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2 地震・津波 

2.1 九州・山口県における災害の特徴と留意点 

（1）わが国は大きな地震･津波災害の多発地域 

わが国は、世界的に見ても地震が特に集中して発生する地域の一つです。東日本大震

災をもたらした「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」のような海溝型の巨大地

震や、「平成28年（2016年）熊本地震」のような活断層による陸域の浅い地震がしばし

ば発生して、大きな被害が発生しています。 

 

（2）南海トラフの地震への警戒が必要 

駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の

南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までの

フィリピン海プレート及びユーラシアプレー

トの境界が接する海底の溝状の地形を形成す

る区域を「南海トラフ」といいます。この南

海トラフ沿いでは、概ね100年～150年間隔で

プレート境界を震源域とする大規模地震が繰

り返し発生しています。この地震を「南海ト

ラフ地震」といいます。前回の南海トラフ地

震（昭和東南海地震（1944年）および昭和南

海地震（1946年））が発生してから既に70年

以上が経過しており、次の南海トラフ地震発

生の切迫性が高まってきています。 

政府の中央防災会議は、科学的に想定される最大クラスの南海トラフ地震（以下、

「南海トラフ巨大地震」という）が発生した際の被害想定を公表しています。この被害

想定によれば、南海トラフ巨大地震がひとたび発生すると、太平洋沿岸を中心に、地震

の揺れや津波による甚大な被害をもたらすおそれがあります。九州・山口県では、宮崎

南海トラフ沿いの巨大地震想定震源域（波源域相

当、中央防災会議）と昭和の南海・東南海地震の

震央 

地震のタイプ 世界の地震の分布と主なプレート 
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県、大分県、山口県の一部で震度6強以上の強い揺れが、また南海トラフに面した大分

県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部および種子島・屋久島地方では10メートル以上

の高さの津波が襲うと想定されています。 

南海トラフ巨大地震による揺れや津波により大きな被害が想定されている地域は、市

町村単位で「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定され、国、地方公共団体、関係

事業者等が、それぞれの立場から予防対策や津波避難対策等の地震防災対策を推進する

こととされています。津波については津波が到達するまでの時間と避難に要する時間と

の関係で、避難が間に合わない地域では、特別な対応をとることとなっています。 

このように発生が切迫している南海トラフ巨大地震の防災計画を各機関が策定する際

に参考にできるよう平成31年3月には内閣府から「南海トラフ地震の多様な発生形態に

備えた防災対応検討ガイドライン第1版」（令和3年5月一部改訂）が発表され、同年5月

には中央防災会議により「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」が策定され、各機関

が取り組むべき具体的な対策や目標などが定められています。 

 

（3）津波は大きな被害をもたらすが、迅速な避難で命を守ることは可能 

海底下で大きな地震が発生すると、断層運動により海底が隆起もしくは沈降します。

これに伴って海底から海面までの海水が変動し、大きな波となって四方八方に伝播する

ものが津波です。特に海溝型の地震では海底で大きな地殻変動（断層のずれ）が発生す

るため、大きな津波が発生します。「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」のよ

うに巨大津波が発生することがあります。津波は非常に大きな破壊力を持っているこ

と、震源に近い場合には短時間で到達することから、直ちにより高い場所へ避難するこ

とが命を守るための唯一の手段と言っても過言ではありません。このため、大津波警

報・津波警報の発表時はもちろん、強い揺れやゆっくりとした長い揺れを感じた時に

も、津波警報の発表を待たずに直ちに安全な高台に避難することが重要です。  

 

（岩手県大船渡市）            （宮城県女川町） 

平成23年（2011年）3月11日に発生した東日本大震災の津波の被害 
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（4）日本中どこでも発生する可能性がある陸域の浅い地震 

