です（図表3）。気象庁のデータベースによれば、わが国の近辺では明治から約 150

年間で 200 回を超えるマグニチュード 7 の地震が起きています（図表4）。まれに起

きるマグニチュード 8 や、6 年前の東日本大震災を起こしたマグニチュード 9 など

の巨大地震が東京の近くで起きれば、もちろん大震災になります。しかし、それよ

り少し小さい、熊本や神戸で起きたようなマグニチュード 7 の大きな地震は、年に
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1 回ぐらいは日本のすぐ近くで起きています（図表5）。これがもし都市の近くで起

きれば、非常に大きな災害になります。 

 南関東だけを見ても、明治時代から 100 年の間に 5 回、江戸時代から 200 年の間

に 8 回程度はマグニチュード 7 程度の地震が起きています（図表6）。大正時代の関

東地震のマグニチュードは 7.9 でした。200～300 年に 1 度はマグニチュード 8 程

度の地震が起きていますが、マグニチュード 7 ぐらいの地震は普通に起きるという

のが私の認識です。 

 地震調査研究推進本部の地震調査委員会は、このデータを使い、30 年以内にマグ

ニチュード 7 程度の地震が起きる確率は約 70％であると言っています。毎年日本の

どこかで起きるような地震がもし首都圏で起きればどうなるかということは、非常

に重大な関心事です。 

 内閣府の首都直下地震対策ワーキンググループは、もし都心南部直下でマグニチ

ュード 7.3 の熊本や神戸で起きたような地震が起きれば、震度 6 弱以上の領域は 
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1 都 3 県の 3 割に及ぶと推定しています（図表7）。もしこのような地震が起きると、

犠牲者の数は最大で 2 万 3000 人、60 万棟以上が全壊・全焼失します（図表8）。 
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広範なところで多発的に火災が発生し、2 日間は燃え続けます（図表9）。半分以上

の事業所や家庭が停電になり、不安定な状態が少なくとも 1 週間は続きます。交通

は麻痺し、地下鉄は 1 週間、在来線は 1 カ月停止する可能性があると見積もってい

ます。 

 その結果として、経済的な損失は、国の予算と匹敵する 95 兆円になると考えら

れています（図表10）。これとは別に、道路寸断などの影響による被害も甚大なも
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のが予想されています。図表11は内閣府が作成したものです。被害はリング状にな

り、山手線の外側、環状 7 号線の内側辺りが大きな被害を受けると予想されていま

す。 

 東京都は木造住宅密集地域を重点的な整備区域として挙げていますが、23 区の面

積の 1 割、人口の 2 割が依然としてこういうところに住んでいるというのが実態で

す（図表12,13）。神奈川県、埼玉県、千葉県にも同様の実態があります。 
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2.地震学的には何が分かっているのか 

 地震が起きるおおよその仕組みは分かっています（図表14）。どこで地震が発生

すれば、どのぐらい揺れがあるかということも、おおよその推定はできます。従っ

て、マグニチュード 7.3 の地震が起きれば震度 6 の領域が 1 都 3 県の 3 割に及ぶと

いうことが分かるわけです。 

 わが国は、1995 年の阪神・淡路大震災の後に地震の観測を非常に強化し、世界で
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最も観測網の充実した国になりました（図表15）。防災科学技術研究所が整備・運

営している Hi-net の観測点が、約 800 点、日本中に均一にあります。しかし、首

都圏を拡大すると、図表16の左の程度しかありません。ここには 3000m の深井戸

の観測点など、非常に高精度な観測点はありますが、日本全国で 20km に 1 カ所ず

つの観測点では、首都圏はこの程度です。 

 一つ前のプロジェクトである、都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロ

ジェクトと、首都直下地震防災・減災特別プロジェクトでは、10 年かけてこの地域

に約 300 カ所の高精度地震計の観測網が整備されました。これを首都圏地震観測網

MeSo-net と呼んでいます。これにより、首都の下でなぜ地震が起きるか、どこで

地震が起きやすいかということが分かるようになってきました。この観測網は、

2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震の前にだいたい完成していたので、その

 

15  

16  



 

 

ときに首都圏がどのように揺れたかというデータも取れています（図表17）。 

 そのようなデータを使うことで、太平洋プレートとフィリピン海プレートが沈み

込んで地震が起き、地表がどう揺れるか、揺れにくいかということが分かるように

なってきました。その研究の例として、地震波トモグラフィ法による成果がありま

す（図表18）。これによって、人間ドックで人体の CT 画像を撮るように、S 波が伝

わる速度 V、減衰しにくさを表す Q というパラメーターの 3 次元的な分布もよく分
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かるようになってきました（図表19）。デジタルカメラで写真を撮るのと同じで、

