
グーグルマップ Ｅａｒｔｈ 東海地震対策について 内閣府

伊豆市八木沢１９ｍ

伊豆市小土肥１８ｍ

伊豆市小下田１８ｍ

グーグルマップ Ｅａｒｔｈで海底の地形を見ると、想定東海地震の震源域が非常に大きいことが分かります。

初めて海底地形図を見た時には、駿河トラフがいかに巨大かが分かり、驚きました。

石橋克彦先生の駿河湾地震説の発表以来、内陸での強震被害が特に警戒されてきましたが、

巨大な駿河トラフを見る限り、大津波の可能性も重視するべきだと思われました。

駿河トラフの北端近くの伊豆市の３ヶ所で、明応の大津波が１８～１９ｍもあったことは、

下記の研究資料で、精密に計測されています。
津波工学研究報告第 号（ ）

明応東海地震（ ）による静岡県沿岸の津波被害，および浸水標高について

都司 嘉宣＊・矢沼 隆＊＊・細川 和弘＊＊・岡部 隆宏＊＊

堀池 泰三＊＊・小網 汪世＊＊＊

過去の伝承や記録が残されていない、伊豆半島の南西部では２０～３０ｍの大津波が襲来したのでは

ないでしょうか。 鎌倉でも１０ｍほどの津波が襲来しています。

この海底地形図と５１７年前の明応の巨大津波から判断する限り、東海地震は単独でも同様の大津波を

起こす可能性があると思われるのです。

鎌倉１０ｍ

１９７６年の石橋先生の駿河湾地震説の発表から、今年で３９年になります。

駿河湾地震説の発表後、多くの研究者が支持した東海地震単独発生説は、３０年を経過するあたりから

次第に支持者が減少していったようです。

東日本大震災以降は東海地震単独発生説はほとんど聞かれなくなり、

南海地震、東南海地震との連動説を唱える研究者の方が、急速に増えつつあるようです。

東海地震単独発生説を批判したり、一時は支持したものの途中で連動説に変わったりした方々の

批判理由で最も多いのが、過去の歴史では東海地震が単独で発生したことがないという指摘のようです。
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寄書 東海地震についての一考察

