
東海地震の発生時期につきましては、「東海地震の予知について」 で検証しましたように、

今年（２０１５年）の末までに発生する可能性が非常に高く、遅くとも２０１７年末までには発生するのでは

ないかと思っています。

過去の東海地震（東南海と連動）の発生月を調べてみると、下表のようになります。

ウィキペディアへようこそ ウィキペディアは誰でも編集できるフリー百科事典です

年 月 日（ 月 日）（天武 年） 白鳳地震（天武地震）（東海東南海南海連動 ） 1
4

山崩れ、家屋、社寺の倒壊多数[18]。

『日本書紀』の土佐における地盤沈下や津波などの記録は南海地震を示唆するが、

諸国で郡官舍及百姓倉屋、寺塔、神社が多数倒壊したとも記録され、地質調査によると、

東海・東南海地震も同時期に発生したと考えられる[19]。

静岡市川合遺跡の 世紀後半の砂脈痕が東海地震震源域に相当する[20]。

年 月 日（ 月 日）（仁和 年）仁和地震（東海東南海南海連動 ）

京都で民家、官舎の倒壊による圧死者多数。特に摂津での被害が大きかった。

『日本三代実録』にある畿内の甚大な被害記録は南海地震を示唆するが、五畿七道諸国大震とも記録され、

地質調査によると、東海・東南海地震も同時期に発生したと考えられる。

静岡県富士市浮島ヶ原低地における断層活動による水位上昇痕が相当する[21]。

八ヶ岳の山麓が崩壊し大月川に堰止め湖（河道閉塞）が形成された。

堰止め湖は翌年 月に決壊し土石流を発生させ信濃の国千曲川流域に洪水を生じた痕跡が残っている。

年 月 日（ 月 日）（嘉保 年） 永長地震（東海東南海連動 ）

皇居の大極殿に被害があり、東大寺の巨鐘が落下、近江の勢田橋が落ちた。津波により駿河で民家、

社寺 余が流失。畿内、琵琶湖、および揖斐川付近の強震動および津や駿河の甚大な津波被害から

東海・東南海連動地震と推定[6][25]。

この地震の 年 ヶ月後に南海地震（康和地震）が発生した。

年 月 日（ 月 日）（明応 年）明応地震（東海東南海連動 ）

紀伊から房総にかけてと甲斐に大きな揺れがあり、鎌倉高徳院の大仏殿が押し流され、（間違いです。）

浜名湖が海と繋がった。震害よりむしろ津波の被害が大きく、伊勢大湊で家屋 戸、溺死者 人。

伊勢志摩で溺死者 人、『林叟院記録』・『志太郡誌』（静岡県）によれば溺死者 人などの被害。

地質調査によれば、ほぼ同時期に南海地震も発生したと考えられている。

年の日向灘地震がこれにあたるとの説もある。

年 月 日（宝永 年）宝永地震（東海東南海南海連動 ）

東海・東南海地震と南海地震が同時に発生した の地震とされてきた。

この地震の 日後に富士山が噴火し、宝永山（火口）が造られた（宝永大噴火）。

死者 万人余、倒壊家屋 万戸余、土佐を中心に大津波が襲った。

安政東海地震と同様の駿河湾へ震源域が入り込む地震ではないとする見解もある[26][27][28]。

年 月 日（嘉永 年）安政東海地震（東海東南海連動）

震源域は駿河湾奥から陸域に達したと推定され、著しい激震域と富士川河口付近に地震山と称する断層

が

出現した[29]。死者 人余、倒壊及び焼失家屋 万戸余、津波多数発生。掛川城が倒壊。

駿河湾周辺の地殻変動や、駿河湾内で海面が盛上がる津波の発生が目撃されていることから、

駿河湾にも断層モデルが仮定されている[6][7][8]。

この地震の 時間後に安政南海地震が発生した。

発生時期について



上の表のように、８月、９月、１０月、１１月は１回、１２月は２回、と、８月から１２月の間に発生しています。

巨大津波が発生した明応地震は、９月１１日に発生しています。

２００９年の駿河湾地震Ｍ６．６ も８月１１日でした。（「台風の雲と地震の関係その２」をお読みください。）

以上の統計や気象的見地からも、今年の８月から東海地震発生の可能性が高まってゆくと思われます。
東北の巨大地震は３月から６月にかけて発生することが多いようです。

１８９６年６月１５日 明治三陸地震 Ｍ８．５

１９３３年３月 ３日 昭和三陸地震 Ｍ８．１

２００８年６月１４日 岩手・宮城内陸地震 Ｍ７．２

２０１１年３月１１日 東日本大震災 Ｍ９．０

（このことは偶然ではなく、東北北部と東海地方の気象状況の違いが深く関わっていると思っています。