日本には多くの活断層があり、九州・山口県にも活断層が多く存在しています。大き

な被害をもたらした「平成28年（2016年）熊本地震」は、布田川断層帯、日奈久断層帯

の活動によるものと考えられます。  

陸域の浅い地震を起こす活断層は、数千年以上といった非常に長い間隔で活動しま

す。 

政府の地震調査研究推進本部では、規模の大きい地震が発生する可能性のある全国

114の主要な活断層帯について、場所の特定、過去の活動履歴を調査し、将来発生する

地震の長期的な発生の予測（長期評価）を行っています。 

この長期評価では、30年以内に活断層が活動して地震が発生する確率によりランク付

けを行っています。九州・山口県でも30年以内の地震発生確率が3パーセント以上と評

価されているＳランク（高い）の活断層が8か所あります。一見すると、確率が低いよ

うに思えるかもしれませんが、火災で罹災する確率よりも高い数値です。 

また、このほかにも確率が不明の活断層や評価の対象となっていない活断層、さらに

は存在が知られていない活断層もあり、これらが活動する可能性も否定できず、まさに

日本国内はどこででも大きな地震が発生する可能性があるといえます。 

 

平成28年（2016年）熊本地震で崩れた道路 

（熊本県南阿蘇村中松） 

平成28年（2016年）熊本地震で被害を受けた宇土

市役所（熊本県宇土市） 
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（5）遠地で発生した地震による津波の影響 

津波は、国内で発生する地震による

もの以外に、海外で発生した地震によ

る津波が太平洋を横断して日本列島の

太平洋側に到達して被害をもたらす場

合があります。昭和35年（1960年）に

は「チリ地震」に伴う津波により死者

122人、行方不明20人、住家全壊1599

棟など（日本被害地震総覧より）、東

北地方の太平洋沿岸（三陸地方）を中

心に大きな被害が発生しました。九州

の太平洋沿岸にもこの津波は到達し、

奄美地方など九州南方の島嶼部から沖縄にかけて、多くの被害をもたらしました。 

平成22年（2010年）にもチリで発生した地震による津波が九州にも到達し、高いとこ

ろで1メートル程度の津波が観測されました。 

 

九州・山口県の主な活断層の分布と長期評価によるランク 

※活断層の長期評価では、活断層の位置や、その活断層が活動した際に発生する最大級の地震の規模、その地
震が今後30年以内に発生する確率（ランク）を示しています。 

※30年以内に発生する確率が小さいからと言って、地震が起こらないとは限りません。また、確率が高いもの
が先に起こると考えるのも誤りです。 

昭和35年（1960年）チリ地震の津波による被害 

青森県八戸市 ＜気象庁技術報告より＞ 
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（6）地震津波災害を防ぐためには、迅速な行動、日ごろからの訓練が大切 

地震や津波から身を守るためには、緊急地震速報や津波警報等を見聞きしたり、大き

な揺れを感じた場合はすぐに危険回避の行動が必要です。迅速な対応が必要であること

から、気象台の情報を待たずに自らの判断で行動を起こすことも認識しておく必要があ

ります。このため、日ごろから訓練などを行って的確な行動がとれるよう備えておくこ

とも重要です。 

 

遠地で発生した地震による津波が日本に到達するまでの時間 
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2.2 地震・津波に関する情報の概要 

