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1. はじめに 
 

大成リアルタイム地震防災システムは、地震発生時

に気象庁の緊急地震速報を受信し、その地震速報を利

用して、地震の大きな揺れが到達する前に、揺れの大

きさと到達時刻を予測・配信するシステムである。大

成建設技術センターでは、2005 年 3 月から本システム

の試験運用を開始し、現在まで多くの実証データを取

得するとともに、様々なノウハウを蓄積している。以

下では、本システムの概要、効果の検証事例、今後の

課題と展開について紹介する。また，関連研究への取

り組みとして，緊急地震速報をプラント施設の緊急停

止システム等へ利用するため，地震リスクマネジメン

ト手法に基づく，情報の不確実性を考慮した合理的な

停止判定方法を検討した結果と，緊急地震速報を高度

な機器制御等へ応用することを目的として、地震動強

さだけではなく，入力地震動波形を推定するシステム

構築へ向けて検討を行った基礎研究の成果を紹介する。 
 

2. システムの概要 
 

気象庁では、震源近くの地震計が地震の縦揺れ（Ｐ

波）を検知すると、直ちに地震の起きた場所と規模を

推定し、その情報を緊急地震速報として配信するシス

テムを整備し、2004 年 2 月から試験運用を開始してい

る。2006 年 8 月 1 日から、特定利用者向けに本運用が

始まる予定である１）。 
大成リアルタイム地震防災システムは、地震発生時 

に気象庁の緊急地震速報を受信し、その地震速報を利

用して、地震の大きな揺れが到達する前に、揺れの大

きさと到達時刻を予測・配信するシステムである。図-
１に示す通り、パソコン表示システム、警告灯点灯シ

ステム、電光掲示板表示システム、緊急館内放送シス

テム、携帯メール配信システムなどのメニューにより

構成している。 
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図-1 大成リアルタイム地震防災システムの構成 
Fig.1 Taisei real-time earthquake information system 

 

図-2 パソコン表示システム 
Fig.2 Warning information for personal computers 

＊１ 技術センター建築技術研究所防災研究室 
＊２ 技術センター技術企画部情報技術室 
＊３ 技術センター土木技術研究所土木構工法研究室 
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本システムの特徴は、気象庁からの緊急地震速報を

