
＜南海トラフ 揺らぐ 80％①＞ 

「巨大地震が起こる確率 80%」の根拠がタンスの古文書って… 
あぜんとした記者は徹底検証のため高知へ向かった 
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◆とにかく興味があればお越しください。 

 われわれが繰り返し聞かされてきた、南海トラフ地震の 30 年以内の発生確率が「70〜80％」という国の

予測（80％予測）。それがどう計算されたのかはほとんど知られていない。その確率の根拠が江戸時代に

港を管理していた役人の一族に伝わる古文書だと、知り私は驚いた。 

 南海トラフ地震 静岡県の駿河湾から九州沖の海底に延びる溝（トラフ）沿いで起きる巨大地震。過去

1400 年の歴史上、100〜200年間隔で大地震が起きている。政府の中央防災会議は 2012年、最悪の場

合、死者が約 32 万人に上ると想定。地震調査委員会は 13年に南海トラフ全域でマグニチュード（M）8以

上の巨大地震が 30 年以内に起きる確率は 60〜70％と発表。18 年には年数の経過により 70〜80％と引

き上げられた。 

 「南海トラフ地震？ うちの古文書にどう関係するんですか？」—。役人の

子孫で古文書を管理する高知県室戸市の久保野由起子さん（75）は、電話

口で不思議そうに答えた。 「その古文書が、南海トラフ地震に備えた国の想

定の根拠となっているのです」と伝えたが、「ほー」とピンとこない様子。「とに

かく興味があればお越しください。古文書はうちのタンスにあります」 探して

いたのは、江戸時代に室戸市の室津港を管理していた久保野家に伝わると

いう古文書だ。そこには航行の安全のために測られた室津港の水深の記録

があるはずだ。 

◆実は、潮位の誤差だけでがくんと落ちる確率 

 80％の確率は、過去の南海トラフ地震の際にどれだけ海底が隆起したかを

もとに計算された。隆起量は港の水深の変化から割り出される。つまり古文書

にある記録が計算の大本なのだ。 古文書を調べるきっかけは、国の検討委

員として 80％予測の策定に関わった橋本学東京電機大特任教授（測地学）

の話だった。 「確率の計算に使われた水深データには、港のどこでどう測量

したかが書かれていない。細かい日時もない。港の深さは場所によって違うし、潮位、潮流、気象も影響す

る」 潮位だけみても室戸は大潮と小潮で 50 センチ近く差がある。橋本氏が 50 センチの幅で誤差を考慮

して試算すると、確率は 50％程度に落ちた。 「今発表されている確率とは大きく異なる可能性がある」 と

いうのだ。あぜんとした。 

◆1930年以降、再検証された形跡もない 

 確率をはじき出す政府の地震調査研究推進本部には、年

間約 100億円もの予算が入る。南海トラフなどの地震の対策

費として、国土交通省は 2000億〜3000 億円近い予算を得

ている。古文書はその重要な根拠だ。厳重に管理されてい

ると思い、在りかを探し始めて約 1 週間後、一般民家でタン

スの中に埋もれていたことを知った。この古文書に水深デー

タが書かれていると報告されたのが 1930 年。それ以降、再

検証された形跡もない。 「本当にこんな根拠で巨額の防災

江戸時代に室津港を管理していた
久保野家の子孫、久保野由起子さ
ん＝4月 14日、高知県室戸市の室
津港で（記者撮影） 

高知県立高知城歴史博物館に寄贈された久保野家の古文書
＝高知県立高知城歴史博物館で（記者撮影） 



予算が動いているのか」。 あぜんとした私は、徹底的な検証が必要と感じた。一次資料に当たるのは報

道の基本だ。高知に飛び、解読を始めると 80％の信ぴょう性を根底から揺さぶる事実が次々と見つかった。

（小沢慧一記者） 

 社会部・小沢慧一 2011 年入社。東海報道部（浜松）、名古屋社会部などを経て、東京社会部科学班。

20 年の連載「南海トラフ 80％の内幕」は、同年に「科学ジャーナリスト賞」を受賞。東京地検特捜部・司法

担当時代は、刑事確定記録から安倍晋三元首相の後援会が「桜を見る会」前日に主催した夕食会の問題

をひもとき、追及した。 

◇ 

 本紙は 9月 11日朝刊で、南海トラフ地震の発生確率を算出する根拠とされた地盤の隆起は、人為的な

工事の影響を受けている可能性があり、80％予測の信ぴょう性が揺らいだと報じた。 

 地震への備えが重要なことに変わりはない。だが、疑義のある確率はなぜ生まれ、なぜ使われ続けるの

か。古文書の調査から見えてきた「80％」の正体を 6回連載で報告する。 

 