観測点の密度と地震が起きる密度により、空間的な分解能には制約があります。地

震学者は、地下の様子を 10km 間隔で描き出すことができれば、よく見えたと思い

ます。太平洋プレートとフィリピン海プレートが沈み込み、両者ぶつかったところ

でひずみが発生して地震が起きやすくなるということがだんだん分かるようにな

ってきました。 

 地震学者は地下の地震のことを知りたいので、少しでも地震に近いところでとい

うことで、穴を掘って地下に地震計を設置します（図表20）。防災科研の Hi-net で

は 100～200m、場所によっては数百メートルの観測井戸を造り、地下の様子を見ま

した。一方、MeSo-net では、都心で観測するため深い井戸を掘ることが非常に難

しく、20m の井戸の底に地震計を設置しました。多くは小学校や中学校の校庭に設

置されています。小学校や中学校は、地域の防災拠点になることがあり、避難所が

開設されることもあります。しかし、何より重要なのは、小学校や中学校には将来
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の地震学者がいるかもしれないということです。図表21は、私が生徒たちに地震が

なぜ起きるのかお話ししているところです。将来地震を研究する人が 1 人でも増え

ることを願って始めました。一般的に、校庭に地震計を設置することを先生方や保

護者は歓迎しませんが、地震防災の研究のためということで、大変協力していただ

きました。 

 

3.必要な方向性 

 地震は地下で起きるので、なるべく地震に近い地下で観測したいけれども、災害

は人の住んでいる地表、建物の中で発生します。われわれがこれから目指そうとし

ているのは、地下から地表、建物、人々へということです（図表22）。 

 東日本大震災が起きたとき、首都圏では本当の意味の地震災害は発生しませんで

したが、朝まで大渋滞になり、電車も止まりました。このとき MeSo-net は 8 割方

完成しており、周期が 10 秒より長い長波長の地震の波が伝わる様子を非常にきれ
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いに観測することができました（図表23）。一部ですが、建物の中でも観測してい

ます。高層ビルではない普通の建物は、10～20 秒ではなく、1 秒～数秒の周期帯の

揺れが非常に重要です。これから私たちが目指そうとしているのは、地下から構造

物の揺れを研究すること、そして、長い波長ではなく、短周期の波長まで揺れを正

しく観測することです。 

 内閣府が発表した被害の分布はリング状になっています（図表24）。それは、そ

こに木密地帯がたくさんあるということです。、もう一つ重要な要素は、川が埋ま

ったようなところがあるということです。首都圏には、かつての河川を埋め立てた

ような地域がたくさんあって、地盤の軟らかい揺れやすいところになっています。。 
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 図表25は、文京区を東西で切った断面図です。上野があり、堆積層が非常に厚い

ところの縁に山手線があり、西の方に行くと武蔵野台地という割と硬い岩盤があり

ます。間には谷がたくさんあり、非常にでこぼこしているので、場所が 1～2km 違

うと揺れは大変異なります。 

 MeSo-netの地震計は首都圏に300カ所、平均2～3km間隔で設置してあります。

しかし、文京区だけを拡大すると、図表26の程度しかありません。しかし、この間

にはたくさんの建物があり、多くの人が住んでいます。ここで大震災が発生したと

きに、どこの被害が一番大きいか、どこに救援しなければならない人たちが大勢い

るかということをいち早く知るには、この程度の観測点の分布では不十分です。 

 

4.地域の防災力の向上 

 そこで、これから私たちは、地域の防災力の向上（for Resilience）ということで、
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forR という標語を使っていきたいと思っています（図表27）。 

 もし首都圏に適切なモデルと観測点があれば、スーパーコンピューターを使うと

1 棟 1 棟がどのように揺れるかを予測することができます。図表28は、阪神・淡路

大震災の JR 鷹取で観測された地震波を一様に入力して、首都圏を揺らしたシミュ

レーションの結果です。しかしこれはフィクションです。私たちが目指したいのは、

首都圏の本当の揺れのデータから 100 万棟の揺れを即時把握し、被害を予測し、そ

して対策を講じることです。そのために三つのサブプロジェクトを構成し、社会科
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学的な研究、理学的な研究、工学的な研究を進めたいと思っています（図表29）。 

 さらに重要なことは、本日、皆さまにお集まりいただいたデ活協議会を運営し、

これまで企業・団体が担ってきた社会的責任（CSR）から共通価値の創造（CSV）

に活動を進めることです（図表30）。 

 いつかは分かりませんが、マグニチュード 7 程度の地震が首都圏で起きることは
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明らかです（図表31）。地震学的にはおおよそのことは分かっていますが、地下か

ら地表、建物、人へ、この研究を進化させる必要があります。地域のレジリエンス

力を向上させるため、企業・組織の皆さんにデ活に参加していただき、防災分野の

新たな価値を創造していきたいと考えています。 
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