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　種々の観測項目に地震の前兆候補が多数観測され，それ等に基づいて，地震発生に関する統

合的判断をしなければならない場合がある。このような場合の考え方として，ここで一つの確

率モデルの提案をし，あわせて 1978 年伊豆大島近海地震Ｍ 7.0 の場合についての具体的な応用

例を示す。

１．　モデル

　モデルは次の様なものである。

　１．地震とは或る地域の或る大きさの地震を指すものとする。

　２．対象に取った期間内で地震は常に単位時間に一定の確率で発生する。

　３．地震の前には一定の長さの前兆期間があり，地震はこの期間内で一定の確率で前兆を伴

　　う。

　４．他方，上の前兆と見わけのつかないノイズが存在し，これは地震と独立に常に単位時間

　　に一定の確率で発生する。

　即ち，或る地域の或る大きさの地震に対して，確率モデルは次のパラメータにより完全に記

述される。

　T　＝ NΔt：対象の考えている期間，Δ t は単位時間

　Tp ＝ NpΔt：地震発生前の前兆期間

　Pe　　　　：単位時間に対する基準地震発生確率

　Pp　　　　：単位時間に対して，前兆期間内で地震が前兆を伴う確率

　Pn　　　　：前兆と見分けのつかないノイズが単位時間に発生する確率

　今考えている期間を適当に長くするならば上のパラメタを用いてその間の地震数，前兆やノ

イズの数，前兆を伴う地震の数等々は容易に求めることが出来る。我々の知りたい予知の適中

率や地震の予知率も簡単明快に求めることが出来る。第 1 図は，図を参照しながら，予知の適
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中率や予知率の式を求めたものである。ここでは，当然，前兆候補が観測された時には直ちに