気象庁では、震源の近傍で地震の発生をとらえてから、時間経過とともに発生した地

震に関する各種の防災情報を発表します。 

また、地震が発生した場所と地震の規模がわかれば、津波の発生の有無および津波が

発生する場合には到達が予想される時刻と津波の規模（高さ）をある程度の確度で予測

できます。これにもとづき、気象庁では津波警報・注意報や津波に関する情報を発表し

ます。 
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2.3 津波に関する防災気象情報 

（1）大津波警報、津波警報、津波注意報 

地震が発生した時は地震の規模や位置をすぐに推定し、これらをもとに沿岸で予想さ

れる津波の高さを求め、津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生して

から約3分を目標に津波予報区ごとに大津波警報、津波警報または津波注意報を発表し

ます。なお、大津波警報は特別警報に位置づけています（特別警報の伝達については、

Ｐ16「1 防災気象情報の伝達」を参照）。 

九州・山口県は16の津波予報区に区分されます。区域図は資料（Ｐ94）に掲載してい

ます。  

津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は数値で発表します。た

だし、地震の規模（マグニチュード）が8を超えるような巨大地震は地震の規模を2、3

分以内に精度よく推定することが困難であることから、最初に発表する津波警報等で

は、その海域における最大の津波想定等を元にして、津波の高さを定性的表現（「巨

大」や「高い」）で発表します。予想される津波の高さを定性的表現で発表した場合

は、地震発生からおよそ15分程度で正確な地震の規模を精度良く求められるようになる

ことから、その規模が精度良く求められた時点で津波警報を更新し、予想される津波の

高さを数値で発表します。 

津波警報等の留意事項 

津波警報等の利用にあたっては、以下の点に留意する必要があります。 

・沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に間に

合わない場合があります。沿岸部で大きな揺れを感じた場合は、津波警報等の発表を

待たず、直ちに避難行動を起こす必要があります。 

・津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果にもとづき、内容を更新する場合

 津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生してから約3分を目標に 

大津波警報、津波警報または津波注意報を発表 

 津波警報・注意報の種類 

  ※「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波がなかったとした場合の潮位
との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

数値での発表

（津波の高さ予想の区分）

１０ｍ超

(10ｍ＜予想高さ)

１０ｍ

(5ｍ＜予想高さ≦10ｍ)

５ｍ

(3ｍ＜予想高さ≦5ｍ)

３ｍ

(1ｍ＜予想高さ≦3ｍ)

１ｍ

(0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ)

木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き

込まれます。沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高

台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。

想定される被害と取るべき行動

標高の低いところでは津波が襲い、浸水被害が発生し

ます。人は津波による流れに巻き込まれます。沿岸部

や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安

全な場所へ避難してください。

海の中では人は速い流れに巻き込まれ、また、養殖い

かだが流失し小型船舶が転覆します。海の中にいる人

はただちに海から上がって、海岸から離れてくださ

い。

津波

警報

予想される津波の高さが高いところで１

ｍを超え、３ｍ以下の場合
高い

津波

注意報

予想される津波の高さが高いところで

0.2ｍ以上、１ｍ以下の場合であって、

津波による災害のおそれがある場合

（表記

しない）

種類 発表基準

発表される津波の高さ

巨大地震の

場合の発表

大津波

警報

予想される津波の高さが高いところで３

ｍを超える場合
巨大
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があるため、最新の情報を入手し利用する必要があります。 

・津波警報等の発表や津波観測の状況について公衆に十分に周知されていると判断でき

る場合、津波の高さが津波注意報発表基準に相当しても、防災上問題ないと考えられ

るため、津波注意報の解除を行うことがあります。 

 

（2）津波情報 

津波情報の種類 

  情報の種類 発表内容 

津
波
情
報 

津波到達予想時刻・予想される津
波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さを5段階の数値
（メートル単位）または2種類の定性的表現で発表 
［発表される津波の高さの値は、津波警報等の種類と発表される津波の高さ
などを参照］ 

各地の満潮時刻・津波到達予想時
刻に関する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表※1 

沖合の津波観測に関する情報 
沖合で観測した津波の時刻や高さ、および沖合の観測値から推定される沿岸
での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表※2 

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表 

発表中の津波警報等 発表基準 発表内容 

大津波警報 
観測された津波の高さ＞1m 数値で発表 

観測された津波の高さ≦1m 「観測中」と発表 

津波警報 
観測された津波の高さ≧0.2m 数値で発表 

観測された津波の高さ＜0.2m 「観測中」と発表 

津波注意報 （すべて数値で発表） 数値で発表（津波の高さがごく小さい場合は「微弱」と表現） 

最大波の観測値の発表内容（表Ａ） 

※1 津波観測に関する情報の発表内容 

・沿岸で観測された津波の第一波の到達時刻と押し引き、およびその時点における最大波の観測時刻と高さを

発表します。 

・最大波の観測値については、観測された津波の高さが低い段階で数値を発表することにより避難を鈍らせる

おそれがあるため、当該津波予報区において大津波警報または津波警報が発表中であり観測された津波の高さ

が低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝えます。（表Ａ） 

 

発表中の津波警報等 発表基準 発表内容 

大津波警報 
沿岸で推定される津波の高さ＞3m 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦3m 沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値は「推定中」と発表 

津波警報 
沿岸で推定される津波の高さ＞1m 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦1m 沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値は「推定中」と発表 

津波注意報 （すべて数値で発表） 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表  

最大波の観測値および推定値の発表内容（表Ｂ） 

津波警報等を発表した場合には、 

津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどを津波情報で発表 

※2 沖合の津波観測に関する情報の発表内容 

・沖合で観測された津波の第一波の観測時刻と押し引き、その時点における最大波の観測時刻と高さを観測点

ごとに、およびこれら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値（第一波の到達時刻、最大波の到達時刻と