防災科学技術研究所 松村正三

§ はじめに

今にも起きるかもしれないといわれて久しい東海地震であるが 石橋 その発生の当否や

想定震源域を巡る議論は必ずしも決着をみていない。このような状況にある要因としては 年の

東南海地震に対する評価が今もなお定まつていないことが挙げられる。

問題のひとつはこの地震が何故昭和の東海地震にならなかったのかという疑問でありもうひとつは

その震源域がどこまでひろがっていたのかということである

現在のところ最初の問題に対しては茂木 によって与えられた解答が有力である

茂木は 年に起きた濃尾地震の断層運動によつて駿河トラフ側では歪の緩和が南海トラフ側では

逆に歪の増加が生じたのであろうそしてそのために東南海地震の発生が早められた一方駿河トラフ側の

破砕が抑制されたのであろうと説明した この考えを基にして は断層モデルから

濃尾地震とその余効による東海地域での歪緩和量を推定した これによると駿河トラフ側での歪の緩和量

は表層で最大 におよびこのため東海地域での地震発生の臨界時期が濃尾地震が起きなかった

場合に比べて少なくとも 年程度は遅らされたと結論している

防災科学技術研究所の松村正三氏の１９９６年と２００９年の研究論文は、東海地震に関する興味深い

内容が満載で、客観性と洞察力に富んだ内容でしたので、その一部を掲載させていただきました。

科学技術・学術政策研究所 「科学技術動向」誌 ２００９年１１月号

研究と実践のはざま 東海地震予知をめぐって 松村 正三客員研究官

．東海地震の研究と実践の推移

予知体制のスタート

東海地震が世上に登場するきっかけとなったのは、 年秋の地震学会において石橋克彦が発表した

「駿河湾地震説」2）である。

ただし、東海地域に大地震が迫っていると指摘したのは、これが初めてではない。

茂木清夫は 年の論文3）で遠州灘沖に大地震発生のポテンシャルがあると指摘した。

図表 に示したように、国土地理院による明治（ ～ ）と昭和（ ～ ）の測量結果の

差から解析された歪のパタンが、フィリピン海プレート北縁に沿う相模湾、紀伊半島、室戸岬のいずれに

おいても「伸び」であったのに対し、遠州灘のみ「縮み」になっていたからである（図表 の逆向き矢印）。

つまり、前 者では 回の測量の間で、 年関東地震、 年東南海地震、 年南海地震が発生

して圧縮歪が解消されていたのに対し、遠州灘では起きるべき地震がまだ起きていない、

と解釈したのである。 観測の発達した今から見れば粗い観測に基づいていたものの、

この解釈は分かり易く説得力があった。

これに続いて石橋は、遠州灘に起きる地震の繰り返しと思われた 年安政東海地震と

年昭和東南海地震の震源域を比較し、後者では駿河湾周辺が割れ残っており、

結果としてこの部分の歪が臨界状態のままにある、という仮説を提唱した。

この説を重大視した当時の中央防災会議は、 年、石橋説に準じた東海地震想定震源域を設定し

（図表 の長方形枠）、また、東海地震対策法とも言うべき「大規模地震対策特別措置法」を制定した。

これをきっかけとして、気象庁に判定会が発足し、名実ともに国家戦略としての地震予知実践体制が

スタートした。



昭和の南海トラフ地震系列

節で述べたように、南海トラフ地震系列は、「連動」が基本と見られている。前回の昭和系列では、

年の時差をおいて東南海、南海地震の順に発生した。 前々回の安政系列では、東海・東南海地震が

同時、南海地震は 日遅れで引き続いた。 さらに 回前の宝永では、すべてが同時に起こった。

では、前回の昭和系列では、何故、東海地震だけが連動しなかったのだろうか？

この問いに対して、 （ ）41）は、活断層地震としては最大級の 年濃尾地震（ ）

が影響したと答えている。 彼らのモデル計算によると、濃尾地震による応力再配分によって

東南海地震の発生が早められた一方、東海地震は抑制され、その発生は本来よりも約 年遅らされた

という。 数値評価の妥当性はともかく、昭和の系列のみ連動のサイクルが狂わされたと見ることになる。

この考えを積極的に推し進めるならば、東海地震は昭和系列に属することになり、

今後の単独発生も否定しきれないことになる。

今の段階で、東海、東南海の連動発生を前提とした判断に偏ってしまうことは行き過ぎであろう。

予知の根拠とされたのは、これも茂木（ ）4）によって発掘された 年東南海地震直前の異常傾斜

