公開講演会「南海トラフ巨大地震は確実に起こる」
～大阪湾を襲う津波～
◇開催日： 令和３年11月24日（水） 13:00～16:00
◇開催方法：Zoomウェビナー
◇定員５００名（先着順）、参加無料
◇主 催：関西サイエンス・フォーラム、大阪国際フォーラム
◇共 催：日本地震予知学会
◇後 援：(公財)関西・大阪21世紀協会、(一財)大阪科学技術センター
◇プログラム（敬称略）
総合司会

萩尾千里（副会長・専務理事）

開会挨拶

13:00－13:05 秋山 喜久（関西サイエンス・フォーラム会長）

趣旨説明

13:05－13:10 長尾 年恭（同 第3専門部会部会長）

基調講演

13:10－14:10 「南海トラフ巨大地震はかならず起こる」
鎌田 浩毅（京都大学名誉教授）

招待講演

14:10－14:55 「津波シミュレーションの最前線と大阪湾の津波災害」
馬場 俊孝（徳島大学教授）
14：55 ｰ 15:00

休

憩

パネルディスカッション&質疑応答
15：00－15:55
コーディネーター 長尾 年恭（第 3 専門部会部会長）
パネラー 鎌田 浩毅、馬場 俊孝、都司 嘉宣、萩尾 千里
閉会挨拶 15:55－16:00

萩尾 千里（副会長・専務理事）

2０２１
関西サイエンス・フォーラム
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開催に寄せて
長尾年恭
（関西サイエンス・フォーラム 第３専門部会長

