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5(,&ણਾઔ؟ਸ਼ ৎভ؞ਸ਼ 5(,&ଆ಼७ॼش
㻢᭶㻝㻟᪥䠄ᮌ䠅䝠䝳䞊䝸䝑䜽䝩䞊䝹䠃䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䛻䛶䚸➨㻝㻣ᮇ ᐃ⥲䜢
㛤ദ䛧䜎䛧䛯䚹ᮏ⥲䛻䛚䛔䛶䛿䚸䛶䛾㆟䛜ᢎㄆ䛥䜜䚸↓㛢䛔䛯䛧
䜎䛧䛯䚹䜎䛯䚸ྠ᪥ྠሙ䛻䛶䚸➨㻞㻞ᅇ 㻾㻱㻵㻯㜵⅏䝉䝭䝘䞊䜢㛤ദ䛧䜎䛧䛯䚹
➨୍㒊䛻䚸䛂䝸䜰䝹䝍䜲䝮⿕ᐖ᥎ᐃሗ䛃ᐇ㐠⏝䛾䛤⤂䜢⾜䛔䚸➨㒊䛻
ᇶㄪㅮ₇䜢⾜䛔䜎䛧䛯䚹ᅇ䛿䚸ྡྂᒇᏛ ῶ⅏㐃ᦠ◊✲䝉䞁䝍䞊㛗䞉
ᩍᤵ ⚟ ఙኵ Ặ䜢䛚ᣍ䛝䛧䚸䛂䛒䛺䛯䛾♫䛿ᚲ䛪䛟䜛㟈⅏䜢䜚㉺䛘䜙
䜜䜎䛩䛛䠛ᮏᙜ䛾䛣䛸䜢ᑡ䛧ヰ䛧䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹䛃䛸㢟䛧䛶ㅮ₇䛜⾜䜟䜜䜎䛧䛯䚹
༡ᾏ䝖䝷䝣ᕧᆅ㟈䜔㤳㒔┤ୗᆅ㟈䛻ྥ䛡䛯ᑐᛂ➼䛻䛴䛔䛶䚸Ṕྐ䜢䜚
㏉䜚䛺䛜䜙䚸᪥ᮏ䛾㜵⅏ᨻ⟇䛻䛴䛔䛶ㄒ䜙䜜䜎䛧䛯䚹ᖹᡂ䛾௦䛿⅏ᐖ௦

