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地震調査委員会地震調査委員会
政府の正式な地震評価機関
⻑期評価部会（地震調査委員会の下部組織）⻑期評価部会（地震調査委員会の下部組織）

地震防災対策強化地域判定会地震防災対策強化地域判定会
気象庁⻑官主催

地震予知連絡会
国⼟地理院院⻑主催（地震予知研究計画）国⼟地理院院⻑主催（地震予知研究計画）

------------------------------------

防災会議中央防災会議
政府の正式な防災政策審議機関（議⻑は総理⼤⾂）
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⽇本列島の地震リスク

（秀吉と地震）（秀吉と地震）

⾃然を侮るな⾃然を侮るな
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⼤震災（死者・⾏⽅不明者千⼈以上）

• ⽇本で⼤震災が起こるのは何年に１回？

阪神・淡路⼤震災のような悲劇の再来？
A 10年
B 20-30年B 20 30年
C 50年以上



被害地震（過去200年の統計）

•• 死者・⾏⽅不明死者・⾏⽅不明5050⼈以上⼈以上•• 死者・⾏⽅不明死者・⾏⽅不明5050⼈以上⼈以上
• 陸の地震は約10年に1回
• 海の地震は約20年に1回• 海の地震は約20年に1回

死者 ⾏⽅不明千⼈以上の⼤震災死者 ⾏⽅不明千⼈以上の⼤震災•• 死者・⾏⽅不明千⼈以上の⼤震災死者・⾏⽅不明千⼈以上の⼤震災
• 陸の地震は約20年に1回
海の地震は約30年に1回• 海の地震は約30年に1回



次々と起こる⼤震災：連発震災次々と起こる⼤震災：連発震災
（死者・⾏⽅不明者数）

• 1943年⿃取（1,083）
年東南海東南海

• 1847善光寺 (5,867)
• 1944年東南海東南海(1,223)
• 1945年三河 (2,306) • 1854伊賀上野 (1,500)

安政東海東海
( )

• 1946年南海南海 (1,330)
• 1948年福井 (3 769)

• 1854安政東海東海 (3,000)
• 1854安政南海南海 (数千）• 1948年福井 (3,769)
• 1855江⼾ (4,000)
• 1858⾶越（常願寺川）⾶越（常願寺 ）



次々と起こる⼤震災次々と起こる⼤震災
（死者・⾏⽅不明者数）

• 1943年⿃取（1,083）
年東南海東南海

• 1847善光寺 (5,867)
• 1944年東南海東南海(1,223)
• 1945年三河 (2,306) • 1854伊賀上野 (1,500)

安政東海東海
( )

• 1946年南海南海 (1,330)
• 1948年福井 (3 769)

• 1854安政東海東海 (3,000)
• 1854安政南海南海 (数千）• 1948年福井 (3,769)
• 1855江⼾ (4,000)
• 1858⾶越（常願寺川）戦争の⽅が悲惨だった ⾶越（常願寺 ）戦争の⽅が悲惨だ た

戦争中の被害は極秘
被害は伝えられなかった
静穏期 育 た⼈が多数静穏期に育った⼈が多数



次々と起こる⼤震災次々と起こる⼤震災
（死者・⾏⽅不明者数）

• 1943年⿃取（1,083）
年東南海東南海

• 1847善光寺 (5,867)
• 1944年東南海東南海(1,223)
• 1945年三河 (2,306) • 1854伊賀上野 (1,500)

安政東海東海
( )

• 1946年南海南海 (1,330)
• 1948年福井 (3 769)

• 1854安政東海東海 (3,000)
• 1854安政南海南海 (数千）• 1948年福井 (3,769)
• 1855江⼾ (4,000)
• 1858⾶越（常願寺川）戦争の時なので被害が ⾶越（常願寺 ）戦争の時なので被害が

⼤きかったのではないか？

災害は進化する！



⽇本⼈の記憶から抜け落ちた連発震災⽇本⼈の記憶から抜け落ちた連発震災

それがまた、やって来る！
今世紀の前半に、ほぼ確実に
（これまでの繰り返し、繰り返しの規則性）

全く無防備の⽇本⼈
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次々と起こる⼤震災次々と起こる⼤震災
（死者・⾏⽅不明者数）