東海大学客員教授）

南海トラフ巨大地震は“想定されている”危機です。多分、将来は「西日本大震災」とも
呼ばれるようになる震災だと思います。すでに発生する前に名前のついた震災は「西日本大
震災」以外にはありません。
東日本大震災の被害は直接被害で２０兆円ほどではとの推計がありますが、西日本大震災
の場合、被害額は少なく見積もってもその１０倍以上の２２０兆円という金額を内閣府か公
表しています。
特に大阪地区は、揺れの被害だけでなく、津波にも襲われる事が過去の事例（宝永地震、
安政地震など）からも明らかなのです。しかしこの事が令和の大阪府民がどの程度理解して
いるのか非常に不安な状況です。
幸い、地震発生後、大阪湾に津波が到来するには１時間以上の猶予があります。正しい知
識と事前の対策により、津波による人的被害は限りなくゼロに近づける事が可能です。今回
の公開講演会により、大阪府民だけでなく、関西地方の住民に正しい南海トラフ巨大地震像
を理解してもらい、今後の継続的な啓発活動の契機となる事を願ってやみません。
今回の公開講演会では、基調講演として、多くの啓発書を出版され、火山学者として著名
な鎌田浩毅京都大学名誉教授に、2030 年代半ばにも発生可能性が指摘されている南海トラ
フ沿い巨大地震や、地震と連動する可能性のある富士山噴火等についての講演をお願いしま
した。
次に、世界最高クラスの津波シミュレーションソフトを開発された徳島大学教授の馬場俊
孝先生に、津波シミュレーション技術の最先端の状況等について招待講演をお願いしました。
パネルディスカッションでは、津波災害に詳しい元東京大学地震研究所の都司嘉宣博士に過
去の大阪湾での津波災害等について、話題提供をお願いしました。我々は将来必ず大阪湾を
襲う津波について、共通認識を持つ事が必要と考えます。
この機会に最先端のシミュレーション技術や過去に大阪湾を襲った津波等についての知
識の底上げを行い、より多くの人が正しい津波や過去の巨大地震について知る事が被害を軽
減する第一歩と考える次第です。
次のページには過去の公開講演会の記録です。残念ながら令和２年度（2020 年）は、コロ
ナ渦のため、開催できませんでした。
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「南海トラフ巨大地震はかならず起こる」
Nankai Trough Megathrust Earthquake is definitely approaching
鎌田 浩毅（京都大学レジリエンス実践ユニット特任教授・名誉教授）
要旨
近い将来「南海トラフ巨大地震」
「富士山噴火」「首都直下地震」が必ず起き、今後も地震・噴火は 20
年は止まない。2035 年±5 年には南海トラフ巨大地震が予想され、全人口の半数 6000 万人が被災する。
東日本大震災の 10 倍の被害をもたらす、いわば「西日本大震災」に今から準備しなければならない。さ
らに昨今、地球温暖化で気象災害が激化しているが、脱炭素の政策は大噴火のもたらす地球寒冷化でひ
っくり返る可能性もある。
「京大人気 No.1 教授」を 24 年間続けた「科学の伝道師」が、最先端の地球科
学が示す災害予測と減災対策を開示する。
我が国は世界屈指の地震国であり、全世界で起きるマグニチュード（以下では M と略記）6 以上の地
震の約 2 割が日本で発生する。過去に起きた地震や津波といった自然災害は、すべて「プレート」と呼
ばれる地下にある厚い「岩板」の動きによって発生した。プレート運動を解析すると、将来の災害を見
通すことが可能である。
最近頻繁に起きている地震と噴火は、東日本大震災の原因となった「東北地方太平洋沖地震」が誘発
したものだ。このとき日本列島の地盤は東西に 5 メートルも引き延ばされてしまった。
ここで生じた歪みを解消するために地殻変動が活性化し、 9 世紀以来という「大地動乱の時代」に入
ったのだ。その結果、今後数 10 年のスパンで更なる地震に見舞われるだろう、と私たち地球科学者は
予測している（鎌田浩毅著『首都直下地震と南海トラフ』MdN 新書を参照）。
一番懸念される災害は、巨大津波を伴う巨大地震、すなわち西日本の太平洋沿岸を襲う「南海トラフ
巨大地震」である。予想される震源域は、「南海トラフ」と呼ばれる海底の凹地に沿った 3 つの区間に
分かれている（図 1）。これらは東海地震・東南海地震・南海地震にそれぞれ対応し、首都圏から九州ま
での広域に甚大な被害を与えるのだ。
歴史を遡ると、南海トラフ沿いの地震は約 100 年の間隔で起きており、その中でも 3 回に 1 回は超弩