高さ）を津波予報区単位で発表します。 

・最大波の観測値および推定値については、観測された津波の高さや推定される津波の高さが低い段階で数値

を発表することにより避難を鈍らせるおそれがあるため、当該津波予報区において大津波警報または津波警報

が発表中であり沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」（沖合での観測値）または

「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝えます。（表Ｂ） 



 

九州･山口県防災気象情報ハンドブック 2022 

 

 

防災気象情報の解説 地震･津波 

－59－ 

 

津波情報の留意事項 

津波情報に含まれる内容については、利用にあたって以下の点に留意する必要があります。 

ⅰ） 津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報 

・津波到達予想時刻は、津波予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻です。同じ

予報区のなかでも場所によっては、この時刻よりも数十分、場合によっては1時間

以上遅れて津波が襲ってくることもあります。 

・津波の高さは、一般的に地形の影響などのため場所によって大きく異なることか

ら、予想される津波の高さより局所的に高くなる場合があります。 

ⅱ） 各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報 

・津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなる場

合があります。 

ⅲ） 津波観測に関する情報 

・津波による潮位変化（第1波の到達）が観測されてから最大波が観測されるまでに

数時間以上かかることがあります。 

・場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達してい

るおそれがあります。 

ⅳ） 沖合の津波観測に関する情報 

・津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸ではさらに高くなります。 

・津波は非常に早く伝わるため、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから

沿岸に津波が到達するまで5分とかからない場合もあります。また、地震の発生場

所によっては、情報の発表が津波の到達に間に合わない場合もあります。 

 

（3）津波予報 

津波警報等の解除後も若干の海面変動が継続する場合または0.2m未満の海面変動が予

想される場合には、津波による災害のおそれがない旨を津波予報で発表します。また、

津波が予想されない場合は津波の心配がない旨を地震情報に含めて発表します。 

 

（4）津波の高さと予想される被害の関係 

津波は、通常の波浪と違って海底から海面までの海水が大きな水の「かたまり」と

なって伝わってくる波長の長い波です。波の押し引きにより激しい流れが発生し、家屋

などの建造物や船舶・養殖筏など海岸の近くや海上、海中にある物に被害が発生しま

す。  

家屋被害については、建築方法などによって異なりますが、木造家屋では浸水1メー

トル程度から部分破壊が起き始め、2メートルで全面破壊に至りますが、浸水が50セン

 
地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合に津波予報を発表 
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チメートル程度であっても水に流れがあることから船舶や木材などの漂流物の直撃に

よって被害が出る場合があります。また、人体に対しては、20センチメートル程度の高

さの津波でも人が流されるおそれがあります 。 

 

津波波高と被害程度（首藤（1993）を改変）  

※気象庁ホームページより（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/faq/faq26.html） 
※津波波高(m)は、船舶、養殖筏など海上にあるものに対しては概ね海岸線における津波の高さ、家屋や防潮
林など陸上にあるものに関しては地面から測った浸水深となっています。 

※上表は津波の高さと被害の関係の一応の目安を示したもので、それぞれの沿岸の状況によっては、同じ津波
の高さでも被害の状況が大きく異なることがあります。 

※津波による音の発生については、周期5分～10分程度の近地津波に対してのみ適用可能です。 

検潮所における津波の高さと浸水深、痕跡高、遡上高の関係 

※海岸から内陸へ津波がかけ上がる高さを「遡上高（そじょうこう）」と呼んでいます。 
「遡上高」は気象庁が発表する「予想される津波の高さ」と同程度から、高い場合には4倍程度までになる
ことが知られています。  



 

九州･山口県防災気象情報ハンドブック 2022 

 

 

防災気象情報の解説 地震･津波 

－61－ 

 

「津波フラッグ」について 

 