 

 

＜南海トラフ 揺らぐ 80％②＞ 

高知で記者が見た古文書は…おおざっぱな記録だった 
それなのに国の防災対策に採用された背景は 
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前回までのあらすじ 毎年、莫大ばくだいな防災対策予算が充てられる南海トラフ地震。政府は 30年以内

に「70〜80％」の確率で地震が発生するとしているが、その確率の信ぴょう性に疑問を持った私は、確率

算出の根拠となっている江戸時代の港役人「久保野家」に伝わる古文書を調査し始めた。 

◆「予は大発見した様な思い」 

 久保野家に伝わる古文書が、南海トラフ地震の確率計算の根

拠とされるきっかけは、旧東京帝大の今村明恒教授が高知を訪

ねた際、当主の久保野繁馬が古文書の記録を紹介したことだっ

た。 1930 年、地元紙の土陽新聞にはその時のことが繁馬の言

葉でつづられている。 「先般今村博士が来町し、地震の記録を

示したのに、（地形研究の役に立つと）喜ばれました」。 今村は

関東大震災（1923年）の発生を事前に警告したことで、大変に有

名な存在だった。 久保野家は長宗我部氏の家臣として、文禄・

慶長の役（1592〜98 年）にも従軍し、1653 年に土佐藩から室津

港を管理する「湊番」に任命されてからは、明治まで 9 代の当主

が担った。 代々、港に関する記録を残しているが、古文書にはいくつかの年代で水深の記録があり、今村

はこれを閲覧した。 出張から戻った今村は地震学会誌に 「予は貴重な史料に接し、恰も大発見をなした

様な思いをなした」 と論文を発表する。 内容は地震でどれだけ海底が隆起したかを示す記録を見つけた

との報告だけだった。 

◆「低い確率では予算が取れない」 

 だが、その報告は 50 年後、島崎邦彦東大名誉教授（76）らの論文に引用され 「時間予測モデル」 とし

て知られる理論の根拠となった。 モデルは地震の規模と次の地震までの年数に関係があるという「仮説」

「室戸港沿革史」を編さん
した久保野繁馬（１９３０年
４月２３日付の土陽新聞よ
り）＝高知県立高知城歴
史博物館で 

今村が閲覧したとみら
れる「室戸港沿革史」
に記された、室津港の
深さの記録 



だ。 地震が大きければ海底が大きく隆起し、次まで時間がかかる。 逆に規模が小

さければ隆起量も小さく、次は早く来る。 実際に室津港で起きた地震と、隆起の記

録の関係は、モデルの仮説にぴったり合った。 最終的にこのモデルを 80％予想に

利用したのは、地震調査研究推進本部だ。 前回の南海地震（1946 年）は比較的

規模が小さかったため、モデル通りなら次の地震は早く来る。 だから高い確率が出

る。 委員会での検討時、地震学者らはデータの信ぴょう性への疑問からモデル採

用に反対したが、防災の専門家らが 「低い確率では予算が取れない」 などと反発

し、採用が決まった。 

◆おおざっぱな記録が防災対策の基盤に 

 コロナ禍もあって、私が高知へ飛んだのは、久保野さんに電話をした 2 年半後の

今年の 4 月だった。 その間に、古文書は高知城歴史博物館に寄贈されていた。 

学芸員の協力で解読すると、今村論文の原典は 27 年に繁馬がまとめた 「室戸港

沿革史」 だと推定できた。 論文と同様、沿革史にも詳しい水深の測量日時や測

量地点、大潮、小潮の差の影響などの記録はなかった。私は 「やはりそうか」 と納

得した。 港の管理者が必要なのは船の出入りに関わる 「おおざっぱな」 水深の記

録だからだ。 そんなデータの不確かさも考慮せず、国の防災対策の基盤となる予

測計算に使うことが誤りだ。 高知から戻った私は、古文書を記録した写真を眺め

ていると、毎年、港で工事がされた記録を見つけた。 この発見が、80％予測が完全に崩壊していることを

確信させる事実になるとは、まだ気付かなかった。（小沢慧一） 

 