級の巨大地震が発生した。次回、南海トラフで起きる巨大地震は、この 3 回に 1 回の番に当たる。すな
わち、東海・東南海・南海の 3 つが同時発生する「連動型地震」という最悪のシナリオである。
ここで連動型地震の起き方について過去の事例を見てみよう。前回は昭和東南海地震（1944 年）と昭
和南海地震（1946 年）が、2 年の時間差で発生した。また、前々回の 1854 年（安政元年）には、安政
東南海地震と安政南海地震が、32 時間の時間差で活動した。さらに 3 回前の 1707 年（宝永 4 年）で
は、3 つの震源域が数 10 秒のうちに活動した。なお、過去の歴史を見ると、こうした 3 つの地震が、名
古屋沖の東南海地震→静岡沖の東海地震→四国沖の南海地震、という順番で起きたことも分かってい
る。
●南海トラフ巨大地震の災害予測
現在の地震学では「想定外をなくせ」という合い言葉のもとに、南海トラフ巨大地震で起こりうる災
害を定量的に予測している。国が行った被害想定では、東日本大震災を超える M9.１、また海岸を襲う
最大の津波高は 34 メートルに達する。加えて、南海トラフは海岸に近いので、巨大津波が一番早いと
ころでは 2〜3 分後に海岸を襲うのだ。
地震災害としては、九州から関東までの広い範囲に震度６弱以上の大揺れをもたらす。特に、震度７
を被る地域は、10 県にまたがる総計 151 市区町村に及ぶ。その結果、犠牲者の総数 32 万人、全壊する
建物 238 万棟、津波によって浸水する面積は約 1000 平方キロメートル、と予想されている。
南海トラフ巨大地震が太平洋ベルト地帯を直撃することは確実で、被災地域が産業・経済の中心地に
あることを考えると、東日本大震災よりも 1 桁大きい災害になる可能性が高い（鎌田浩毅著『日本の地
下で何が起きているのか』岩波科学ライブラリーを参照）
。すなわち、人口の半分近い 6,000 万人が深
刻な影響を受ける「西日本大震災」である。
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経済的な被害総額に関しては 220 兆円を超えると試算されている。たとえば、東日本大震災の被害総
額の試算は 20 兆円ほど、GDP では 3 パーセント程度だが、西日本大震災の被害予想がそれらの 10 倍以
上になることは必定だ。
●巨大災害に向けて準備を
南海トラフ巨大地震の起きる時期を、一般市民の期待する年月日までのレベルで正確に予測すること
は、今の技術では不可能だ。しかし、古地震やシミュレーションのデータから、西暦 2030 年代に起き
ると地球科学者は予想している。
地球科学では地層に残された巨大津波の痕跡や、地震を記録した古文書から、将来の日本列島で起こ
りうる災害の規模と時期を推定している。これに従って、9 世紀の日本で何が起き、今後何が起きるか
を見ていこう。
東日本大震災は西暦 869 年に東北地方で起きた貞観地震と酷似する。たとえば、1960 年以降に日本で
起きた地震の発生場所は、9 世紀のそれらとよく合う。しかも、貞観地震が起きた 9 年後の 878 年に
は、首都圏に近い関東中央で大地震が起きた。これは相模・武蔵地震（関東諸国大地震）と呼ばれてい
るものだが、M７.４の直下型地震だった（鎌田浩毅著『京大人気講義 生き抜くための地震学』ちくま
新書を参照)。
さらに、この地震の 9 年後には、東海・東南海・南海の連動型地震が発生している。887 年に起きた仁
和地震だが、東日本大震災と同じ M９クラスの巨大地震で大津波も伴っていた。このように東北沖で巨
大地震が発生したあとの歪みは関東で直下型地震を発生させ、最後に南海トラフで海溝型の巨大地震を
引き起こす可能性がある。
東日本大震災以降の日本列島は 1000 年ぶりの大変動期に突入したといっても過言ではない。2030 年
代に起きるとされる南海トラフ巨大地震は、発生の時期が科学的に予想できるほとんど唯一の地震であ
る。こうした、言わば「虎の子」の情報を活用し、必ずやって来る巨大災害に向けて準備を始めていた
だきたい。実は､巨大地震は火山の噴火を引き起こすことがあり、南海トラフ巨大地震と富士山噴火の
連動が懸念されている。太平洋沖で発生する巨大地震に触発されて、富士山の噴火が始まるという事態
だ（鎌田浩毅著『富士山噴火と南海トラフ』講談社ブルーバックスを参照）。巨大地震と噴火というダ
ブルショックが首都圏から東海地域を襲い、日本の政治経済を揺るがす一大事となる恐れがある。