令和2年6月24日から海水浴場等で、赤白の格子模様の旗である「津波フラッグ」によ

り、大津波警報、津波警報、津波注意報（以下、「津波警報等」という）が発表された

ことをお知らせする取組が行われています。 

津波警報等は、テレビやラジオ、携帯電話、サイレン、鐘等、様々な手段で伝達され

ますが、令和2年夏から海水浴場等で「津波フラッグ」による視覚的伝達が行われてい

ます。「津波フラッグ」を用いることで、聴覚に障害をお持ちの方や、波音や風で音が

聞き取りにくい遊泳中の方などにも津波警報等の発表をお知らせできるようになりま

す。海水浴場や海岸付近で津波フラッグを見かけたら、速やかに避難を開始してくださ

い。 

津波フラッグは、長方形を四分割した、赤と白の格子模様のデザインです。縦横の長

さや比率に決まりはありませんが、遠くからの視認性を考慮して、短辺100cm以上が推

奨されます。 

津波フラッグを用いた津波警報等の伝達訓練

（佐賀県唐津市 唐津城） 

津波フラッグ 

海岸の避難施設で津波フラッグを振っているイメージ

（公益財団法人 日本ライフセービング協会提供） 

※旗を建物に掲げるなど他の手法でお知らせすること

があります。 
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2.4 南海トラフ地震に関連する情報 

南海トラフ地震に関連する情報の種類は南海トラフ地震臨時情報と南海トラフ地震関

連解説情報の2種類あります。南海トラフ地震臨時情報は「調査中」、「巨大地震警

戒」、「巨大地震注意」、「調査終了」のいずれかのキーワードを付けて発表します。 

南海トラフ地震の監視領域（想定震源域内および想定震源域の海溝軸外側50km程度ま

での範囲）でM（マグニチュード）6.8以上の地震や南海トラフの想定震源域のプレート

境界面で通常とは異なるゆっくりすべりが発生した可能性がある場合に「南海トラフ地

震臨時情報（調査中）」を地震発生後30分までに発表します。「南海トラフ沿いの地震

に関する評価検討会」において想定震源域内のプレート境界において、Mw（モーメント

マグニチュード）8.0以上の地震が発生したと評価した場合は、地震発生後、最短2時間

後に「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」を発表します。南海トラフ地震の監

視領域でMw7.0以上の地震（プレート境界のMw8.0以上の地震を除く）が発生したと評価

した場合や、想定震源域内のプレート境界面において、通常と異なるゆっくりすべりが

発生したと評価した場合は、「南海

トラフ地震臨時情報（巨大地震注

意）」を発表します。「南海トラフ

地震臨時情報（巨大地震警戒）」や

「南海トラフ地震臨時情報（巨大地

震注意）」に該当しないと評価した

場合は、「南海トラフ地震臨時情報

（調査終了）」を発表します。「南

海トラフ地震臨時情報」を発表後、

「南海トラフ地震関連解説情報」に

おいて地震活動や地殻変動の推移等

を発表します。 

 

南海トラフ地震に関する対応の留意事項 

・南海トラフ沿いで異常な現象が観測されず、臨時情報の発表がないまま、突発的に南

海トラフ地震が発生することもあります。 

・地震発生の可能性が相対的に高まったと評価した場合でも南海トラフ地震が発生しな

いこともあります。 

・南海トラフ地震の切迫性は高い状態にあり、いつ地震が発生してもおかしくないこと

に留意が必要です。 

南海トラフ全域を対象に異常な現象を観測した場合や地震発生の可能性が 

相対的に高まっていると評価した場合等に「南海トラフ地震に関連する情報」を発表 
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「南海トラフ地震に関連する情報」の種類及び発表条件 

「南海トラフ地震に関する情報」は、以下の2種類の情報名で発表します。 

「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 

情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」等の
形で情報発表します。 

※1 南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝外側50km程度までの範囲 
※2 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く 

情報名 情報発表条件

南海トラフ地震
臨時情報

○南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ
沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、また
は調査を継続している場合
○観測された異常な現象の調査結果を発表する場合

南海トラフ地震
関連解説情報

○観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を
発表する場合
○「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合におけ
る調査結果を発表する場合（ただし南海トラフ地震臨時情報を発表
する場合を除く）

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や
調査結果を南海トラフ地震関連解説情報で発表する場合があります