 

 

＜南海トラフ 揺らぐ 80％③＞ 

南海トラフ地震「80％」に根拠はないと記者は確信した 
「港の上」と古文書を読み解けば… 
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前回までのあらすじ 防災予算獲得のために高確率が採用された南海トラフ地震の８０％予測。唯一の根

拠となっている古文書の調査を始め、解読を進めると、古文書の記録は国の地震予測のデータにするに

はあまりに大ざっぱなものだとわかった。だが、さらに調べると、毎年、港で工事がされたことを示す記録が

見つかる。 

◆水面と住宅地には大きな高低差 

 「港の上」。 室津港（高知県室戸市）の街をそう呼ぶ。 

知ったのは、今年 4月、高知県に古文書を調べに行った

際だ。 取材で室津港周辺を移動している際、観光案内

板を見つけた。 案内板によると、地震が起こると室津港

の一帯が隆起し、水深が浅くなって港が使えなくなる。 

この地域ではそのたびに港を掘り下げ、水面と住宅地に

大きな高低差ができたという。 「掘り下げ港」 ともいう。 

このことが今回の確率の問題に関わる重大なキーワード

になると知ったのは、高知県から戻った後のことだった。 
地震のたびに隆起する港の海底を掘り下げた室津港。水面と住宅
地に大きな高低差がある＝室戸世界ジオパーク提供 



◆ほぼ毎年、数千人規模の工事 

 高知から戻り、撮影した古文書の写真を眺めていると、江戸初期からほぼ毎年、数千人規模の工事があ

ったことを示す記述を見つけた。 このことを確率算出法の矛盾を指摘する論文を発表していた東京電機

大の橋本学特任教授に伝えると、「80％の根拠は地震による室津港の隆起データ。もし宝永地震（1707 年）

後に港が人工的に掘り下げられていたら、室津港の記録は無意味となり、信ぴょう性は根底から覆る」と強

調した。 ただ、古文書には海底の岩を砕く道具の紹介など、堀り下げ工事をうかがわせる記載はあるが 

「掘った」 との明確な一文はない。 室津港に関する文献を読み進めても、宝永地震後に 「地形上る也。

荷積み大船入ることならず」 と隆起を示す記述はあるものの、決定打はなかった。 だが、室津港は漁業

や交易、土佐藩当主の参勤交代にも使われた重要な港だ。 船が入らないほどの隆起を放置するだろうか。 

◆「掘ったに決まってる」 

 そんな時、「港の上」 の案内板を思い出した。「地震の

たびに掘り下げた」…。 作成元の 「室戸世界ジオパー

ク」 の専門員に聞くと、数日間調べた後、「掘った可能性

が濃厚」 とした上で、 「一番詳しい人」 と、室戸市史の

編さんにも携わる郷土史家多田運さんを紹介してくれた。 

「掘ったに決まってる」 電話で尋ねると、多田さんは断定

的に言った。 当時の室津港の工事と言えばほぼ浚渫しゅ

んせつ工事が中心で、掘り下げ工事も含むという。 宝永

地震直後、約 4キロ離れた津呂港では掘り下げをした記録も残っている。 多田さんは南海地震（1946年）

直後、室津と津呂の両方で海面に突き出すほど隆起した岩盤を見た。 「津呂で掘ったということは同じくら

い隆起する室津も当然掘っている。やらんかったら港が機能しない」。 口調は確信に満ちていた。 潮の

影響や、測定地点がわからない誤差の大きい記録というだけではない。 もっと根本的に、隆起の記録です

らない可能性が高まった。 「絶対に使ってはいけないデータが、あたかも確実なデータのように扱われ、国

の重大な指標となっていたのか」。 私の中で 80％が根拠のない数字であることを確信した瞬間だった。 

この後、橋本氏や地震の史料に詳しい東大の加納靖之准教授と共に古文書を学術的に検証した。 だが、

調査を続けると、さらにモデルの根拠を疑わせる事実が続々と見つかる。 

 

 

 

南海地震の確率「７０～８０％」室津港の隆起量で算出 
「信頼性が不十分」意見も 
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 江戸時代から、室戸市で 「湊番役（みなとばんやく）」 を務めた久保野家が保管していた史料。 そこに