また、これらのことは、その可能性が高いということであって、絶対的なものではありません。）

想定津波高 の見直しと対策について

東海地震に関しては、遅くとも今年の７月末までに最悪の事態を想定した準備を完了させておくべきです。

私は、南海、東南海、東海が連動した「南海トラフ大地震」の発生は、今世紀（２１世紀）には無く、

２０４０年以降に、南海地震と東南海地震が発生するのではないかと思っていますが、
（詳しくは「東海地震の予知について」をお読みください。）

東海地震の被害想定に関しては、内閣府が２０１４年３月１８日に公表した「南海トラフ大地震」の

被害想定に着目するべきだと思っています。

科学的実測から導きだされた最大の数値を想定しておくことは適切なことだと思います。

駿河湾近辺にお住まいの方々は、１９７８年の「大規模地震対策特別措置法」の制定以来、万全の

防災対策をしてこられたとは思いますが、津波の高さの想定が、２０１３年の想定では、２００３年に比べて

更に大きくなったことに対応した防災対策や津波防災訓練を、真剣に実施しておられるのでしょうか。

また、愛知・三重・伊豆諸島・神奈川・千葉の沿岸にお住まいの方々も、津波の高さの想定が、

２０１３年の想定では、非常に大きくなったことに対して、どのようなことを実践しておられるのでしょうか。

下表は、内閣府公表の予想津波高の２０１３年の最大値と２００３の最大値の比較表です。
（左の数値が、 年内閣府の発表の最大予想津波の高さです。）

静岡県

静岡市駿河区

静岡市清水区

浜松市西区

浜松市南区

沼津市

熱海市

伊東市

南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次報告）

資料１－２都府県別市町村別最大津波高一覧表＜満潮位＞

20032013

牧之原市

賀茂郡東伊豆町

賀茂郡河津町

賀茂郡南伊豆町

賀茂郡松崎町

賀茂郡西伊豆町

榛原郡吉田町

伊豆半島の西岸・南岸地域は

１５ｍ～３３ｍの巨大な津波の

可能性があり、到達時間が短い

ので最も被害が心配されます。

富士市

磐田市

焼津市

掛川市

袋井市

下田市

湖西市

伊豆市

御前崎市



東京都
大島町大島町

利島村利島村

新島村新島村

神津島村神津島村

三宅村三宅村

御蔵島村御蔵島村

八丈町八丈町

青ヶ島村青ヶ島村

小笠原村小笠原村

千葉県
千葉市中央区

千葉市美浜区

銚子市

市川市

船橋市

館山市

木更津市

旭市

習志野市

勝浦市

市原市

鴨川市

君津市

富津市

伊豆諸島は２００３年の想定値から

５～６倍も高くなっています。

東日本大震災後の津波シュミレー

ション技術の進歩の結果でしょうか？

巨大な津波への対策が必要です。

浦安市

袖ケ浦市

南房総市

匝瑳市

山武市

いすみ市

山武郡大網白里町

山武郡九十九里町

山武郡横芝光町

長生郡一宮町

長生郡長生村

長生郡白子町

夷隅郡御宿町

安房郡鋸南町

三重県
津市

四日市市

伊勢市

松阪市

桑名市

鈴鹿市

尾鷲市

鳥羽市

熊野市

志摩市

桑名郡木曽岬町

三重郡川越町

多気郡明和町

度会郡大紀町

度会郡南伊勢町

北牟婁郡紀北町

南牟婁郡御浜町

南牟婁郡紀宝町

愛知県
名古屋市港区

豊橋市

半田市

豊川市

碧南市

刈谷市 ー

西尾市

蒲郡市

常滑市

東海市

知多市

高浜市

田原市

弥富市

海部郡飛島村

知多郡東浦町 ー

知多郡南知多町

知多郡美浜町

知多郡武豊町

鳥羽市・志摩市・伊勢町・尾鷲市・

熊野市などの紀伊半島の東岸地域

は、駿河トラフからの津波にまともに

面しているため、かなりの高さになる

のではないでしょうか。

和歌山県の東海岸の、新宮市・

勝浦市なども熊野市と同様の

津波対策が必要と思われます。

田原市２２ｍ・豊橋市１９ｍの

数値が特に高いようです。

神奈川県
横須賀市

平塚市

鎌倉市

藤沢市

小田原市

茅ヶ崎市

逗子市

三浦市

三浦郡葉山町

中郡大磯町

中郡二宮町

足柄下郡真鶴町

足柄下郡湯河原町

鎌倉１０ｍ、逗子９ｍ、葉山７ｍ

などの地域は、震源地から

離れているので、大津波に対する