図

南海トラフ沿いで周期的に起きる巨大地震
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「津波シミュレーションの最前線と大阪湾の津波災害」
Cutting-edge technology to simulate tsunamis
馬場

俊孝（徳島大学教授）

津波ハザードマップに代表される津波の予測は長波理論式をコンピュータで解くことで行われている．
波源（つまり，地震）の予測には大きな不確定性があり，この不確定性が津波予測の誤差に直結している．
言い換えれば，波源さえきちんとわかれば，津波のとして流体の運動は精度よく計算できる．本講演で
は，はじめに，2011 年東北地方太平洋沖地震（以降，東北地震）の津波で被害を受けた市街地の模型を
使った実験と計算結果を定量的に比較し，その精度を確認する．この計算手法を用いた最大クラスの南
海トラフ地震の津波予測では，大阪湾への津波の到達は地震発生後およそ２時間で，最大の津波はおよ
そ５ｍ（浸水深）となる．津波はまずは河川に沿って遡上し，その後，堤防などの津波防御施設の脆弱な
部分から陸地に浸水する．近代的な大規模都市が受ける初めての津波災害であり，下水管を伝わってあ
ふれ出たり，地下街などの地下空間への浸水も注意しなければならない．
講演者は津波を予測する津波シミュレーションコード（JAGURS）の開発を統括している．JAGURS の開
発には日本人を含めて世界の津波研究者が多く参加し，コードは無料でユーザー登録なしに誰でもダウ
ンロード可能である．JAGURS を用いれば，長波理論よりも高精度な分散理論を解くことができ，スーパ
ーコンピュータによる大規模・並列計算が可能である．さらに，東北地震の後に津波に関する新たな物理
が発見されたが（たとえば，Watada et al. 2014），それらも JAGURS では扱える．新たな物理のひとつ目
は津波が伝わるときにその荷重により地球が少しだけ変形する効果，２つ目は普通の津波計算では海水
は圧縮しないという仮定だがそれを外して圧縮性流体として扱うこと，３つ目は地球の変形や津波に伴
う質量の移動による重力場の変化である．これらの機能により世界の裏側のチリ沖で観測された 2011 年
東北地方太平洋沖地震のおよそ 10cm の津波の到着時刻，周期，振幅のすべてを見事に再現した（Baba et
al., 2017）．また，津波は太平洋という水槽の中で反射や屈折を繰り返して長時間続くが，その過程もこ
れまでにない精度で予測することに成功した．JAGURS は，特に遠地津波の予測精度では世界トップクラ
スの性能である．
遠地津波（長時間にわたる津波）の予測精度の向上は津波警報の解除の高度化に直結する．東北地震以
降，日本の津波警報は高度化されたが，警報の解除ついてはまだ十分に改善されていない．津波災害が起
きた後，すぐに救助を開始したいが，津波警報が出ている地域では二次被害を避けるため救助活動が制
限される．津波警報は適切に解除されなければならない．東北地震の際には，津波警報の解除までに２日
半，注意報を含めて完全に解除されるまでに３日以上かかった．津波の減衰課程を高精度に予測する技
術が必要であり，JAGURS はこの問題を解決できる可能性がある．
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南海トラフ巨大地震「と、思とったらあかん」
You never Misunderstand several points about on the Gigantic Tokai-Nankai Earthquakes

都司

嘉宣（スクール IE

北小金校）

1. 東海地震・南海地震とは
駿河湾奥部を起点として、東海地方、および紀伊半島・四国の南方に伸びる南海トラフ（海溝軸）は、
1 年に約 5cm の速度で南方から北上してくるフィリピン海プレートが、日本列島西半分を載せるユーラシ
アプレートの下に沈みこむ境界線である。紀伊半島・四国の海岸線と南海トラフの間の海域のうち、紀伊
半島以東は東海地震の、以西は南海地震の震源域であって、おおよそ 100 年間隔で東海沖、南海沖の巨大
地震が起きている。東海地震と南海地震は同時、または短い時間間隔をあけて引き続いて起きてきたこ
とが知られている。
２．東海地震・南海地震に関して「と、思とったらあかん」こと４点は次の通り
一、東海地震の方が、南海地震より先に起きると思とったらあかん
嘉保東海地震（1096）と康和南海地震（1099）、安政東海地震(安政元年 11 月 4 日)と安政南海地震（翌
5 日）、昭和 19 年（1944）東南海地震と昭和 21 年南海地震(1946)の３組は東海地震の方が南海地震より
先に起きた。しかし、明応東海地震(1498 年 8 月 25 日)の場合には、明応南海地震(同年 6 月 11 日)の方
が先に起きた。（中国上海の津波記録による）
二、東海地震は静岡の地震や、大阪は関係あらへん、と思とったらあかん
安政東海地震のとき、大坂雑魚場（ざこば）で家が 20 軒、羽子板橋で 14,5 軒が全壊したという記録
がある。現在の西区京町堀二丁目、江戸堀一丁目付近(地下鉄阿波座・本町間の北 500m)である。大阪は、
案外東海地震の震源に近いのである。
三、南海地震の津波はたいしたことないやろ、と思とったらあかん
昭和 21 年(1946)の南海地震では、大阪での津波は、天保山付近で水位が 70cm 上がっただけ、漁船の
プロペラが損傷しただけだった。しかし、宝永南海地震(1707)では、津波は道頓堀川を遡って日本橋付近
まで達し、正平南海地震(1361)では津波は四天王寺のすぐ西の安居殿御所（安居神社）まで来た。現在の
大阪環状線の西半分が津波に襲われたことがあるのである。
四、南海地震で揺れによる被害は、大阪市の中心街で最大やろ、と思とったらあかん
安政南海地震(1854)での一番大きな震度は、近鉄奈良線若江岩田駅付近であった。宝永地震(1707)で
は八尾市弓削で震度７であった。弥生時代以前の河内湖の領域である。
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講師プロフィール
長尾