予知を行い，引続く一定の前兆期間に地震が発生する確率を予知の適中率（ PSP：Probabi-

lity of Successful Prediction ）と し て い る。 又， 煩 雑 さ を 避 け る た め に 異 な る 地 震 の 前

兆期間が重複する場合を省いてある。基準地震発生確率 Pe は，過去の一定期間内に発生した

地震の回数から求められる平均地震発生確率等であるが，既に何らかの理由によって予想され

ている地震発生確率でさえあれば良い。ここでの前兆は広い意味を持っており，一つの前兆現

象でも良いし多数の前兆現象の組合せでも良い。もし，確率論的に独立な前兆候補が，ほとん

ど同じ前兆期間内に複数現れることを一つの前兆現象とすれば，それぞれ単独の前兆現象に対

する Prat の積を改めて（8）式の Prat の内容だと考えれば良いわけである。

　地震の前兆を伴う確率 Pp は前兆現象の種類，地震の大きさと深さ，発震機構等に密接な関

係を持つと考えられる。一般に地震の規模が大きく且つ浅い程その確率は大きいと考えられる。

ノイズの発生する確率 Pn は主にノイズの種類とその地域の性質に因るものと考えられる。

或る種のノイズは観測機器に因るものと考えられる。

２．前兆候補による適中率の確率利得

　観測中に前兆候補を発見して，その現象の前兆期間に相当する引続く期間内で地震を予知す

ると，出たら目に予知するよりも適中率は高くなる。第 2 図はこの間の確率利得がいかなるも

のであるかを示しており，第 1 図の（8）式のグラフである。横軸は前兆期間に相当する期間を出

たら目に取ってそこに地震の発生する確率であり，縦軸は前兆候補発見後の引続く前兆期間内

に地震の発生する確率，即ち予知の適中率である。適中率が低い時には確率の増幅率は Prat

＝ Pp ／ Pn そのものになっている。

　ノイズは見かけ上前兆そのものと区別出来ないのが今のモデルであるから，Prat を我々は

直接知ることは出来ない。しかし，一つの前兆項目のみを用いた時の予知の適中率は過去の経

験から知ることが出来るので，（8）式から Pratを計算することが出来る。即ち，その時の基準

地震発生確率 Peと着目している前兆現象の前兆期間を表わす Np とその前兆現象のみを考えた

ときの経験的な予知の適中率 PSP から，その前兆現象に対する Prat を求めることが出来る。

３．適中率（8）式の拡張

　第 1 図（8）式の左辺は，或る前兆候補が現れたとき，引続く前兆期間内に地震が発生する確率

であり，単位時間当りの確率と期間の長さの積で表わされる。これはちょうど右辺の PeNp に

相当するものであるが，右辺の PeNp は前兆候補出現前に出たら目に同じ長さの期間を取って

そこに地震が発生する確率である。従って，第 1 図（8）式は第 3 図（10）式の添字付きの一つの漸化

式に書き改めることが出来る。即ち，既に i － 1 番目の段階で何らかの方法によって予想され
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ていた地震発生確率 Pe i －1 が次の i 番目の段階で別の前兆候補が出現し，引続く前兆期間 Pp i

では地震発生確率は Prat i によって増幅され Pe i になることが示されている。従って或る条

件の下では，（10）式を反復計算に用いることが可能である。或る条件とは，段階 i ごとに出現す

る前兆候補は確率論的に独立であることが必要であり，且つ前兆期間が重復していることであ

る。

４．1978 年伊豆大島近海地震Ｍ 7.0 への応用

　地域としては伊豆半島とその周辺，地震としてはＭ 6 1/2 以上のものを考える。単独の前兆

項目のみを考えたときの経験上の予知の適中率は地震の頻度が 100 年に 1 回という活動レベル

の時に得られたものと仮定する。前兆候補やその分類については色々と議論のある所であるが，

ここでは比較のために宇津（ 1979 ）を真似て次のＡ，Ｂ，C を仮定する。

Ａ：1975 年 8 月の異常隆起の確認後 5 年以内に地震の起る確率は 1/3。5 年を超えても地震

　　のない時はこれはノイズである。

Ｂ：1977 年 12 月 20 日のひずみ計・ラドン・井戸水位等の異常発見後 1 ケ月以内に地震の起

　　る確率は 1/10。この間に地震のないときはこれはノイズである。

Ｃ：1978 年 1 月 14 日午前の高い地震活動後 3 日以内に地震の発生する確率は 1/35。3 日を

　　過ぎても地震のないときは，これは前震ではない。

　以上の仮定の下に計算された地震発生確率の時間経過を第 4 図に示す。図中のＡ，Ｂ，Ｃと

矢印は上記前兆候補Ａ，Ｂ，Ｃを確認した時を表わす。実線は case 1 で，初めの基準地震発生

確率を 100 年に 1 回とした場合である。点線は case 2 で，宇津のいう様に小田原，大島，伊

豆半島南端を含むより広い地域を考えて初めの基準地震発生確率を 30 年に 1 回とした場合であ

る。case 1 と 2 では基準地震発生確率が 3 倍違うにもかかわらず，前兆候補の 3 度の出現に

よって，最終的に得られた確率が約 0.3/ 日と両者とも近い値を示している点は興味がある。こ

の確率値は宇津（ 1979 ）の値 0.68/3 日（ case 1 ）よりも大きく 0.96/3 日（ case 2 ）には近

い値である。これ等の値の違いは採用したモデルの違いから来ている。

５．おわりに

　地震予知の適中率の問題は，いわば地震予知研究の最終目標ともいえるものであって永遠の

課題であろう。しかし一方，種々の観測を大量に実施し毎日毎日前兆候補としての異常現象の

発見に努めており，現に何か発見されたならば，直ちに総合的診断をしなければならないのも

又現実である。

　ここで提案したモデルはこのような総合診断の手掛かりになるものと思う。今のモデルでは
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地震発生確率は常に単位時間当り一定という最も単純な場合を基本としている。現在のあらっ

ぽい話の段階では問題にならないと思う。一つ一つの前兆候補をつきつめて見て行くと不確か

な事項が多く出て来る。しかしそれ等の「不確かなものを含みながらも全体を広く見た時に，

全体を横断して存在する何か確からしいものを発見したい」というのが考えの基本である。
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Appendix