変化である（図表 、掛川市近くの水準測量区間で地震前日から急激な傾斜変化が観測された）。

これは、東南海地震直前の助走滑り、すなわちプレスリップであったと解釈され、

この考え方が、現在もなお東海地震予知戦略の柱となっている。
（注）傾斜図は、関東大震災の発生を事前に警告した今村明恒先生の要請で、陸軍測地測量部が測量。

上記の研究論文には、過去に東海地震は単独で発生したことがないという疑問に対する解答があります。

１８９１年の濃尾地震Ｍ８．０の断層運動の影響で、東南海地震の発生が早められ、東海地震の発生が

抑圧されたことによって、昭和の東南海地震の発生の時だけ東海地震が連動しなかったという説明です。

この説が正解しているのならば、松村正三氏も指摘されておられるように、東海地震単独発生説を否定

して連動説が主流となっている今のアカデミズムへの警鐘となるのではないでしょうか。

昭和の東南海地震は、安政の大地震（東南海と東海が連動）の９０年後に発生しています。

それまでは、２０９年、１４７年の間隔で発生してきたことと比べてみると、前回よりは５７年も早く発生して

いて、濃尾地震の影響で発生が早められたと茂木清夫先生が指摘されたことには説得力があります。

氏が、東海地震の発生は少なくとも 年程度は遅らされた、と結論していますが、

「少なくとも２０年程度」を、「３５年」と置き換えて、東南海地震は３５年早められ、東海地震は３５年遅ら

された、と推論してみると、昭和の東南海地震の７０年後でも東海地震が単独で発生する可能性がある

と考えても矛盾しないのではないでしょうか。

今年は、昭和の東南海地震（１９４４年）から７１年後になります。

以上の説明は少々強引な論法ですが、大きな矛盾はないと思います。

私にとっては、東海地震が今年に単独で発生するという確信を、更に強めていただいた研究論文でした。

明応の東海地震から５１７年、安政の東海地震から１６１年、昭和の東南海地震から７１年後の今年、

東海地震は単独で発生する可能性が高く、単独で発生しても、冒頭の海底地形図での説明のように、

巨大津波を発生させる可能性があることを警鐘いたします。

安政の東海地震を想定した防災対策から、明応の東海地震を想定した防災対策へと、速やかに変更

してゆくべきだと思っております。



茂木清夫 （もぎ・きよお） （ＰＨＰ研究所 人名事典）
１９２９年、山形県生まれ。日本大学教授、東京大学名誉教授、地震予知連絡会会長。

専門は固体地球物理、地震学、岩石力学。地震の発生機構ならびに地震予知に関心を持つ。

１９５３年、東京大学地球物理学科を卒業、同年、三菱鉱業に入社する。１９５４年、東京大学助手になる。

その後、東京大学地震研究所教授ならびに、同所長を歴任する。１９８０年、伊豆沖で震源の高周波音を捉えた

ことで、世間一般からも注目を浴びた。１９９０年に退官し、日本大学生産工学部教授になる。

１９９１年、地震予知連絡会会長に就任。 著書に『地震 その本性をさぐる』（東京大学出版会）、

『日本の地震予知』（サイエンス社）、『地震予知を考える』（岩波書店）ほか多数。 （データ作成： 年）

昭和の東南海地震の津波についての資料は、地震発生後に中央気象台が極秘で調査した資料が

見つかりましたので、要点のみを転載いたします。

報告書

極秘昭和十九年十二月七日東南海大地震調査概報

昭和十九年十二月七日東南海大地震調査概報中央気象台

静岡県下震災地踏査報告 技師井上宇胤

前略

東海道南海道の大地震は歴史時代には相当の記録があるが明治中葉以後地震観測網が整備されて

以来 回も此方面の海底に著しい地震が観測されてゐないので同方面の地震帯並に其の中に発生する

地震の発震機構等に就いての知識が缺けてゐたのである。

今村博士は數十年来此方面の大地震を警戒されて可能な版囲のあらゆる調査をされてゐた。

尚博士の御意見に依ると日本に於ける過去 年間の地震活動には西紀 年乃至 年の 年間

と西紀 年乃至 年の 年間と西紀 年以後今日に至る 回の大活動期があり夫々の活動期

の始めと終りに東海道南海道の沖合の大地震があるとの事である。

中略

津浪は紀伊半島の東岸では 米の高さがあり特にリアス式海岸では波高大で相当の被害があつたが

静岡県下では下田港に於て侵水家屋と船の破損沈没があつた程度で駿河湾でも遠州灘に面する海岸