ྡྂᒇᏛ

⚟ ఙኵ ᩍᤵ

䛷䛒䜚䚸䛣䛾⅏ᐖ䛾ᩍカ䜢䛔䛛䛻⏕䛛䛩䛛䛜㔜せ䛻䛺䛳䛶䛝䜎䛩䚹䜎䛯䚸᭱㏆䛾ᘓ≀䛿㉸㧗ᒙ䛾䜒䛾䛜ᩘከ䛟䛺䜚䚸ᆅ㟈䛾㟈ᗘ
䛿ᑠ䛥䛟䛶䜒㛗࿘ᮇ䛻䜘䜛ᦂ䜜䛿䛝䛟䛺䜛䛯䜑䚸㛗࿘ᮇᆅ㟈ື䛻ᑐ䛩䜛ഛ䛘䜒ᚲせ䛸䛺䜚䜎䛩䚹୍᪉䚸ᖺ䛾ᾏ㐨⫹ᮾ㒊
ᆅ㟈䛷Ⓨ⏕䛧䛯䝤䝷䝑䜽䜰䜴䝖ၥ㢟䛛䜙䚸㒔㐨ᗓ┴䛷䛾㟁ຊ䛾㟂せ䞉౪⤥䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛾ᚲせᛶ䜒⤂䛥䜜䜎䛧䛯䚹ᆅ㟈ィ䛜ᩚ
ഛ䛥䜜䛯䛣䛸䛷䚸ᦂ䜜䜔䛩䛔ᕷ⏫ᮧ䛜᫂䜙䛛䛻䛺䜚䚸ᦂ䜜䜔䛩䛔ᆅᇦ䛻Ꮡᅾ䛩䜛ᴗ䛜ᑗ᮶㉳䛣䜛ᆅ㟈䛻ᑐ䛧䛶䚸㜵⅏䞉ῶ⅏
䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜐ᚲせᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䜒⤂䛥䜜䜎䛧䛯䚹᪥ᮏ⤒῭䜢ᨭ䛘䛶䛔䜛୰ᑠᴗ䛾䜋䛸䜣䛹䛜䚸⮬♫タഛ䛾ᆅ㟈ᑐ⟇䛜ᮍᐇ
䛷䛒䜛䛣䛸䜔䚸⮬ຓດຊ䛻䛿㝈⏺䛜䛒䜚䚸㞟ᅋⓗ䛺ᆅ㟈ᑐ⟇䛜ᚲせ䛻䛺䜛䛣䛸䜒⤂䛥䜜䜎䛧䛯䚹᭱ᚋ䛻䚸Ẽ㇟ᗇ䛻䜘䜛༡ᾏ
䝖䝷䝣ᆅ㟈⮫ሗ䛾Ⓨ⾲ෆᐜ䛻䛴䛔䛶⤂䛥䜜䚸ㅮ₇䛜⤊䛧䜎䛧䛯䚹
ᮏ䝉䝭䝘䞊䛾㛤ദሗ࿌䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻾㻱㻵㻯䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻䜒ᥖ㍕䛧䛶䛚䜚䜎䛩䛾䛷䚸䛭䛱䜙䜒䛤ཧ↷䛟䛰䛥䛔䚹