年恭（ながお

東海大学

としやす）

客員教授

1955 年 11 月 7 日東京都生まれ。東京大学大学院修了。大学院在学中に日本南極地域
観測隊に参加、昭和基地で越冬。金沢大学助手を経て、東海大学海洋研究所教授、地震予知研究セン
ター長。専門は地震予知・減災等。主に固体地球物理学、地震予知学 地震電磁気学、火山津波研究
を専門とする。第 3 専門部会会長。東海大学客員教授

海洋研究所長，教授、地震予知・火山津波

研究部門長歴任。
鎌田

浩毅（かまた

ひろき）

京都大学レジリエンス実践ユニット特任教授・名誉教授
1955 年生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省を経て 97 年より京都大学大学院
人間・環境学研究科教授。火山や地震が専門の地球科学者。京大の講義は毎年数百人を集める人気
で、教養科目１位の評価。著書に『日本の地下で何が起きているのか』(岩波科学ライブラリー)、
『京大人気講義 生き抜くための地震学』(ちくま新書)、『西日本大震災に備えよ』(PHP 新書)、『地
球の歴史』『理科系の読書術』（中公新書）、『富士山噴火』『地学ノススメ』(ブルーバックス)、
『地球とは何か』（サイエンス・アイ新書）。
馬場

俊孝（ばば

としたか）

徳島大学大学院教授
1975 年生まれ。平成 10 年、金沢大学理学部地学科卒業。平成 11 年、海洋科学技術
センター(現：海洋研究開発機構)研究支援スタッフ、平成 15 年博士(理学)を取得。平成 16 年、海
洋研究開発機構研究員(平成 19 年

ｼﾞｵｻｲｴﾝｽｵｰｽﾄﾗﾘｱ滞在研究員)を経て、平成 27 年より徳島大学

大学院教授。専門は津波防災、研究テーマは津波ハザード評価、津波避難、巨大地震の震源過程。
都司

嘉宣（つじ

個別指導塾

よしのぶ）

スクールＩＥ

北小金校講師（数学、物理、化学）

1947 年生まれ。昭和 47 年、東大理学部大学院修士課程地球物理学専攻課程修了。昭
和 60 年、東京大学地震研究所助教授に就任。平成 8 年、東京大学地震研究所地震火山
災害部門、准教授に就任。平成 24 年より(公財)深田地質研究所（東京本駒込）客員研究員に就任。
平成 31 年より、地震津波災害戦略研究所（茨城県竜ケ崎市）所長。専門は津波と歴史地震。著書に
『千年震災』
（ダイヤモンド社）
、
『なぜ起こる？いつ起こる？地震のメカニズム』
（永岡書店）など。
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