でも殆んど被害は無かつた。

何處も 米前後の浪であり地震後 分から 分程して引き波で始まり 回目か 回目の浪が最高であつた。

津浪の週期は 分から 時聞位迄あつた様である。

後略

上記の報告書では、静岡県下の遠州灘や駿河湾周辺では津波高が２ｍ前後であったそうです。

前回（安政）の発生から９０年後の発生で、東南海部分の規模が前回よりも小さかったと推定しても、

２ｍ前後の津波しか東海地域に来なかったという事実は、過去の東海地域や相模灘地域の大津波は

東海地震部分の海底の隆起が引き起こしたと判断できるのではないでしょうか。

このことからも、想定東海地震は、津波被害を重視した対策をしておくべきだと思います。

また、駿河トラフの構造からは、駿河トラフの西方向へも、大津波が進行してゆくと思われますので、

愛知県・三重県・和歌山県でも、油断なく大津波対策を講じておくべきだと思います。



三重県鳥羽市国崎・大津 （注・要点を抽出させていただきました。）

壊滅的被害を受けた地域では、集落全体を安全な高所に移転した例があります。

平安時代の末期、国崎の集落は、平野部の大津集落と、その北に隣接する丘の上の国崎の

２つの「神戸」、すなわち伊勢神宮の直轄領集落に分離しました。

この国崎から分離して平野部にあった大津が明応東海地震の津波（ 年）によって壊滅しました。

（ 年・曽我部市太編）の宝剣山常福寺の説明文に「旧時大津国。「鳥羽誌」崎の二神戸に分かれし時、

此の寺大津に属し天通山と号す。明応七年八月海嘯（つなみ）のため、大津の地流失せしを以て字里谷

に移す」とある通りです。

さらに「増補・国崎神戸誌」には、「大津は（中略）明応七年八月津浪の為に荒廃し更に国崎と合併せりとの

口碑を存す」と記されています。

これらの文献によって、明応津波で大津神戸の集落が壊滅し、生存者たちは寺とともに国崎に合併移転し、

もとの大津の市街地は放棄され、田畑地に戻ったことが分かります。

昭和の東南海地震では、紀伊半島東岸の津波高は５～６ｍでしたが、

明応の大津波では、三重県鳥羽市国崎の海岸近くの集落が壊滅しています。

このことは、「ＮＨＫそなえる防災」のコラム「過去の巨大津波で高所に移転した集落に学ぶ」で、

立行政法人建築研究所の都司嘉宣氏が詳しく検証しています。

上記にも転載させていただきました、松村正三氏の下記の研究論文は、多くの研究者の方々の文献を

統合したもので、大きな感銘を受けましたので、その一部をさらに掲載させていただきます。

科学技術・学術政策研究所 「科学技術動向」誌 ２００９年１１月号

研究と実践のはざま 東海地震予知をめぐって 松村 正三客員研究官

．研究者の役割

年代の初め、複数の研究者によって東海地震の発生に関する警告が相次いで発表された。

五十嵐丈二（ ）45）は、臨界間近い物理現象に観察される振動周期の漸減という現象に注目し、

掛川 浜岡間の水準測量データの振動する動きから、東海地震の発生を 年半ばと結論づけた。

川崎・岡田（ ）46）は、震源核の成長に関する理論式を案出し、掛川 浜岡間の水準測量データに

適用することで、発生時期が 年初頭になるとした。

山岡耕春ら（ ）47）は、浜岡に設置された の動きから、破壊に向かう加速度変化の表式

（ ）を適用することで 年半ばに臨界に達すると推論した。

瀬野（ ）48）は、アスペリティ分布の変容過程に対するモデル化を行い、掛川 浜岡のデータから

発生時期は 年半ばになるとの見積もりを示した。

筆者（ ）22）は、推定アスペリティ領域のスケールから見て、応力維持の限界は 年頃までで

あろうと推察した。

こうしてほぼ同時期に発表された東海地震発生時期の推測結果は、マスコミやインターネット上でも

注目され、その時点では世上にいくばくかの緊張感を醸成したものの、結果的には何事も起こらない

まま警告の刻限が過ぎた。

結局、東海地震は起きなかったという結果からみれば、これらの警告はことごとく失敗に終わったこと

になるが、筆者自身が関わったことでもあり、研究者によるこのような行為の適否について考えてみたい。



まず、この時期一斉に警告が出たのは偶然なのか、それとも何らかの下地があったのか、ということ

であるが、異常状況は確かにあった。それは、前章までに紹介した長期的スロースリップである。