は、２度の南海トラフ地震を経て、室津港の水深がどう変わったかが記されていた。 地震学者はこの記述

を重視し、国も 「次」 の発生確率をはじく際の最大の根拠とする。 ただ、史料には測量の日時や方法の

記述がなく、「データとしての信頼性が不十分だ」 という意見も。 昨年、史料の寄贈を受けた県立高知城

歴史博物館（高知市）の学芸員からも再検討すべきだという声が出ている。 南海トラフ地震の発生確率で

用いられる 「時間予測モデル」 は、久保野家の史料を基にした宝永地震（１７０７年）と安政地震（１８５４年）

の室津港の隆起量を使用。 さらに、昭和地震（１９４６年）の隆起量を加えてグラフにすると、「次」 までの

間隔は８８・２年と出る。 具体的には西暦２０３５年だ。 この年に近づくにつれて確率は高くなる。 国の地

室津港で見つけた看板。街が 「港の上」 と呼ばれるようになった
由来が書かれていた＝高知県室戸市室津港で 



震調査委員会（調査委）は２０１８年以降、３０年以内の発生確率

を７０～８０％と公表している。 久保野家の史料は１９３０年、地震

学者の今村明恒氏が 「大発見をなした」 と論文で紹介して学界

で知られるように。 その記述を基に、東京大学の島崎邦彦名誉

教授らが時間予測モデルを作り上げた。 日本周辺にある６海溝

のうち、同モデルが適用できる、隆起量の手掛かりが残されてい

たのは南海トラフのみ。国は発生確率を算出する際、南海トラフ

のみ同モデルを採用し、他の５海溝は過去の発生間隔を平均し

て出している。 ただ、久保野家の史料だけで発生確率を算出し

てきたことに、近年は疑問視する声が出ている。 

■「現状は空中戦」 「史料は、港の維持のため懸命に努力した

記録であって、地殻変動の研究のためではない。 それを吟味せ

ず飛びつき、われわれ研究者が１００年近く扱ってきた。 これが

一番の問題」 そう話すのは、調査委の分科会メンバーとして発

生確率の議論に参加した、東京電機大学の橋本学特任教授（６

５）＝測地学＝だ。 橋本氏によると、史料のうち、地震に関する

記述には原本がない。 例えば、宝永地震の水深に関する記述

は、当時の村長の手帳を写したと記述されるなど、他の記録が基

になっていると考察されるという。 「測量日時や場所、方法も分

かっていない。大潮か小潮かで水深は５０センチほど違うのに考

慮した形跡もない。史料を隆起量とみなすのは無理がある」 懐

疑的な見方は歴史の専門家からも出ている。 高知城歴史博物

館の学芸員、水松啓太さん（２３）＝災害史＝もその一人だ。 「古

文書をやっている人間からすれば、他の史料と突き合わせて妥

当性を探る批判が不足していて、現状ではとても確率を導き出

せるようなものじゃない。どこまで行っても空中戦ですよ」 

■防災面も影響？ 時間予測モデルを巡っては、調査委が２０１３

年に確率を出すまでの議論でも 「室津港の隆起量だけで評価で

きるのか」 という異論が出ていた。 南海トラフ以外の５海溝の発

生確率は、過去の発生間隔を平均して算出しており最大４０％

（20２２年時点）。 この方式を南海トラフに当てはめると、平均間

隔は１１９・１年で、１３年時点の発生確率は最大３０％程度となり、

時間予測モデルの７０～８０％と大きく異なる。 調査委では、５海

溝と同じ方式での確率を併記することも検討された。 ただ、議論

が進んでいたのは、死者・行方不明者２万人強という東日本大震

災が起きた直後。 国を挙げて、「次」 に備えるハード整備の必要性

が高まっていた。 確率公表の際は、防災対策に携わる有識者らを交

えた検討もなされ、低い確率を出すことに危機感を抱く声もあった。 

最終的に、時間予測モデルを否定する情報がないこともあり、南海ト

ラフだけ異なる方式が採用された。 調査委の事務局を務めた一人

は、「江戸時代の隆起量が信頼できるのかという話は出たが、大きな議論にはならなかったと記憶してい

る」。 別の出席者も、「確率評価は地震への危機意識をもってもらうために公表を始めた。 高い数字とし