5(,&ણਾઔَ؟জ॔ঝॱॖ൜૩ੲਾُઈ৷قഥਮ੪ফাబ൜ك
㻾㻱㻵㻯䛿䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮ᆅ㟈⿕ᐖ᥎ᐃሗ䠄௨ୗ䛂㻾㼀ሗ䛃䠅䛾ᐇ䛻ྥ䛡䛶䚸㻞㻜㻝㻣ᖺ㻥᭶䛻䝝䝄䞊䝗䞉䝸䝇䜽ᐇ㦂䝁䞁䝋䞊䝅䜰
䝮䜢❧䛱ୖ䛢䚸㻞㻜㻝㻥ᖺ㻣᭶䛛䜙䛾ሗᥦ౪䜢ィ⏬䛧䛶䛔䜎䛩䚹ྕ䛷䛿䚸㻾㼀ሗ䛾㐠⏝䛸䛧䛶㻢᭶㻝㻤᪥䛻Ⓨ⏕䛧䛯ᒣᙧ┴Ἀ
ᆅ㟈䜢䛤⤂䛧䜎䛩䚹䛣䛣䛷⤂䛧䛯䛿㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌㻱㼍㼞㼠㼔䜢䛳䛯⾲♧䛷䛩䛜䚸䛭䛾䝣䝸䞊䛾㻳㻵㻿䝋䝣䝖䛷䜒⾲♧ྍ⬟䛷䛩䚹
㻞㻜㻝㻥ᖺ㻢᭶㻝㻤᪥㻞㻞㻞㻞ศ䛻Ⓨ⏕䛧䛯ᒣᙧ┴Ἀᆅ㟈䠄௨ୗ䛂ᒣᙧ┴Ἀᆅ㟈䛃䠅䛾㻾㼀ሗ䛜䚸ᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋ䛾⣙㻞㻜ศᚋ䛻䚸ᅜ❧◊
✲㛤Ⓨἲே㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ䜘䜚ᥦ౪䛥䜜䜎䛧䛯䚹ᥦ౪䛥䜜䛯㟈ᗘሗ䜢ฎ⌮䛧䚸㟈※㏆ഐ䛾㟈ᗘ㻢ᙅ௨ୖ䛾ᮧୖᕷ䚸㭯ᒸ
ᕷ䛾ᆅ㟈㑊㞴ᡤศᕸ䛾ฎ⌮⤖ᯝ䜢௨ୗ䛻⤂䛧䜎䛩䚹
ᒣᙧ┴Ἀᆅ㟈䛿䚸㟈※῝䛥㻝㻠㼗㼙䚸ᆅ㟈つᶍ䛿㻢㻚㻣䚸᭱㟈ᗘ㻢ᙉ䜢᪂₲┴ᮧୖᕷ䚸㟈ᗘ㻢ᙅ䜢ᒣᙧ┴㭯ᒸᕷ䛷ほ 䛧䜎䛧䛯䚹
ෆ㛶ᗓ䛻䜘䜛䛸ேⓗ⿕ᐖ㻞㻢ྡ䠄㻢᭶㻝㻥᪥㻝㻠⌧ᅾ䠅㻝㻕䚸ᅜᅵ㏻┬䛻䜘䜛䛸ఫᏯ䞉ᘓ⠏≀⿕ᐖ䛿㭯ᒸᕷᮧୖᕷ䛷༴㝤ᗘุᐃ༴㝤
䛜㻤㻞⟠ᡤ䚸せὀពุᐃ䛿㻞㻝㻥௳䛸ሗ࿌䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䜶䝺䝧䞊䝍༠䛻䜘䜛䛸㻟௳䛾㛢䛨㎸䜑䛜Ⓨ⏕䛧䜎䛧䛯䚹ୗỈ㐨⿕ᐖ䛷
䛿䚸㭯ᒸᕷ䛷䝬䞁䝩䞊䝹࿘㎶➼䛾㻠㻝䜹ᡤ䛷㊰㠃ኚ≧䛾Ⓨ⏕䛜☜ㄆ䛥䜜䜎䛧䛯䛜ภῺ䛾ὶୗᶵ⬟䛻䛿ᙳ㡪䛿䛒䜚䜎䛫䜣䛷䛧䛯㻞㻕䚹
䜎䛯䚸䛣䛾ᆅ㟈䛷୍㒊㑊㞴ᡤ䛾ኳ䛜ⴠୗ䛩䜛⿕ᐖ䛾Ⓨ⏕䛜ሗ࿌䛥䜜䛶䛔䜎䛩㻟㻕䚹
㻾㼀ሗ䠄㟈ᗘ㻝௨ୖ䛾㻞㻡㻜䡉䝯䝑䝅䝳䛾ᩘ䛿⣙㻝㻤㻜䠅䜢䜸䝣䝷䜲䞁䛷ฎ⌮䛧䚸୍䛸䛧䛶ᮧୖᕷ䛚䜘䜃㭯ᒸᕷ䛾ᆅ㟈䛾㑊㞴ሙ
ᡤ䛾㟈ᗘ䛾䛝䛥䚸᭱ຍ㏿ᗘ䚸᭱㏿ᗘ䛚䜘䜃㻿㻵್䛾䛝䛥䜢ᢳฟ䛧䜎䛧䛯䚹
㻠㻕