キーワード 各キーワードを付記する条件

調査中

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討
会」を開催する場合

○監視領域内※1でマグニチュード6.8以上の地震※2が発生
○1か所以上のひずみ計での有意な変化と共に、他の複数の観測点でもそ
れに関係すると思われる変化が観測され、想定震源域内のプレート境界
で通常と異なるゆっくりすべりが発生している可能異性がある場合な
ど、ひずみ計で南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる変
化を観測
○その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可能性
のある現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性の検討が必要と
認められる現象を観測

巨大地震警戒
○想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード8.0
以上の地震が発生したと評価した場合

巨大地震注意

○監視領域内※1において、モーメントマグニチュード7.0以上の地震※2が
発生したと評価した場合（巨大地震警戒に該当する場合は除く）
○想定震源域内のプレート境界面において、通常と異なるゆっくりすべ
りが発生したと評価した場合

調査終了
○（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当てはまらない現
象と評価した場合
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2.5 地震に関する防災気象情報 

（1）緊急地震速報（警報） （地震が発生してから、その揺れを検知し数秒で発表） 

緊急地震速報（警報）は、テレビ、ラジオを通して伝えられるほか、防災行政無線

（準備が整った自治体）や、携帯電話･スマートフォン（一部対応していない機種があ

ります）からも報知音で伝えられます。震度6弱以上の揺れを予想した緊急地震速報

（警報）は、特別警報に位置づけています。緊急地震速報を活用して大きな揺れが到達

する前に身の安全を図り、あるいは事業所の事業継続などのために適切な対策をとるこ

とができれば、地震被害の大幅な防止・軽減が期待されます。 

ただし、緊急地震速報には 

・震源に近い地域では、緊急地震速報が間に合わない。 

・予想する震度は±1階級程度の誤差を含んでいる。 

・マグニチュード8以上の地震の場合は誤差が大きくなることや、ほぼ同時に起こっ

た複数の地震を区別できず適切な内容で警報を発表できない場合がある。 

などの限界があります。  

緊急地震速報を適切に活用するには、日ごろの訓練などによる事前の備えのほか、こ

のような特性や限界を十分に理解する必要があります。  

平成19年（2007年）に緊急地震速報の本運用を開始し、これまでにも大きな揺れから

身を守るための情報として活用されてきました。さらに、平成30年（2018年）に揺れの

強さを予測する手法の改善を行い、「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」のよ

うな巨大地震でも精度よく予測することが可能となりました。 

緊急地震速報は資料（Ｐ95）で示した地域ごとに発表します。 

 
最大震度5弱以上の揺れが予想された場合に、震度4以上が予想される地域に対して発表 

 

緊急地震速報発表のしくみ 
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（2）地震情報 

ⅰ）震度速報 （地震発生から約1分半後に発表） 

震度3以上の強い揺れを伴う地震が発生した場合は、迅速な防災体制の立ち上げのた

め、まず「震度速報」で地震を検知した時刻と各県をいくつかに分割した地域ごとに観

測した震度を発表します。 

震度速報で用いる地域の区分と名称は資料（Ｐ95）に掲載しています。 

ⅱ）震源や震度などに関する情報 （地震発生から3分から5分程度で発表） 

地震による揺れは一般に地震の規模（マグニチュード）が大きいほど、震源に近いほ

ど大きくなりますが、震源の深さや地盤の硬さなど地下の構造にも依存します。 

震度速報の発表後、各地に設置された地震計のデータから求められた地震の発生場所

（震源）、地震の規模（マグニチュード）および震度計によって観測された市区町村や

観測点ごとの詳細な震度を発表します。震度計は気象庁が設置したもののほかに、都道

府県、政令指定都市および国立研究開発法人防災科学技術研究所が設置しており、気象

庁はこれらの観測データをオンラインで即時に収集して情報の発表に活用しています。 

なお、震源や震度に関する情報は、最大震度や津波の有無によって発表する内容が異

なります。 

ⅲ）推計震度分布図 

観測された震度と地盤の硬さの分布をもとにして、約1キロメートル四方ごとに震度

を計算し、震度4以上が推定される地域の分布を地図上に色分けで表示した図情報とし

て発表します。 

 