室戸市の久保野家が寄贈した史料。江戸時代から
書き写しながら伝わってきた（高知市追手筋２丁目
の県立高知城歴史博物館） 

南海トラフ地震の発生確率の根拠になっている室津
港。久保野家はここの湊番役を務めてきた（室戸市
室津） 

発生確率の再検証を訴える東京電機大学の橋本学
特任教授（埼玉県鳩山町） 



たのは、意識を低下させず防災政策を進めるためだった」 と振り返る。 

■史実に勝るものなし 次の南海トラフ地震を巡っては、発生確率の出し方が複数あり、議論はなお揺れ

ている。 取材した地震学者らは口をそろえて 「数字に一喜一憂しないで」 と強調する。 気象庁で地震

火山部長や気象研究所長を歴任した土井恵治さん（６１）が言う。 「例えば、３０年以内に交通事故で負傷

する確率は２０％とされる。 南海トラフが起きる確率が仮に２０％だとなっても、十分高くないですか？」 京

都大学防災研究所の矢守克也教授（５９）は、１３年の確率公表からの１０年間を 「防災に集中的に目を向

ける短距離走」 と評し、今後は復興を見据え、防災と地域課題を一緒に解決していく取り組みが必要だと

強調。 「課題はまだ残っている。確率が何％になろうが、対策や心構えに違いはない」 と訴える。 国の発

生確率に批判的な東京電機大の橋本氏も 「地震予測は確率で示すしかないけれど…」 としつつ、こう繰

り返した。 「南海トラフ地震は、過去には最短９０年で起きている。推論を重ねた確率よりも、史実に勝るも

のなしです」（山崎彩加） 

《おぼえがき》 備え揺るがず 南海トラフ地震とほぼセットで語られる 「３０年以内に７０～８０％」 という確

率。 私自身、記事に書いたこともあるが、実はあまりピンとこない。 高そうだとは思うけれど、日々の暮らし

で意識することはない。 この根拠となる史料が長年、室戸市で保管されていた。 安政地震時の 「四尺

ヘリ」 といった記述は、今の７０～８０％に直接結び付いている。 ただ、史料の裏付けや算出方法は揺らい

でおり、違う方式を用いると確率はぐんと下がるという。 「ほんとのとこ、確率は大事じゃない。 確率が

何％でも、『南トラ』 は絶対に起きる。 だから備えてください」 と地震学者は繰り返した。 南トラがおおむ

ね１００～１５０年間隔で起きているのはまぎれもない史実で、そこに不確かな確率は存在しない。 昭和地

震から７５年が過ぎ、私たちの足元で 「次」 のエネルギーは着々とたまっている。 いつ起きてもいいように

—。 その心づもりだけは揺らしてはいけない。（山崎彩加） 

 

 

 

＜南海トラフ 揺らぐ 80％④＞ 

南海トラフ地震「80％予測」の危うい根拠 
「原典」とされる古文書を解読すると次々と疑問が浮かんだ 

 

東京新聞 2022年 10月 20日 配信 

 

前回までのあらすじ 防災予算獲得のために高確率が採用された南海トラフ地震の 80％予測。その唯一

の根拠となっている室津港（高知県室戸市）の水深の記録が、実は地震の隆起ではなく、人工的に掘り下

げられた上での記録である可能性が高まった。東京電機大の

橋本学特任教授、東大の加納靖之准教授と共同調査を始め

た。 

◆古い絵地図に記録された「水深」の謎 「古文書の新たな知

見」—。 進展があったのは 8月末。 橋本氏から重要な情報が

飛び込んできた。 古文書の 「室戸港沿革史」 に含まれてい

た絵地図は 1679 年の港のしゅん工当時の水深も記録する。 

そこに記された最も深い場所と比べても、同じ古文書にある 20

年ほど後の 「宝永地震（1707 年）前」 と書かれた水深の方が

2 メートル近く深い。 大潮小潮の差などを考慮しても説明でき

ない大きな変化だ。 しゅん工後も常態的に掘り込み工事がされ

「室戸港沿革史」に描かれた 1679 年当時の室津港の絵
地図。この地図で最も深い場所より、20年ほど後に測られ
た水深の方が 2 メートル近く深い＝高知市の高知城歴史
博物館で 