ᮧୖᕷ䛚䜘䜃㭯ᒸᕷ䛜ᣦᐃ䛧䛶䛔䜛ᆅ㟈䛾⥭ᛴ㑊㞴ሙᡤ䛿䚸㻝㻝㻡䜹ᡤ䛚䜘䜃㻟㻡㻠䜹ᡤ䜢タ䛡䛶䛔䜎䛩 䚹㻾㼀ሗ䜢䛳䛶୧
ᕷ䛾㑊㞴ᡤ䛷㟈ᗘ㻢ᙅ௨ୖ䠄㻞㻡㻜䡉䝯䝑䝅䝳ᩘ䛿㻝㻝㻝㻥䠅䛾ሙᡤ䛸㟈ᗘ䛾䛝䛥䛾ศᕸ䜢ᅗ㻙㻝䛻♧䛧䜎䛩䚹ኳ䛾୍㒊䛜ⴠୗ䛧䛯ᮧ
ୖᕷᒣᆅ༊䛾ᒣ⥲ྜయ⫱㤋䛻䛚䛔䛶䛿䚸㻾㼀ሗ䛷ᥦ౪䛥䜜䛯㟈ᗘ䛿㻢ᙉ䚸᭱ຍ㏿ᗘ䠄㻞㻟㻞㼓㼍㼘䠅䚸᭱㏿ᗘ䠄㻣㻝㻚㻤㼗㼕㼚㼑䠅䛚
䜘䜃㻿㻵್䠄㻤㻠㻚㻣䠅䛾䛝䛥䜢♧䛧䜎䛧䛯䚹ᅗ㻙㻞䛿䚸ᒣᆅ༊䛾㑊㞴ᡤ䛷䛒䜛ᒣ⥲ྜయ⫱㤋䠄㻢ᙉ䠅䚸ᒣ䛻䛨䛔䜝ಖ⫱ᅬ䠄㻢ᙅ䠅䚸
ᒣ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝉䞁䝍䞊䠄㻢ᙅ䠅䚸䛚䜘䜃䛥䜣䜍䛟㤋䠄㻢ᙅ䠅䛾㟈ᗘ䜢♧䛧䜎䛩䚹⿕ᐖ䛾䛒䛳䛯ᒣ⥲ྜయ⫱㤋䛜䛝䛺㟈ᗘ䜢♧
䛧䛶䛔䜎䛩䚹ᅉ䜏䛻䚸䛣䛾ᆅᇦ䛾᭱ຍ㏿ᗘ䛿ᒣ୰Ꮫᰯ䛷㻟㻞㻤㻚㻤㼓㼍㼘䛜ほ 䛥䜜䜎䛧䛯䚹
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ᒣᆅ༊㑊㞴ᡤ㟈ᗘ

ტ

ტ
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㟈ᗘ㻢䠇
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䖂 㟈※ᆅ

ᅗ㻙㻝䠖㑊㞴ᡤ㟈ᗘศᕸ
ཧ⪃ᩥ⊩
㻝㻕㻌ෆ㛶ᗓ䚸ᒣᙧ┴Ἀ䜢㟈※䛸䛩䜛ᆅ㟈䛻ಀ䜛⿕ᐖ≧ἣ➼䛻䛴䛔䛶䚸௧ඖᖺ㻢᭶㻝㻥᪥
㻞㻕㻌ᅜᅵ㏻┬⅏ᐖሗ䚸ᒣᙧ┴Ἀ䜢㟈※䛸䛩䜛ᆅ㟈䛻䛴䛔䛶䠄➨㻥ሗ䠅䚸㻞㻜㻝㻥ᖺ㻢᭶㻞㻡᪥
㻟㻕㻌ᮅ᪥᪂⪺䝕䝆䝍䝹䚸㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼍㼟㼍㼔㼕㻚㼏㼛㼙㻛㼍㼞㼠㼕㼏㼘㼑㼟㻛㻭㻿㻹㻢㻹㻞㻳㻹㻶㻹㻢㻹㼁㼀㻵㻸㻜㻜㻥㻚㼔㼠㼙㼘
㻠㻕㻌ᣦᐃ⥭ᛴ㑊㞴ሙᡤ䝕䞊䝍䚸㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼓㼟㼕㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼎㼛㼡㼟㼍㼕㼏㼔㼕㼞㼕㻛㼔㼕㼚㼍㼚㼎㼍㼟㼔㼛㻚㼔㼠㼙㼘

ᅗ㻙㻞䠖ᒣᆅ༊ 㑊㞴ᡤ㟈ᗘ

হਜଂेॉ
䖃 াقଅعكقऻَ كअऔःऒऎञःقଆ಼ਤবড়পভُكলனৠآ
ሙ䠖 ྡྂᒇᕷ䛥䛥䛧䜎䝷䜲䝤㻞㻠䜶䝸䜰䠄ྡྂᒇ䝁䞁䝧䞁䝅䝵䞁䝩䞊䝹䚸䠅
䠄ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ୰ᮧ༊ᖹụ⏫㻠┠䚸 䛒䛚䛺䜏⥺䛂䛥䛥䛧䜎䝷䜲䝤㥐䛃┤⤖䠅
ദ䠖 ෆ㛶ᗓ䞉㜵⅏᥎㐍༠㆟䞉㜵⅏᥎㐍ᅜẸ㆟