情報の種類 発表基準 発表内容 

震源に 

関する情報 

･震度3以上 

（津波警報または津波注意報を発表した場合は発

表しない） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー

ド）を発表 

｢津波の心配がない｣または｢若干の海面変動があるか

もしれないが被害の心配はない｣旨を付加 

震源･震度に 

関する情報 

以下のいずれかを満たした場合 

･震度3以上 

･津波警報・注意報発表または若干の海面変動が

予想される場合 

･緊急地震速報（警報）を発表した場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー

ド）、震度3以上の地域名と市町村名を発表 

震度5弱以上と考えられる地域で、震度を入手してい

ない地点がある場合は、その市町村名を発表 

各地の震度に 

関する情報 
･震度1以上 

震度1以上を観測した地点のほか、地震の発生場所

（震源）やその規模（マグニチュード）を発表 

震度5弱以上と考えられる地域で、震度を入手してい

ない地点がある場合は、その地点名を発表 

震源や震度などに関する情報の発表基準と発表内容 

 震度3以上を観測したとき、 

震度3以上を観測した地域名と地震の揺れの検知時刻を速報 

 地震が発生した場所（震源）、地震の規模（マグニチュード）、 

市区町村ごとの詳細な震度を発表 

 震度5弱以上が観測されたとき、 

1キロメートル四方ごとに推計した震度（震度4以上）の分布を図情報として発表 
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この推計震度分布図はオンライン（防災情報提供システムなど）で防災機関や報道機

関に提供されます。推計震度分布図は、震度計が設置されていない場所も含めて地震に

伴う強い揺れの広がりがひと目で把握できるため、大きな被害が発生しているおそれの

ある地域を絞り込むことができ、効果的な応急対応に活用できます。 

推計震度分布図利用上の留意事項 

・個々のメッシュの位置や震度の値ではなく、大きな震度の面的な拡がり具合とその形

状に着目してご利用下さい。 

・推計された震度の値は、場合によって1階級程度異なることがあります。 

 

（3）震度と予想される被害の関係 

防災気象情報として発表される震度に関する情報や推計震度分布図から、震度と被害

の関係により各地の被害状況を推定することができます。  

被害の状況を推定する目安とするため、気象庁では「気象庁震度階級関連解説表」を

作成しています。次ページの図は震度と予想される被害の関係をわかりやすく解説した

ものです。震度4で一部被害が生じ始め、震度5弱以上になると顕著な被害が生じること

がわかります。 

 

推計震度分布図 

平成17年（2005年）3月20日の福岡県西方沖（福岡県北西沖）※の地震 

（Ｍ7.0、深さ9km）×印は震央 
※平成18年（2006年）10月2日に震央地名を一部見直しました。地震発生当時の震央地名と現在の震央地

名が異なっているため、「地震発生当時の震央地名（現在の震央地名）」と併記しています。 
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（4）長周期地震動に関する観測情報 

気象庁では、地震発生後直ちに震度に関する情報を発表していますが、高層ビル等で

の揺れによる人の行動の困難さの程度や、家具や什器の移動・転倒などの被害の程度

を、震度では表すことができないことから、地震発生後の防災対応等の支援を目的に、

高層ビル内での被害発生の可能性等について「長周期地震動に関する観測情報」でお知

らせしています。 

本情報は、14～15階建て以上の高層ビルを対象として、観測された地震波形から、長

周期地震動階級を計算し発表するもので、気象庁の震度観測点で震度3以上を観測する

地震が発生した場合に、地震発生から20分程度で、気象庁ホームページに掲載します。 

施設管理者等は高層階における被害の発生可能性等を認識し、防災対応の判断支援に

利用していただくことや、高層ビルの住民の方々が、どの程度の揺れであったかを認識

 

震度と予想される被害の関係 
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していただくことを想定しています。 

「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」では、首都圏や大阪府などで長周期地

震動により高層ビル上層階で大きな揺れとなり、被害が発生しました。九州・山口県で

も高層マンションが増えてきており、近い将来発生が懸念されている南海トラフの大規

模地震が発生した場合には、高層ビルでは長周期地震動により大きな揺れとなるおそれ

があります。 

令和4年度中に、緊急地震速報（警報）を発表する基準に長周期地震動階級の予測値

を追加して警戒を呼び掛けることを予定しています。 

 