• 1943年⿃取（1,083）
年東南海東南海

• 1847善光寺 (5,867)
• 1944年東南海東南海 (1,223)
• 1945年三河 (2,306) • 1854伊賀上野 (1,500)

安政東海東海
( )

• 1946年南海南海 (1,330)
• 1948年福井 (3 769)

• 1854安政東海東海 (3,000)
• 1854安政南海南海 (数千）• 1948年福井 (3,769)
• 1855江⼾ (4,000)
• 1858⾶越（常願寺川）中央防災会議の推定によれば ⾶越（常願寺 ）

「東海」地震37兆円
東南海・南海地震57兆円
⾸都直下地震112兆円⾸都直下地震112兆円

計206兆円



取り返せない損害
• かつての神⼾港はアジアのハブ港
阪神・淡路⼤震災で地位を失う阪神 淡路⼤震災で地位を失う
（耐震岸壁では無被害）

• 中越沖地震ではリケン（⾃動⾞部品⼤⼿）が
被災でメーカーは⾃動⾞⽣産停⽌被災でメ カ は⾃動⾞⽣産停⽌

• ⾃動⾞ 電⼦機器などでサプライチェ ンの• ⾃動⾞，電⼦機器などでサプライチェーンの
途絶により世界全体の⽣産活動に影響
⽴地分散へ⽴地分散へ



政府の財政健全化⽬標政府の財政健全化⽬標
15年度 ⾚字幅半減 20年度 ⿊字化

地⽅，短期借り⼊れを含む昨年度末借⾦ 1,000兆円を超えた

財務省HPより



⽇本列島の地震リスク⽇本列島の地震リスク

（秀吉と地震）

⾃然を侮るな
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2万⼈近い津波の犠牲者

重⼤な原発事故
津波による全電源損失

巨⼤津波の被害はなぜ巨⼤津波の被害はなぜ、
防げなかったのか？防げなかったのか？
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東京電⼒福島原⼦⼒発電所における
事故調査・検証委員会『中間報告』
（2011年12⽉26⽇）
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17東京電⼒福島原⼦⼒発電所における事故調査・検証委員会
『中間報告』（2011年12⽉26⽇）



津波波⾼は予測されていた津波波⾼は予測されていた
“敷地南部でO.P.+15.7m”

18東京電⼒福島原⼦⼒発電所における事故調査・検証委員会
『中間報告』（2011年12⽉26⽇）



東電の⾔い訳（新聞報道による）
ぜ 期 測 従 対策なぜ⻑期予測に従って対策をとらなかったか？

「試算は試算であり、想定ではない」
「あくまで仮定に基づく試算」あくまで仮定に基 く試算」
「無理な仮定に基づく試算」
「あくまで試算で、運⽤を変えるほど信⽤に⾜る数字
か慎重 判断す 必要があ たか慎重に判断する必要があった」
「運⽤変更は学説や試算ではなく固まった評価基準で
⾏われるべきだ」⾏われるべきだ」
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2002年の⻑期評
価：⽇本海溝沿い価：⽇本海溝沿い
のどこでも明治三
陸地震級の津波地陸地震級の津波地
震が起こる。
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津波地震：揺れは津波地震：揺れは
⼩さいが⼤津波
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Tanioka & Satake (1996; Geophys. Res. Lett., 23, 1549-1552)

花咲 鮎川 銚⼦の潮位記録から花咲、鮎川、銚⼦の潮位記録から
断層の延びる⽅向が海溝軸と平⾏

宮古への津波伝播時間から海溝直下宮古への津波伝播時間から海溝直下
（ただし
南北⽅向の位置よく決まらず）南北⽅向の位置よく決まらず）

陸のプレート端堆積物中の遅い破壊
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1611年12⽉2⽇ 慶⻑津波地震 （⽇本海溝北部？）
三陸地⽅で強震ただし津波まで2時間以上かかったので、
別地 推定別地震と推定
（伊達治家記録、⾔緒卿記、宮古由来記）
被害は福島県相⾺から岩⼿県宮古まで被災被害は福島県相⾺から岩⼿県宮古まで被災、
北海道東部でも犠牲者