危機感が低いと思いますが、

充分な対策が必要と思います。



以上の津波高に関する専門家の算出の方法は、私には分かりませんが、

この数値に近い大津波の可能性は想定しておくべきだと思っています。

今は、地震が発生してからの警報システムは非常に進歩しているのですが、

東海地震の津波の恐ろしさは、津波到達時間の短い地域が非常に多いことです。

津波到達時間の短い地域の方々は、すでに、実行されているかもしれませんが、

地域ぐるみでの入念な短時間避難の訓練をする必要があると思います。

伊豆諸島・相模灘・遠州灘・熊野灘周辺地域の方々も、明応の大津波から５１７年間大津波を経験して

いないだけに、東北地方のような入念な避難訓練をされていないのではないでしょうか。

今年の７月末までに入念な避難訓練をしておくことをお勧めいたします。

第 回 東海地方を襲った「千年震災」～明応東海地震の津波～
都司嘉宣（つじ よしのぶ） 理学博士 建築研究所 特別客員研究員

東日本震災の巨大津波が残した教訓

年 月 日の東日本大震災の津波は、「貞観三陸地震津波」（ 年）以来、 年ぶりの大津波だったこと

が明らかになってきました。三陸海岸の各市町村では、明治 年（ 年）と昭和 年（ 年）に大きな津波被害

を受けた経験があるため、これらの津波の高さを参考として、沿岸居住地域を守る防潮堤が設計建設され、

またはハザードマップが作られていました。

つまり 年から 年に 度起きる程度の津波が参考とされていたのです。このため、例えば宮古市田老町の

高さ の防潮堤も、 年に一度の大津波であった今回の東日本震災の津波はやすやすと乗り越え、

約 人もの溺死者を出すこととなったのです。

田老の市街地を取り囲む丘陵の浸水標高は、約 に達していました。

今回の津波の教訓は、津波防災は「 つのレベルに分けて考えるべきである」ということです。

すなわち、 年に一度の「レベル 」の津波に対しては、「防波堤によって人の生命と家などの市街地の財産も

守り切れる」が、 年に一度の「レベル 」の大津波に対しては、「財産はあきらめ、人の生命を守りきることだけ

を考えよ」ということです。

年に一度の「安政東海地震」の津波

今回の東北地方以外でも、「千年震災」の津波に襲われた海岸があるのでしょうか？ 実はあるのです。

ここでは、東海地方を襲った「明応東海地震（ 年）」を取り上げたいと思います。その前に 年に一度の

標準サイズの東海地震の規模であった幕末の「安政東海地震」の津波の様子を見ておきましょう。

この津波の浸水高さは（図 ）の通り。伊豆半島先端付近の入間（いるま）での を除けば、伊豆半島でも、

静岡・焼津付近でも、あるいは遠州沿岸でも を越える場所はありません。

この程度の津波であったなら、防潮堤、開閉式水門設備、などで沿岸の居住地域への海水の浸入を食い止める

ことはできるでしょう。下田市の市街地や沼津市戸田のような観光的な理由で ～ の防潮堤を作っていない

場所を除いて、静岡県の沿岸各町村には、すでにこの程度の防潮堤を備えている場所も多いのです。

綿密に海岸線上の津波に対する弱点がないかどうか点検し、必要に応じて防潮堤の高さを ～ かさ上げすれ

ば、「安政東海地震」程度の津波に対して、生命と財産の損失を最小限にとどめることは可能だと思われます。

下記の「ＮＨＫそなえる防災」のコラムの作成者は、独立行政法人建築研究所の都司嘉宣氏です。

多くの古文献資料に基づいた、具体的で信頼性の高い内容なので転載させていただきました。

明応の大津波の正確な津波高が検証されています。



年に一度の「明応東海地震」の津波

次に 年に一度の巨大津波をもたらした、明応 年 月 日未刻（西暦 年 月 日、午後 時）の津波の

様子を見ておきましょう。（図 ）は、静岡県の海岸での津浪の高さの分布図です。沼津市戸田の というのは、

「ひらめ平に津波が来てヒラメが打ち上げられた」という伝承による数値なので信頼性に欠けますが、その他は古い

寺院、神社の伝承に基づく浸水標高の測定数値なので信頼のおけるデータです。

沼津市西浦の江梨には、航補院という寺院に伝えられた『江梨航浦院開基鈴木氏歴世法名録』が残っています。

「江梨村に津浪が寄せ来て、幾人とも数もしれないほど多くの庶民が海底に沈没した。