ヲ⣽䛿 䝩䞊䝮䝨䞊䝆䚸
)DFHERRN䛻䛶䛤ෆ䛧䜎䛩䚹

્ૐ
䝬䝹䝏䝝䝄䞊䝗䝸䝇䜽ホ౯◊✲㒊㛛䛾
䝬䝹䝏䝝䝄䞊䝗䝸䝇䜽ホ౯◊✲㒊㛛䛾⤂
ホ౯◊✲㒊㛛䛾⤂
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே 㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ 䝬䝹䝏䝝䝄䞊䝗䝸䝇䜽ホ౯◊✲㒊㛛

๓⏣ ᐅᾈ

㻞㻜㻝㻥ᖺ㻠᭶䜘䜚䚸㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ䠄௨ୗ䚸䛂㜵⅏⛉◊䛃䛸␎䛩䠅䛿➨㻠ᮇ୰㛗ᮇィ⏬㻣ᖺ㛫䛾୰㛫䛻䛒䛯䜛䠐ᖺ
┠䜢㏄䛘䚸䛣䜜䜎䛷䛂♫㜵⅏䝅䝇䝔䝮◊✲㒊㛛䛃䛻䛚䛔䛶䝝䝄䞊䝗䞉䝸䝇䜽ホ౯䛻㛵䛩䜛◊✲㻼㻶䛻ᦠ䜟䛳䛶䛝䛯◊
✲䜾䝹䞊䝥䜢୰ᚰ䛸䛧䛯䛂䝬䝹䝏䝝䝄䞊䝗䝸䝇䜽ホ౯◊✲㒊㛛䛃䛜᪂タ䛥䜜䜎䛧䛯䚹
⤒῭䚸䜲䞁䝣䝷䚸ேཱྀ➼䛾㞟✚䛻䜘䜚㒔ᕷ䛾⅏ᐖ䝸䝇䜽䛿ቑ䛧䚸㤳㒔┤ୗᆅ㟈䜔༡ᾏ䝖䝷䝣ᆅ㟈䜈䛾ഛ䛘䛿䚸ᡃ
䛜ᅜ䛾䝺䝆䝸䜶䞁䝇䜢㧗䜑䜛ୖ䛷ႚ⥭䛾ㄢ㢟䛾୍䛴䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹⚾䛯䛱䛿䚸㒔ᕷ䛜₯ᅾⓗ䛻᭷䛩䜛ྛ✀⮬↛⅏
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2018 年スラウェシ島地震津波の現地調査報告
東北大学 災害科学国際研究所
教授
越村 俊一
はじめに
2018 年 9 月 28 日 18 時 2 分，インドネシア・スラウェシ島中部で発生した Mw7.5 の地震は，多くの被害
をもたらした．特に，パル市で発生した大規模な液状化による被害が大きく，地震発生直後の被害状況把
握は困難を極めた．
スラウェシ島の地震の特徴は，パル・コロ断層による横ずれ断層破壊であったにも関わらず，津波が発生
したことである．一般的に，横ずれ断層地震は海底地盤の鉛直方向の変位が縦ずれ断層破壊に比べて相
対的に少ないため，大規模な津波を発生させにくい．今回は，局所的に高い津波が地震後数分で来襲し
ていたことが報告された．結果として，パル湾沿いに複数の地滑りの発生が目撃されたため，断層の横ず
れによる津波と，沿岸・海底の地滑りが津波の発生要因だったと言われている．
筆者らは，パル湾における津波の来襲状況，津波の浸水範囲，建物被害状況の把握を目的として現地
調査を行った．本稿はその結果について報告するものである．調査は，インドネシア政府の調査の一環とし
て，海洋水産省（Ministry of Maritime Affairs and Fisheries）の調査に同行して実現した．
津波の来襲状況と被害
調査地域は，パル湾奥のパル市中央部の市街地である．調査では主に浸水深（建物壁面に残された浸
水痕の地表からの高さ）と浸水範囲（GPS 測量）を計測した．浸水深の測定にあわせて，建物の被害状況
についての調査も行った．浸水深と浸水範囲の測定結果を図-1 に示す．図中の数字は測定した浸水深，
赤いマーカは浸水限界が確認された地点である．津波の来襲状況に関しては，住民への聞き取りとパル・
グランドモールというショッピングモールからの津波来襲映像を解析した．
パル市中央部の津波浸水規模は，浸水深が 2km の範囲内においても非常に局所的であり，1m から 3m
の間でばらつきが大きいことが分かった．調査地域における浸水深の測定最大値は 4.6ｍであり，建物の 2
階の床面に砂が堆積していた．津波の浸水域は，汀線から 200-300ｍ内陸までに及んでいた．
一方，パル・グランドモールで撮影された映像からは，津波来襲についての興味深い示唆が得られた．
筆者らが着目したのは YouTube に投稿された映像である（Palu Tsunami で検索すれば多くの映像が見ら
れる）．これらの映像には，津波の第 1 波到達前からの状況が捉えられている．この映像からは，第 1 波後
の第 2 波が大きく，海岸線で壊滅的な被害をもたらしたのは第 2 波であったことが示唆されている．また，
第 1 波と第 2 波の到達の時間差は約 2 分と非常に短いことが分かった．すなわち，津波が非常に短周期
であったことが示唆される．住民の聞き取り証言によると，津波は地震から数分（5 分以内）に来襲したこと
が分かっており，津波発生メカニズムの特定に重要な情報であるといえる．筆者らのシミュレーションにおい
ては，パル湾南部の横ずれ断層破壊による津波が地震から 3 分でパル市内に来襲．その後 1.5 分で第 2
波が来襲した状況の再現に成功している．パル湾全体において断層破壊と地滑りの寄与を明らかにするこ
とが今後の課題である．
図-2 に，理化学研究所革新知能統合研究センター (AIP)と協同で実施した，衛星リモートセンシングに
よる建物被害把握結果を示す．津波による流失した建物（図の赤いマーカ）は海岸線付近に限定的であっ
たことが分かる．
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図-1 津波浸水状況の調査結果（図中の数字は測定した浸水深，赤いマーカは浸水限界が確認された地点）．