結局は、今回のスロースリップも東海地震に繋がらない、つまり、幾度となく繰り返すスロースリップの

ひとつでしかなかったという結論に落ち着くかもしれない。

しかし、そうだとしても、それは結果論でしかなく、スロースリップの開始時点で東海地震に発展する

かもしれないという警告を出すのはむしろ妥当な判断だったと思われる。

あえて言えば、今の我々の知識で具体的な発生時期に言及することに無理があったということだろう。

さらに言うならば、今後、多少時期がずれたとしても上記の警告が「当たり」に変わる可能性は

残るのである。

当の研究者たちにとっては苦い経験となってしまったが、筆者はむしろ、研究者たちがこれに懲りて

推論や推測の発表に慎重になりすぎることを懸念する。現行の学会発表では、観測事実やデータ解析

結果の報告が大部分を占める。解析結果から必然的に導かれる推測は別にして、それ以外の推論は

スペキュレーション（この場合は、「空論」や「臆測」という意味）であるとして避けられる傾向にある。

事実確認と状況分析は、科学的アプローチの基本であるのに対して、予測を混じえた推論に踏み込む

ことは、曖昧さを内包し、ミスリーディングにつながりかねないからである。

しかしながら、確定事実の報告に終始するだけでは地震予知は実現しない。

筆者は、地震予知に関わる研究者は、常に予測に立ち向かうという明確な意志を持つべきであると

考える。何らかの解析を行う際には、発生した事象の分析にとどまらず、それが意味する内容を推察し、

将来の予測にまで言及する、という姿勢を意識的に貫いてもらいたいと思う。

中略

．おわりに

「 年駿河湾の地震」の翌日、新聞報道各紙の社説は一斉に東海地震に備える防災体制について

書きたてた。中でも日経新聞は、「科学的検証があいまいなまま、行政や学界の都合で決めた想定や

前提が一人歩きする愚は避けたい」と、現在の判定会体制に批判的な主張を展開した。

プレスリップの出現を前提とした予知の科学的検証が曖昧な状態にあることは事実である。

しかし、プレスリップの存在が否定されたわけではない。判定会が「実践としての東海地震予知」において

プレスリップの出現に依拠するのは、現実的判断として間違っていない。

「見逃しはない」と言い切った当初の見得が、今ではもはや通用しなくなったという変節はあるが、

これについても、「東海地震といえども見逃す可能性はある」という言い換えを通じて、判定会の予知情報

に全面的に依存することの危険性がすでに世の中に周知されている。

そうした限定条件の下で、たとえ ％以下の予知率であるとしても判定会体制には今日的意義がある。

むしろ判定会に関わる問題があるとすると、それは、東海地震予知の一切が判定会に委ねられている

と誤解することである。学会での東海地震に関する発表が決して活発とは言えないことから、研究者自身

にすらこのような思い込みがあるのではないかと疑われる。

東海の状況の複雑さから見れば、判定会が下す判断の領域は、きわめて限定的と言わねばならない。

今般の駿河湾の地震に直面して判定会が出したコメントは「東海地震と直接の関連はない」というもので

あった。東海地震の直前予知に限定した判定会の判断としては妥当である。

しかし社会は、それだけでは納得しない。予測に関する物言いが常に曖昧であり、時として間違いもある、

ということは承知の上で、それでも、駿河湾の地震と東海地震がどうつながるかを知りたいのである。

研究者には各自がそれまで築いてきた知識と判断力に基づいて、どう推論するかが求められている。

「東海地震予知に関する研究と実践のはざま」を意識するならば、判定会とは異なる立場にある研究者の

果たすべき役割は重く大きい。



濃尾大震災 （１８９１年 明治２４年） （ 岐阜県 危機管理部防災課）

明治 年（ ） 月 日午前 時 分、

岐阜県美濃地方、愛知県尾張地方を突然猛烈な地震がおそった。

最初は上下、水平方向への動きとともに、北、南へ揺れていたが、いきなり大きな烈震となり、

岐阜地方気象台の地震計の針は振り切れてしまった。 日までの 日間に、烈震 回、強震 回、

弱震 回、微震 回、鳴動 回、合計 回を数えた。その後も余震は絶えなかった。

震源地は本巣郡根尾谷（現本巣市根尾）。

地震のエネルギーはマグニチュード 、世界でも最大級の内陸直下型地震であった。

あの記憶に生々しい阪神・淡路大震災（ 年 月 日）がマグニチュード 、関東大震災（ ）が