1677年11⽉4⽇延宝津波地震 （⽇本海溝南部）
房総から宮城県岩沼まで被災
揺れはM6クラス（⽯橋, 1986）

揺れは⼩さく津波が⼤きい、津波地震
広い被災範囲は、海溝付近の波源と調和的
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過去の震源域の南北位置が
確定できないため確定できないため、
帯状域のどこかと予測

江⼾以降400年に3回
海溝の⻑さと明治三陸地震海溝の⻑さと明治三陸地震
断層の⻑さの⽐から、４つ
の地域に分割し、それぞれ
で

520年に1回
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⾼い津波⾼い津波

強震動⽣成域 浸⽔域が広い津波

3.11地震の特徴

Kurahashi & Irikura

3.11地震の特徴

26

Kurahashi & Irikura 
(2011, EPS)
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過去400年は不⼗分。
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過去に起きた地震過去に起きた地震
について、津波の
被害を想定する。

○島崎委員 もうここにはすでに出ているのだとおもうのですけれど
もね。同じことを繰り返すのはあれですけれども、例えば1933年の三
陸沖というのはプレートが曲がってポリッと折れたわけですから、そ陸沖というのはプレ トが曲がってポリッと折れたわけですから、そ
の隣がまだ折れていなければいつか折れるという、そういうふうに考
えるのが普通なので、ですから正断層は1933年のむしろ南を考えた⽅
がより将来の予防をする意味では意味があると思います。それは津波
地震も同様です。
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津波地震の実態についての理解は不⼗分ではあったが、
明治三陸地震および津波の解析結果、歴史地震データ
および観測地震波形などに基づく知⾒『海溝軸付近で
津波地震が発⽣する』は 妥当なものであり 3 11地津波地震が発⽣する』は、妥当なものであり、3.11地
震によっても裏付けられた。
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（⻑期予測）
地震本部 阪神・淡路⼤震災後 議員⽴法による地震本部 阪神・淡路⼤震災後、議員⽴法による

調査研究成果を防災、国⺠に提供

⽂部科学省（かつて総理府科学技術庁）

（被害予測、防災体制）
中央防災会議 伊勢湾台⾵後 災害対策基本法による中央防災会議 伊勢湾台⾵後、災害対策基本法による

地⽅に指⽰・勧告
内閣府（かつて総理府国⼟庁）

なお、省庁再編後、内閣府に原⼦⼒安全委員会
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経緯1経緯1
• 2002年2⽉『原⼦⼒発電所の津波評価年 原⼦ 発 所 津波評価
技術』（⼟⽊学会）

年 ⽉東電福島第 の津波想定• 2002年3⽉東電福島第⼀での津波想定
5.7m 海⽔ポンプ電動機かさ上げ5.7m 海⽔ポンプ電動機かさ上げ

• 2002年7⽉⻑期予測 明治三陸地震級
津波 本海溝 どの津波、⽇本海溝のどこでも



経緯2経緯2
2002年7⽉⻑期予測公表前後2002年7⽉⻑期予測公表前後
防災担当⼤⾂から⽂科⼤⾂へ申し⼊れ
予測公表差し⽌め、別委員会での検討、

公表⽂の変更公表⽂の変更
「・・数値には誤差を含んでおり、防災
対策の検討など評価の利⽤にあたっては
この点に⼗分留意する必要がある 」この点に⼗分留意する必要がある。」



経緯3経緯3
• 2003年3⽉⻑期予測の信頼度2003年3⽉⻑期予測の信頼度
• 2003年7⽉中央防災会議専⾨調査会
設置
2004年2⽉専⾨調査会⻑期予測不採• 2004年2⽉専⾨調査会⻑期予測不採
⽤⽅針