長周期地震動階級関連解説表の使用にあたっての留意事項 

・ 気象庁では固有周期1.5秒程度から8秒程度までの揺れが生じる高層ビルを対象とし

て、長周期地震動階級が推計された際に発生する可能性がある被害を記述した「長周

期地震動階級関連解説表」を作成しています。上の図は解説表の内容をわかりやすく

表示したものです。 

・ これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。ま

た、それぞれの長周期地震動階級で示されている全ての現象が発生するわけではあり

ません。 

・ 長周期地震動階級が同じであっても、対象となる建物や構造物の状態、継続時間など

長周期地震動階級と人の体感・行動、室内の状況 
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の地震動の性質により被害は異なります。 

・ この階級表は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、顕著

な長周期地震が解析された場合には内容を点検し、新たな事例が得られたり、建物・

建造物の耐震性の向上等によって実情と合わなくなった場合には変更します。 

・ この階級表では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、次の副

詞・形容詞を用いています。 

用語 意味 

わずか 数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。 

大半 半分以上。ほとんどより少ない。 

ほとんど 全部ではないが、全部に近い。 

が（も）ある 
が（も）いる 

当該長周期地震動階級に特徴的に現れ始めることを表し、量的には
多くはないがその数量・程度の概数を表現できかねる場合に使用。 

多くなる 量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。 

被害などの量の目安 
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2.6 地震解説資料 

（1）地震解説資料（速報版） （地震発生から30分程度で提供） 

自治体（県、市区町村）などの初動対応への支援として「地震解説資料（速報版）」

を地震発生後30分程度で提供します。速報版は、地震の概要、当該県の情報および全国

の概要など、自治体などの初動対応に資する内容としています。 

 

（2）地震解説資料（詳細版） （地震発生から60分（夜間･休日は120分）程度で提供） 

発生した現象やそれに伴う留意事項など、気象台から伝えたい内容を詳細に記載した

「地震解説資料（詳細版）」を、地震発生後60分程度（夜間・休日は120分）で提供し

ます。詳細版は、必要に応じて適宜続報を発表します。各地の気象台ではこれらの資料

をもとに解説を行い、防災機関などの防災対応を支援します。 

 

 

地震発生後の対応･情報の流れ 
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2.7 大地震後の地震活動の見通し 

「平成28年（2016年）熊本地震」での課題をふまえ、大きな地震の直後には、過去事

例や地域特性に基づいた地震活動の見通しを、1週間程度以降は余震発生確率にもとづ

いた数値的見通しも付加した防災上の呼びかけを行っています。 

 

2.8 遠地地震に関する情報 （地震発生後概ね30分以内に発表） 

南米などの遠地で地震が発生しても、日本国内で地震の揺れによる被害が発生するこ

とはありません。しかし、地震の規模が大きく震源域が海底まで及ぶ場合には、大きな

津波が発生し、これが日本まで到達して大きな被害が発生することがあります。 

このため、気象庁は海外でマグニチュード7.0以上の地震が発生した場合や、都市部

など著しい被害が発生する可能性がある地域で規模の大きな地震を観測した場合に、

「遠地地震に関する情報」を発表します。この情報では地震の発生時刻、発生場所（震

源）やその規模（マグニチュード）を概ね30分以内に発表し、日本や国外への津波の影

響についても記述して発表します。「遠地地震に関する情報」を発表後、日本よりも先

に津波が到達すると考えられる地点での津波観測の状況や過去の事例などを考慮して日

本への津波の影響を検討し、日本に津波の被害のおそれがあると判断した場合には、津

波が到達すると予想される時刻の2時間程度前に津波警報等を発表します。その際、気

象庁は津波警報等を発表するまでの間に記者会見を実施し、津波警報等の発表を判断す

 

 海外でマグニチュード7.0以上の地震が発生した場合や、都市部などで著しい被害が 

発生する可能性がある地域で規模の大きな地震を観測した場合に発表 
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るタイミングや今後の情報発表に関する見通し、今後発表する津波警報等の具体的な内

容（対象予報区、津波警報等の種類、第1波到達予想時刻）をお知らせします。 

津波が到達すると予測され津波警報等が発表された場合には、津波到達までの間に事

前の対策を講じるとともに、予想される到達時刻が近づいたら海岸近くの地域では避難

などの対応が必要になります。  

 

遠地地震に伴う津波が予想される時に気象庁が発表する津波警報等の流れ 