同じく であったことを思うと、いかに大規模な地震であったかが分かる。

地震の及んだ範囲は西は九州全土に、東は東北地方にまで達した。

中でも激震地域は岐阜県の美濃地方を中心に、愛知県尾張地方、滋賀県東部、福井県南部に及んだ。

死者は全国で 人、全壊・焼失家屋 戸という大きな被害をこうむった。

これが濃尾大地震である。 明治 年といえば、わが国が富国強兵を旗印に、西欧風の近代化を急ぎ、

軌道に乗り始めた時期でもあった。 そのため、人命、家屋以外にも、交通、産業、教育などの面でも

大きな被害を受けた地震であった。

しかし一方では、この地震によって、地震研究、震災対策が大きく発展する契機にもなった。

また、各地にできた新聞社は競って震災情報を伝え、全国民の目を震災地に向けた。

そして被害の大きさを知った国民は、医療ボランティアとして駆けつけたり、援助物資を寄せるなど、

災害への連帯の輪が大きく広がった地震でもあった。

未曾有の震災被害 震源地の根尾

濃尾大地震は根尾谷を震源地として発生した。

このときできた根尾谷断層は地表面に現れたものだけで全長 キロメートルに及んだ。

根尾谷の水鳥（本巣市根尾）には、最大で垂直に メートルのずれが生じた。

垂直方向に センチメートルのずれを生じた阪神・淡路大震災の断層（兵庫県北淡町）と比較すると

その規模の大きさが想像できる。

根尾の山々は、この地震のため崩落したり、山肌が一瞬のうちにはぎ取られ、木が 本もなくなった

ところが多かった。 さらに崩壊した土砂が根尾川をふさぎ、湖ができたところもあった。

また深い谷に沿って延びる道路もあちこちで寸断され、その谷に架かる橋も落下したりした。

岐阜市とその周辺

もっとも悲惨な被害を受けたのは、震源地の南に隣接し、人口の集中していた岐阜・大垣をはじめとする

都市やその周辺の町村であった。 これらの地域は地盤の弱い沖積平野上にあったため、家屋の多くが

倒壊し、火災も発生し、多数の死傷者が出た。中でも被害のもっとも大きかったのは岐阜市である。

倒壊家屋（全・半壊）は、岐阜市（当時の岐阜市）で 戸（全戸数の パーセント）にのぼった。

後略

私は、松村正三氏の研究報告を読むまで、濃尾地震Ｍ８．０のことはまったく知りませんでした。

調べてみると、観測史上、日本最大の内陸直下型地震であり、甚大な被害が発生していました。

これほど大きな地震のことを、教科書やマスメディアや書物から知ることがなかったのは不思議でした。

根尾谷断層は地表面に現れたものだけで全長 キロメートルもあり、最大左横ずれ変位量 もあった

そうですが、現在の地震学では、更に詳しい東海地震への影響の分析ができるのではないでしょうか。



濃尾地震発生当時の根尾谷断層 地震断層観察館で見られる断層のトレンチ壁面

（北西方向を望む）

根尾谷断層

出典 フリー百科事典『ウィキペディア（ ）』

概要 編集

年（明治 年） 月 日午前 時 分 秒に根尾村を震央として発生した濃尾地震（マグニチュード ）

の震源断層である。 この地震により数十 に渡って地表地震断層が現れた。

総延長距離約 、活動一回あたりの最大左横ずれ変位量 、最大上下変位量 に及ぶ大規模な

断層である。

この根尾谷断層以前に地震断層について記録されたものが無いため、日本で確認できる最古の地震断層と

して記録されている。 また地震直後に記録写真が国内外の地震学教科書などに引用されたため世界的に知ら

れることとなり、海外からも地震学の研究者も多数訪れている（記録写真は複数撮影されているが、

小藤文次郎が撮影して論文に掲載したものが世界的に名高い）。



以上のように、東海地震の単独発生の可能性について検証いたしましたが、

早ければ今年の２～４月頃から、遅くとも６月までには、東海地震の初期前兆が発生してくるのではないか

と思っています。 駿河湾近辺で目立った地震が発生してくるかもしれません。

それ以外に、どのような前兆が発生してくるのかは分かりませんが、

現在では、ＧＰＳ・ 駿河湾の海底地震計・ 静岡県の地下の歪み計・ 高感度地震観測網（Ｈｉ ｎｅｔ）

などの多様な観測網が設置されています。

それぞれの機器の分析の専門家の方々が、注意深く観測されて、何らかの兆候が出現してきた時には、

ぜひ、公表してくださることをお願い申し上げます。