基に、全国一律の評価ではなく、想定地点における地

盤データや過去の地震観測記録を分析し、揺れの予測

精度を高めている点にある。更に、今後発生が懸念さ

れる、東海地震や東南海地震等の大地震については、

あらかじめ震源位置やマグニチュードのデータベース

を構築しておき、どの地震が発生したかを瞬時に推定

表示するシナリオ地震判定機能も有している。 
オフィス等のパソコンを常時使う環境では、パソコ

ン表示システムが有用であり、平常時はパソコンを通

常業務に使用し、警報を受信した場合のみ、図-2 に例

示する通り警告が画面上にポップアップ表示される。

表示内容は、日本地図上にプロットした地震発生場所、

想定地点における震度、地震動が到達するまでの余裕

時間である。余裕時間は、カウントダウン表示される。

想定地点としては、システム設置場所の他に、全国の

支店や事業所等の複数地点が設定可能で、これらの地

点の震度情報も表示される。  
工事作業所や工場で作業員の安全避難や危険作業中

止に使う場合は、警告灯点灯システムや、電光掲示板

表示システム、緊急館内放送システムなどが有用であ

る。警告灯点灯システムは、推定震度に応じて点灯色

を変えることが可能である。緊急館内放送システムは

音声による警報であり、広い範囲に一度に警報配信出

来るが、他の警報システムに比べて情報伝達に時間を

要するため、簡潔な音声表現を工夫する必要がある。 
携帯メール配信システムは、配信に遅れがあるため，

警報配信の速さの点では他の表示システムに劣るが、

地震時に離れた場所にいる関係者へも連絡して緊急集

合を促す等、初動体制の早期確立に有用と考えられる。 
 

3. 効果の検証 
 

当社技術センターでは、2005 年 3 月から本システム

の試験運用を開始している。本館オフィスでは社員全

員にパソコン表示システムを導入し、同時に構造実験

棟や化学実験室など研究・実験施設には警告灯点灯シ

ステムを設置し、現在まで多くの実証データを取得す

るとともに、様々なノウハウを蓄積している。 
当社では、1996 年から大成地震観測ネットワークを

構築し、技術センターと全国の支店を中心に地震計を

設置して地震観測を行っており、これらの地震観測記

録とリアルタイム地震防災システムの警報配信記録を

比較することで、地震動到達までの余裕時間や推定震

度を検証している。 

システム運用中の 2005 年 7 月 23 日に千葉県北西部

で発生した地震の震源と観測点の位置を図-3 に、各地

の地震動到達までの余裕時間を比較して図-4 に示す。

緊急地震速報では、地震規模や発生位置の推定値が、

ある設定範囲以上更新される毎に情報配信されるが、

本事例では速報性と推定精度を勘案して、第３報受信

時に警報配信を行った。 
新宿観測点までの震央距離は 83.9km、余裕時間は約

8 秒、技術センターのある戸塚までの震央距離は

92.4km、余裕時間は約 9 秒であった。湯河原と静岡で

は、それぞれ約 16 秒と約 25 秒の余裕時間が得られた。

ただし、実際の地震のマグニチュードは 6.0、震源深さ

 
図-3 震源と観測点の位置 

Fig.3 Earthqueke epicenter and observation stations 
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図-4 各観測点の余裕時間と震度 
Fig.4 Comparison of arrival time of seismic waves and 

seismic intensity at each observation stations  
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は 73km であったが、第３報受信時のマグニチュード

と震源深さの推定値は 5.0 と 64km であったため、各地

の震度の推定値は実際よりも１程度小さく評価された。 
筆者等の何人かは、技術センターのオフィスで、地

震速報がパソコンに表示された後、地震の揺れが到達

するのを体験し、本システムの有用性を実感した。 
 

4. 防災意識の向上 
 

 緊急地震速報では、地震動が到達するまでの余裕時

間は、数秒から数十秒程度と短いため、何の前知識も

なく警報を受け取っても、有効に利用するのは困難と

考えられる。地震時の避難安全性を高めるには事前に

訓練をして、場所や状況に応じた対応をマニュアル化

しておくことが望ましい。 
当社技術センターで 2005 年 9 月 11 日に、本システ

ムを利用して防災訓練を行った際の状況を写真-1 に示

す。一定の震度以上の時には、１）オフィスで作業を

している社員は、地震の揺れが収まるまで机の下に避

難して身の安全を守る。２）火気や薬品を使った化学

実験室では、危険な場所から離れたり、火を消したり

する。３）構造実験棟等でクレーンを使用している時

には、クレーンを停止したり、吊り荷から出来るだけ

離れる等、場所や状況に応じた対応を実際に訓練した。 
このような訓練は、日常生活で忘れられがちな地震

に対する危機意識を呼び起こし、防災意識を向上させ

る上でも有効である。 
 

5. 今後の課題 

 

 緊急地震速報は、直下型地震のように震源近傍では

地震動到達前に警報配信が間に合わないという、シス

テムの原理上の問題がある。また、地震規模や震源位

置を短時間で推定するため、その精度にもばらつきが

ある。更に、地震規模と震源位置から想定地点におけ

る震度推定を行う際にも精度にばらつきが生じる。こ

のため、工場での製造ラインを停止する等の、機器制

御を緊急地震速報だけで行うのはリスクがある。震度

推定精度を高める技術開発は、今後も継続的に重要な

課題である。当面は、現地に設置したセンサー等と併

用して、リスクを低減する方法も有用と考えられる。 
頻度は少ないが誤報が配信される場合もあり、誤報

に対する対応も重要である。震源近くの１ヶ所の地震 
計だけで地震情報の推定が行われた場合は、地震計の

不良やノイズ等による誤判断の可能性があるため、２

ヶ所以上の地震計で地震情報が推定された場合のみ警

報に使用するという対処法も考えられる１）。要求され

る精度と速報性を勘案して判断する必要がある。 
 また、いざという時に確実に警報配信出来るように、

緊急地震速報の受信・配信サーバと、緊急地震速報の

配信元及び配信先となる各種警報システムとの接続状

態を常時監視すると共に、各機器の動作確認を定期的

に行い、不具合がある場合は管理者へ通報する等の機

能を備えておく必要がある。 
 

6. 関連研究への取り組み 

 

 

（a）電光掲示板表示 

 

（b）机の下への避難 

 
（c）化学実験室での消火 

写真-１ 防災訓練での利用状況 
Photo 1. Training use of real-time earthquake information for 

disaster prevention 
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6.1 製造施設等の制御への利用に関する研究 