　伊豆大島近海地震に対する確率計算の手順

１．Pe＝ 1/（ 100 × 365 ），Np ＝ 5 × 365，PSP ＝ 1/3 を（8）に代入，前兆 A に対して Prat＝

　　8.50 を得る。

２．Pe ＝同上，Np ＝ 30，PSP ＝ 1/10 を（8）に代入，前兆 B に対して Prat ＝ 134 を得る。

３．Pe ＝同上，Np ＝ 3，PSP ＝ 1/35 を（8）に代入，前兆 C に対して Prat ＝ 357 を得る。

４．次に前兆候補Ａが発見されると，

　　Pe1 ＝ 1/（ 100 × 365 ），Prat2；8.50，Np2 ＝ 5×365 を（10）に代入，Pe2 ＝ 0.00018

　　26 を得る。これは確率が 5 年で 1/3 ということに外ならない。

５．次いで前兆候補Ｂが発見されると，

　　Pe2 ＝ 0.0001826，Prat3 ＝ 134，Np3 ＝ 30 を（10）に代入，Pe3 ＝ 0.01422 を得る。

６．更に前兆候補 C が発見されると，

　　Pe3 ＝ 0.01422，Prat4 ＝ 357，Np4 ＝ 3 を（10）に代入，Pe4 ＝ 0.3137 を得る。

７．前兆Ａ，Ｂ，Ｃのそれぞれの前兆期間が過ぎ去れば確率は又元の値にもどる。

　以上は case 1 の計算でみるが，上記 4. の Pe1 の代りに Pe1 ＝ 1/（ 30×365 ）を用いれば，

case 2 の計算となる。
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Fig. 1　Formulea for the probability of successful prediction, the rate of the predicted earthquake, etc. based on
the present model . ↓, ■, and □ indicate occurrence time of earthquakes, precursors to the earthquake，
and noises, respectively.

第 1 図　モデルに基づく地震予知の関係式。
　　　　↓，■，□はそれぞれ地震発生時，地震の前兆およびノイズを表わす。

―390―



第 2 図　前兆候補による適中率の確率利得。
　　　　横軸：前兆期間と同じ長さの期間を出たら目に取り，そこに地震の発生
　　　　　　　する確率。
　　　　縦軸：前兆候補発見後引続く前兆期間内に地震の発生する確率。

Fig. 2　Probability of successful prediction amplified by parameter Prat= Pp/Pn. The ordinate is the probability 
of earthquake occurrence in the precursor time immediately after the discovery of the precursor candidate.
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Fig. 3　Extend of formula（8）, probability of the successful prediction. Repeating calculation to revise the total 
probability is possible, if independent precursory candidates in terms of probability theory appear sub-
sequently and their precursor times overlap.

第 3 図　地震予知の適中率（8）式の拡張。
　　　　確率論的に独立な前兆候補が時間を追って出現し且つそれらの前兆期間が重復しているときは，上式の反復計算により
　　　　総合確率を更新することが出来る。
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Fig. 4　Application of the present model to the case of the 1978 Near Izu-Oshima earthquake-the total proba-
bility with the time elapsed. Numerals show the probability amplified by the appearance of precursory 
candidates A, B, and C. 
A: Unusual uplift recognized around August, 1975. 
B: Unusual changes in strain, radon emanation, groundwater level, etc., which were recognized around 

December 20, 1977. 
C: High seismic activities in the morning of January 14, 1978 which were recognized around 10 o'clock. 
Probabilities of earthquake occurrence at the initial phase are once per 100 years and 30 years for case 1 

（solid line）and 2（broken line）, respectively.

第 4 図　1978 年伊豆大島近海地震への応用－地震発生の総合確率の時間経過，
　　　　前兆候補Ａ，Ｂ，Ｃの出現により更新された確率はグラフと数値により
　　　　表わされている。説明は本文 4. を参照。
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