このお寺を開基した鈴木氏の系図と財宝は家屋もろとも流された」と記され、いっぽう『航浦院縁起』という、

もう一つの古文書には「このつなみのとき、鈴木氏の女の子が航浦院の門前の榎のところで津波に遭い、

両眼を患ったが、航浦院の薬師に如来に祈って病気が治った」と記されています。

この流された鈴木氏の家屋跡（現在海蔵寺敷地）の標高は 、薬師を納める航浦院の本堂の標高は

であり、現在の寺の山門の石段前の標高が であることから、この江梨での津波浸水は標高 に及んだ

ことが分かっています（図 ）。

第二回『過去の巨大津波で高所に移転した集落に学ぶ』でもふれた伊豆市小下田の丁ノ田（ちょんのだ）も、

この「千年震災」の大津波に襲われた地域です。金の鉱山で有名な伊豆西海岸の土肥温泉から海岸線磯に

沿って約 南下したところに小下田という地区があり、国道から海岸に向かって少し下ったところに「下り参拝

神社」と呼ばれる「三島神社」があります。神社は鳥居から階段を上って参拝するものと決まっていますが、

この「三島神社」は階段を下って参拝する形式になっています。こんな神社は日本中探しても、ほかにはないで

しょう。では、なぜこんな奇妙なことになったのでしょうか？

神社から海岸に下っていくと、「丁ノ田」という三角形の小平野に出ます。豊かな水田地帯ですが、よく見ると水田

は周囲の丘陵に接するところに、家の痕跡を示すように平らなベルト状の土地があります（写真 ）。

ここは、かつての丁ノ田集落の住居跡です。「明応東海地震」の津波のとき、水田はもちろんここにあった家屋の

すべてが流失して、人の住む集落としては壊滅してしまいました。かろうじて生き残った人々は、津波の後、

この背後の標高 の高原に移住し、ここに藤沢という集落を開いたのです。

幸い標高 にあった「三島神社」の敷地まで津波は浸水せず、神社は無事でした。神社と氏子の関係は

津波後もそのまま継続し、復興して再建された村の一番標高の低い場所に「三島神社」が位置することになった

ため、「下り参拝の三島神社」となったのです。

この丁ノ田の集落家屋敷跡の標高を、（株）パスコの矢沼隆氏が測定したところ、 であることが分かりました。

津波で集落全体が流失するとき、その場所の地上冠水の厚さは かそれ以上、とされているので、

「明応東海地震」の津波はここで であったことが確定しました。

「明応東海地震」が 年の東日本震災と同じような「千年震災」であることが確実となったのです。

上記の内閣府公表の伊豆市の最高津波高は１１ｍですが、都司嘉宣氏の古文献資料の検証では

伊豆市小下田の丁ノ田（ちょんのだ）に襲来した明応の大津波は１８ｍもありました。

明応クラスの大津波が発生すれば、内閣府が想定している最高値を越える巨大津波が発生する

可能性があるということです。

今年は、室町時代の明応の大津波から５１７年、安政東海地震から１６１年です。

今後の東海地震に対しては、巨大津波が発生することも想定しておくべきではないでしょうか。

そして、海岸からかなり奥の内陸まで、大津波の被害がおよぶ可能性があることも考慮して、

東日本大震災を教訓にして対策を講じておかれることが肝要だと思います。



震度６弱・震度６強・震度７の強震想定地域の企業やお住まいの方々については

これまでに、国・県・市町村の指導の下に、十分な防災対策をしてこられたことと思います。

東海地震の規模はＭ８．０からＭ８．２と予想されています。

Ｍ８．０なら阪神大震災Ｍ７．３の約１１倍の地震規模になります。

Ｍ８．２なら阪神大震災Ｍ７．３の約２２倍の地震規模になります。

東海地震の震源域は、東日本大震災のような沖合遠くではなく、

内陸や内陸近くの海底の地盤が動きます。

従って、阪神大震災クラスの強震が広範囲にわたって発生すると想定されているようです。

今年の７月末までに、再度入念に、強震防災対策を確認し、訓練しておかれるとよいと思います。

しかしながら、現在の東海地震の大規模地震対策特別措置法の「警戒宣言」後の対策には

津波に対する対応措置が手薄なのではないでしょうか。
大規模地震対策特別措置法は３０年以上前に構築されたものであり、

平成 年 月 日からは、東海地震に関する情報が「東海地震観測情報」・「東海地震注意情報」・

「東海地震予知情報」の 段階になりました。