福島第⼀



名取市（仙台の南隣）2001年2⽉『津波防災マニュア
ル』発⾏ル』発⾏。
想定津波⾼最⼤8m、海岸線から約5km浸⽔（貞観地
震を考慮）。震 考 ）

2008年2⽉ 中央防災会議の想定を受け⼊れ、津波
⾼を2.6mに変更

（神⼾新聞2012年1⽉22⽇ ⽇刊による）

名取市 死者911⼈、⾏⽅不明者55⼈

40



中央防災会議「東
北地⽅太平洋沖地

2005年以降
貞観地震の津波堆積物の
系統的調査が始震を教訓とした地
震・津波対策に関
する専⾨調査会」
第⼀回資料（岩波

系統的調査が始まる

（最初の発⾒は1986年 その後1990年第 回資料（岩波
科学５⽉号より）

左：国⼟地理院

（最初の発⾒は1986年、その後1990年
に⼥川原発の調査で仙台平野に広く分
布
(2011)浸⽔範囲概況
図による

右：⾏⾕ほか

布
200１年相⾺にも）

年に報告書 堆積物は浪江町 請右：⾏⾕ほか
（2010）のモデル
10による
貞観地震の浸⽔域

2010年に報告書、堆積物は浪江町の請
⼾（福島第⼀の7km北）

2011年4⽉公表予定で審議中に
41

3.11地震発⽣



経緯4
年 ⽉ ⽇頃保安院 ⽂科省• 2011年2⽉22⽇頃保安院・⽂科省

• 2011年3⽉3⽇⽂科省 原発数社に⻑期• 2011年3⽉3⽇⽂科省、原発数社に⻑期
予測の内容説明、東電から書き換え要
請請

• 2011年4⽉⻑期予測（貞観地震の再来）2011年4⽉⻑期予測（貞観地震の再来）
公表予定

年 ⽉連合⼤会東電調査結果 発表• 2011年5⽉連合⼤会東電調査結果の発表
予定（地震前提出の予稿による）予定（地震前提出 予稿 よる）
津波の⾼さは4-5mを超えない可能性⼤



中央防災会議資料中央防災会議資料

⼤船渡以北⼤船渡以北
2011/想定=1-1.5
⼤槌のみ約2倍

陸前⾼⽥以南
2011/想定=2倍以上 犠牲者/浸⽔域

⼈⼝=14 5%⼈⼝=14.5%

犠牲者の78% 犠牲者の22%
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⻑期予測に基づいて防災対策をとっていれば、⻑期予測に基づいて防災対策をとっていれば、
津波災害はかなりの程度、軽減できた。

福島第⼀原発の全電源喪失もなかったであろう。

予想浸⽔⾼（最⾼）と予想遡上⾼（最⾼） 阿部 を適
⽤

予想浸⽔⾼（最⾼）と予想遡上⾼（最⾼） 阿部(1989)を適
⽤
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⽇本経済新聞2011年12⽉27⽇朝刊第⼀⾯

政府事故調の中間報告に述べられた、2002年の⻑期予測を
受けて東電が津波⾼を’試算’したにもかかわらず対策をせず、
中央防災会議は検討対象からはずし ⼟⽊学会も想定を⾒中央防災会議は検討対象からはずし、⼟⽊学会も想定を⾒
直さなかった点を記述したのち、

「地震学者の警告が軽視されたいきさつを報告書は⽰したが、
⼀連の判断が
産学官がもたれ合う構造的な要因
によるのか、踏み込むのを避けた。」（編集委員 滝順⼀）
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⽇本海溝のどこでも明治三陸地震級の津波地震が起こ⽇本海溝のどこでも明治三陸地震級の津波地震が起こ
るという2002年の⻑期予測は、原発の津波評価にも、
中央防災会議の津波被害想定にも⽤いられなかった。

⽔俣病などの公害、キノホルム、エイズ事件などの薬
害で たびたび科学はねじまげられてきた害で、たびたび科学はねじまげられてきた。

多くの⼈に知って頂くことが、再発防⽌に役⽴つ。多くの⼈に知って頂くことが、再発防⽌に役⽴つ。
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科学がねじ曲げられたために どのように苛酷な現実を科学がねじ曲げられたために、どのように苛酷な現実を
もたらしているのか直視しなければならない。
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科学（岩波書店）10⽉号 『予測されたにもかかわら
ず、・・』ず、 』

東京電⼒福島原⼦⼒発電所における事故調査 検証東京電⼒福島原⼦⼒発電所における事故調査・検証
委員会『中間報告』（2011年12⽉26⽇）6章など

⽂藝春秋5⽉号 柳⽥邦男『原発事故 失敗の本質⽂藝春秋5⽉号 柳⽥邦男『原発事故 失敗の本質
圧殺された「警告」』

科学（岩波書店）6⽉号巻頭エッセイ
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