値(ﾘｽｸ)＝Σ(発生確率×(物的損失額＋事業損失額))＝43.0 

緊急地震速報の利用の一分野として、プラント施設

や製造装置における緊急停止システムや生産ライン制

御などへの利用が考えられている。そこでは、自前の

地震検知手段を持たなくても、主要動の到達前に機器

装置の制御のアクションを起こせるというメリットが

期待される。しかし一方では、稼動中の機器装置を緊

急に停止させたときに大きな事業損失が生じるような

場合には、停止させる必要のない小規模の地震動で作

動（不適切作動）させてしまうリスクもある。製造施

設等の制御への利用に当たっては、緊急地震速報に基

づく地震動予測における不確実性の問題が大きな課題

となる。ここでは、地震リスクマネジメント手法を用

い、不確実性を伴う緊急地震速報の合理的な利用法に

ついて検討した結果を述べる2）。 
6.1.1 最適トリガーレベルの評価方法と考え方 
図-５は、プラント施設を例にとり、緊急停止の効果

をイベントツリーで評価する方法を示したものである。

本例では、地震動強度αに対する施設の損失額の期待

値（リスク）は、緊急停止なしの場合は 43.0 となる。

緊急停止ありの場合は、不適切作動による損失（無被

害の帰結の事業損失額として最上段に計上されている

10）を考慮しても 23.9 となり、緊急停止の効果 
はあると判断できる。このような損失額の評価を地震

動強度αごとに行っていくと、図－６に示すような２

つのロス関数が求まる。図より、ある大きさの地震動

のところ（図中破線矢印）で２つのロス関数は交差し、

その地震動以下では緊急停止なしの方がリスクは小さ

く、それ以上では逆になる。つまり緊急停止は双方の

ロス関数の交点以上の地震動に対して実行するのが、

損失額を最小に抑えるという観点から合理的である。

この地震動の大きさを、緊急停止に最適なトリガーレ

ベルとすればよい。 
6.1.2 緊急地震速報を利用したトリガーの評価 
緊急地震速報を利用して特定の地点での地震動の大

きさを予測するには、緊急地震速報に含まれる震源情

報と、地震動が震源から対象地点へ至る間に減衰する

程度を関係付ける経験式である距離減衰式とを用いる。

したがって、対象地点の地震動の推定値には、緊急地

震速報における震源情報に関する誤差と、距離減衰式

に関する誤差の、２種類の誤差が含まれることになる。

そこで、緊急地震速報が配信されたとき、施設等の緊

急停止を行うか行わないか、上述した最適トリガーレ

ベルに照らし合わせて判断するときには、この地震動

の推定値に含まれる不確実性を適切に考慮した判断方

法を用意しておく必要がある。 
具体的な方法として、まず、緊急地震速報と距離減衰式か

らλという大きさの地震動が予測されたとき、その真値はど

のようにばらつくかという確率密度関数f(α;λ,ζ)（ζはばらつ

きを表す）を設定する。f(α;λ,ζ)は、これまでに緊急地震速報

で配信された震源情報の誤差に関する実績や、距離減衰式の

ばらつきに関する統計値などから予め算定しておくことが可

能である。これを緊急停止なしとありのロス関数h(α) 、hS(α)

とそれぞれ掛け合わせて積分し、緊急停止なしとありとで損

失額の期待値を計算する。前者が後者より大きければ緊急停

 (a) 緊急停止なし 

期待値(ﾘｽｸ)＝Σ(発生確率×(物的損失額＋事業損失額))＝23.9 

(b) 緊急停止あり 

図-５ イベントツリーによる緊急停止の効果 
Fig.5 Event Tree model 

図-６ ロス関数と地震動の不確実性 
Fig.6 Seismic loss function 
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止を実行し、後者の方が大きければ緊急停止しない。これに

より、地震動予測の不確実性を考慮した合理的な判断ができ

るものと考えられる。 

6.2 入力地震動のリアルタイム波形推定に関する研究 

気象庁の緊急地震速報は，マグニチュードと震源位

置情報から成り，想定地点の地震動強さの推定には，

距離減衰式が一般に用いられる。本節では，緊急地震

速報を高度な機器制御等へ応用することを目的として、

想定地点の入力地震動波形を推定するシステム構築へ

向けて基本的検討を行った結果について紹介する3）。 
6.2.1 推定手法 
リアルタイムな入力地震動波形推定のため，マグニ

チュードと震源位置情報に加え，震源近傍の観測波形

の利用を想定する。具体的には，震源近傍と想定地点

間の地震動の伝達特性を予め調べて数値モデル化して

おき，地震時にはこの伝達特性モデルを使い，震源近

傍の観測波形を入力とし，想定地点の地震動波形を出

力としたリアルタイム推定を行う。 
 震源近傍の観測波形を ，想定地点における地震

動波形を とする時，2 点間の伝達特性を以下の状

態方程式で表現する。 

)(iu
)(iy

)()()1( iuBiXAiX ⋅+⋅=+   (1) 
)()()( iuDiXCiy ⋅+⋅=   (2) 

ここで， i は時間ステップを表し， は状態ベクト

ルで次元 はモデル次数と一致する。伝達特性が状態

方程式で記述出来れば，サンプリング周期 1 ステップ

分の時間遅れで，想定地点での地震動波形の推定が原

理的に可能である。先ず 1 入力 1 出力系として部分空

間法で同定を行った

)(iX

n

4）。 
6.2.2 地盤モデルと断層モデル 
 2 層地盤モデルを対象に基本的な検討を行った。表-1
に諸元を示す。長さ 13km×幅 6.5km の M6 クラスの垂