もし、前兆（前すべり現象）が明確だと判断されれば、１日につき数千億円の経済損失を覚悟の上で

内閣総理大臣から「警戒宣言」が出されることになっています。

（しかし、警戒宣言後に地震が発生しなかったり、警戒宣言後に地震がなかなか起きなかったり、警戒宣言無しに

地震が発生する、ことなどの多様な可能性があることが問題視されているようです。

東日本大震災では、東海地震の前兆として観測されているプレートの「前すべり現象」はありませんでした。）

警戒宣言後や地震の発生後の中央防災会議の緊急活動計画は、ほとんどが強震被害対策であり、

津波対策は非常に手薄なようです。下記のように、緊急物資輸送に船舶の利用を計画していることでも、

津波被害を重要視していないことがうかがえます。
「東海地震応急対策活動要領」に基づく具体的な活動内容に係る計画

平成 年 月 日 平成 年４月 日修正 中央防災会議幹事会（申し合わせ）

中略

（２）緊急輸送活動に係る計画

①物資の輸送

中略

○緊急災害対策本部は、地震発生後に道路の被害状況等を勘案して、陸上輸送を行うことが困難

と判断される場合には、これらの輸送活動の一部を海上輸送に切り替えることとする。この場合、

緊急災害対策本部は、緊急輸送活動に係る計画を変更して、防衛庁、海上保安庁、国土交通省等

に海上輸送を依頼するとともに、緊急輸送活動に係る計画の変更について関係省庁を通じて別表

４－３中の輸送調整主体に伝達する。

東海地震では、海路の物資輸送計画が実行できなくなる可能性も想定しておくべきだと思います。

大津波被害対策 の綱目も 入念に追加作成しておくべきではないでしょうか。



２０１５年１月７日 明日香地震気象研究所 代表者 松本安生

①・②ページで検証しましたように、過去の歴史から東海地震は８月から１２月の間に発生していることが

明らかになっています。

最も大きな津波が発生した明応の東海地震は９月１１日でした。

私は、気象学的見地から、東海地震は８月から発生の可能性が急速に高まってゆくと思っています。

なぜなら、８月から大きな台風が日本に近づいたり、上陸したりする可能性が非常に高まるからです。

８月・９月・１０月の大きな地震は台風の雲と密接に関係して発生することが多いのです。

「台風の雲と地震の関係 その１・その２・その３」はぜひお読みください。

近年では、 ２００３年 ９月２６日 十勝沖地震 Ｍ８．０ （その３）

２００４年１０月２３日 新潟県中越地震 Ｍ６．８ （その１）

２００９年 ８月１１日 駿河湾地震 Ｍ６．６ （その２）

以上の３つの地震が台風と密接にかかわって発生しています。

９月１１日発生の明応の東海地震も台風と関係して発生したのかもしれません。

東海地域は、日本にくる台風の雲の影響を受けやすい地域なので、８月に大きな台風が東海地域に

近づくか上陸することになれば、東海地震の発生の可能性が高まるので、今年の８月の台風シーズン

までに観測体制を万全にしておきたいと思っています。

今年に東海地震が発生すれば、次は富士山の噴火の可能性が一気に高まります。

富士山の噴火の可能性が高まっていることは、近年、火山の専門家の方々が警鐘していることで、

東海地震の発生後に富士山の噴火が発生することは、前々から多くの地震や噴火の専門家の

方々が公表してきたことです。

私は、昨年の夏頃までは、東海地震の発生より先に富士山が噴火する可能性もあると思っていましたが、

今は、東海地震の後、早ければ１年以内に、遅くとも３年以内に富士山が噴火するだろうと思っています。

過去の歴史では、前回の噴火は、宝永地震の４９日後に発生しています。
年 月 日（宝永 年）宝永地震（東海東南海南海連動 ）

東海・東南海地震と南海地震が同時に発生した の地震とされてきた。

この地震の 日後に富士山が噴火し、宝永山（火口）が造られた（宝永大噴火）。

１７０７年の噴火から、今年で３０８年になります。

富士山の噴火被害については、すでに内閣府や火山の専門家の方々が発表していますので、

それらの情報を参考にしてください。

東海地震の発生までに十分な観測体制が構築できていれば、富士山の噴火予知は確実にできると

思っています。

今は、東海地震の予知活動に集中してゆきたいと思っています。