図-2 衛星画像解析による建物被害の評価結果(理化学研究所革新知能統合研究センター・ジオインフォマティクス
ユニット)<https://www.geoinformatics2018.com/post/16/>

今後の展望
本稿では，パル市中心部で実施した津波被害調査の結果を概説した．
筆者らは現在，インドネシア国立航空宇宙研究所(LAPAN)および海洋水産省(MMAF)と共同研究を実
施し，津波によって被害を受けた地域における調査を継続中である．特に，リモートセンシングによる広域
被害把握技術について，複数の衛星センサから得られたリモートセンシングデータを解析し，津波災害の
広域被害把握技術を実証している（Adriano et al., 2019）．さらに，その結果に基づき，津波被害関数
(Fragility Curve)を構築し，市街地形成や復興計画における土地利用，建物配置等の指針を得ることを目
指している．
参考文献
例えば Youtube から（津波来襲状況の映像）
https://www.youtube.com/watch?v=7GWNyxwVjJw
https://www.youtube.com/watch?v=T7r6ex4WnkQ
理化学研究所革新知能統合研究センター・ジオインフォマティクスユニット
https://www.geoinformatics2018.com/post/16/
Adriano, B., J. Xia, G. Baier, N. Yokoya, S. Koshimura, Multi-Source Data Fusion Based on Ensemble Learning for Rapid Building
Damage Mapping during the 2018 Sulawesi Earthquake and Tsunami in Palu, Indonesia, Remote Sens. 2019, 11(7), 886;
https://doi.org/10.3390/rs11070886
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