直断層を想定し，断層上端を深さ 1km の表層地盤下面

に合わせ，震源位置は中央で深さ 5.875km とした。 
ライズタイム 2 秒，すべり変位 0.6m とし，等辺 3 角形

のすべり速度関数を使用した。本例では横ずれ断層を

想定し，破壊速度が 2.4km/s の一様破壊とした。先ず，

表面波が卓越すると考えられる周期数秒の範囲に着目

し，1 秒以上の周期成分に対して計算を行った。 
6.2.3 地震動の伝播性状 
図-7 に断層との位置関係を示す，D1～D5 の各測線上

に，震央距離が 200km までの速度波形を 25km 毎に計

算した。横ずれ地震に対する測線 D5 上の波形を図－8
に例示する。距離が離れるに従い，地震動の継続時間

が伸びて長周期成分が優勢に現れる。 

表－1 地盤モデル 
Table 1 Parameters of soil structure 

1 2.0 2000.0 1.0 100.0 1000.0 1.0 50.0 1000.0

2 3.0 6000.0 1.0 1000.0 3000.0 1.0 500.0 ∞

密度
（103kg/m3)

Vp
(m/s)

Fp Qp
Vs

(m/s)
Fs Qs

層厚
(m)

13km

8/π

D3

D5
D4

D2

D1

 
図-7 断層と波動伝播方向 

Fig. 7 Fault plane and directions of wave propagation 
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図-8 地震動の伝播性状（横ずれ D5 測線） 
Fig.8 Seismic wave propagation along D5 line in case of 

strike slip fault movement 
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（a）50km 地点のフーリエ
スペクトル振幅 

（b）50km 地点と 100km 地
点のフーリエスペクトル
振幅比 

D1 D2 D3 D4 D5

図-9 地震動のフーリエスペクトル振幅と振幅比 
 Fig.9 Fourier spectrums and its ratio 
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D1～D5 各測線上の震央距離 50km 地点のフーリエ振

幅を比較して図－9(a)に示す。震源スペクトルの影響と

考えられる節が 0.25Hz 付近に見られ，更にラディエー

ションパターンの影響で，方向によりスペクトル振幅

に差が見られ、D3 方向で極小値を示している。 
D1～D5 各測線上の震央距離 50km 地点と 100km 地

点のフーリエ振幅比を比較して図-9(b)に示す。スペク

トル振幅が極小値を示した D3 方向を除くと，方向に

よらず比較的安定した伝達特性を示している。 
6.2.3 部分空間法による地震動波形の推定 
図-8 の各測定点間の地震動波形には，大きな時間遅

れ（むだ時間）が存在する。大きなむだ時間を含むデ

ータ間の伝達特性を直接同定するのは困難であり，リ

アルタイムに地震動波形を推定する上で障害となる。

そこで，むだ時間の影響を消去するため，波形の最初

のピーク位置に着目し，このピーク位置が各測定点で

概ね一致するように，時間軸をずらせて，図－8 中に

示した位置で 150 秒間のデータを抽出した。 
  図-10 に横ずれ地震に対して，Love 波の卓越が想定

される接線方向成分について，50km 地点の観測波形を

入力とした 100km，150km，200km 地点の波形推定結

果を示す。100km 地点の推定波形は，形状・最大値共

に観測波形と良い対応を示すが，距離が離れるにつれ

て特に波形後半部の推定精度が低下している。尚，伝

達特性モデルの次数は４次で統一した。 
6.2.4 まとめ 
 震源近傍の観測波形と，同定した伝達特性モデルを

利用し，想定地点の入力地震動波形をリアルタイムに

推定する手法を提案し，その有効性を比較的簡単な例

題で検証した。様々な断層規模や破壊速度，破壊形式

に対する伝達特性の変動やロバスト性，実地震動に対

する適用性は，今後更に検討を進める予定である。 
 

7. おわりに 

 

 緊急地震速報の利用にあたっては、前述したような

課題はあるが、例え 10 秒前でも、地震が来ることが予

めわかれば、身構えたり、机の下に避難したり、ガス

を止めたり、パニックに陥らずに身の安全を守れる可

能性が格段に高まる効果が期待される。 
オフィスや学校などの防災と安全な避難、工事作業

所や電子・デバイス工場等での危険作業の停止、病院

での手術時の安全確保等に活用するなど、避難安全性

を高め、事業継続性を確保するための有効な技術とし

で、気象庁の本運用開始に合わせて本システムの検証

と展開を更に進めていく予定である。 
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図-10 横ずれ地震波形推定（接線方向） 
Fig.10 Wave form estimation for strike slip fault movement 

in transverse direction 
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