ていたことをうかがわせる。 これは、宝永地震後も掘り込み工事があった可能性を補強する事実だ。 そう

であれば、前回指摘したように室津港の記録は地震の隆起の記録ではなくなる。私は改めて 80％予測は

根拠がないものだという確信を強めた。 

◆役人の手帳→別の史料→原典 「書き写し」の連続で信頼性は？ 80％予測の基礎となっている旧東

京帝大の今村明恒の論文の原典とみられる室戸港沿革史の、さらに原典と思われる江戸時代の史料 

「手鏡」 も、高知城歴史博物館（高知市）の水松啓太学芸員の指摘で見つかった。 興味深いのは水深の

記述の横に 「郷庄や手帳に有写」（村役人の手帳の写し） とあったことだ。 つまり、私たちが最も注目し

ていた今村論文にある水深の記録の原典には、さらに原典があり、その原典もさらに別の史料の手写しだ

ったのだ。 写し間違いや、誤読、写し手の解釈ミスなどの恐れがあり、史料的な信頼性は落ちる。 実際、

重大な 「解釈ミス」 の可能性も見つかった。 これまで 「宝永地震前」 の水深だと思っていた記録が、実

は全く違う時期の記録かもしれないのだ。 沿革史では水位の測定時期として 「宝永地震前」 と記されて

いる部分が、原典である手鏡では 「大変以前」 と記されていることだ。 「大変」とは地震だけでなく、台風

や飢饉ききんなど広くトラブルを指し、手鏡の記述からは大変を特定する根拠がない。 当時、大変と表現

するほどの騒動が宝永地震のほかにあったのかどうか検討が必要だ。 

◆「原典を確認するのは科学の基本姿勢」のはずだが… 加納氏によると、明治から大正は古文書を使っ

た地震研究が盛んになった時期だった。 「当時は史料が少なく、よく大胆な解釈をしていることがある。今

村は史料を紹介したにすぎず、研究や確率予測に使う際にそのまま引用したことが問題だ」 今村論文は

専門家が発表前に内容の妥当性をチェックする 「査読」 もされていないとみられる。 80％予測をはじき

出す計算モデルを提唱した島崎邦彦東大名誉教授は、今村論文を引用する際に原典を確認していたの

だろうか。 80％予測を発表した地震調査委員会は今村論文すら確認せず、島崎氏の論文から確率を出

していた。 検討委員だった橋本氏は自戒を込めて言う。 「原典を確認するのは科学の基本姿勢。再検証

すべきだったのに、ずさんだった。これだけ疑問のあるデータを国の防災の指標の根拠に使うのは危険だ」 

 私は、80％予測の再検討にすぐにも着手すべきではないかと考え、島崎氏らに直接見解を聞いてみるこ

とにした。 

 

 

 

＜南海トラフ 揺らぐ 80％⑤＞ 

データの誤解釈が判明…「影響もちろんある」と東大名誉教授は語った 
南海トラフ確率の予測モデル提唱者 

 

東京新聞 2022年 10月 22日 配信 

 

前回までのあらすじ 南海トラフ地震の８０％予測の唯一の根拠となっている室津港（高知県室戸市）の古

文書を学術的に検証すると、古文書のデータを発表した研究者の誤解釈が次々と見つかった。８０％予測

の再検討は必要か。関係者に見解を聞いた。 

 「古文書の写しをお持ちなら、ぜひ拝見したい。お勤め先にこちらからお邪魔します」—。 メールの主は、

南海トラフ８０％予測をはじき出す 「時間予測モデル」 の提唱者、島崎邦彦東大名誉教授だ。 「モデル

の根拠を揺るがす史料が見つかった」と連絡すると丁寧な返信が来た。 

◆予測の再検討は「今の委員が考える問題」  モデルは世界的に有名で、島崎氏は南海トラフで初めて

モデルで計算した確率を発表した２００１年当時、地震調査委員会で長期評価部会長という要職を務めて

いた。 まず、時間予測モデルの基礎データとして引用した、旧東京帝大の今村明恒教授の論文の原典



（久保野家の古文書）を見たかどうかについては 「見ていない。

久保野家に古文書があることを知らなかった」 と明かした。 今

村論文が、発表前に専門家が内容の妥当性をチェックする 

「査読」 をへていない可能性があることについては 「論文が発

表されていたら、それを引用するのが研究者への礼儀。今村論

文が古文書を細かく調べていないのは問題かもしれないが、あ

る程度信頼できる」 との見解だった。 今回の調査で浮上した

疑義があっても、なお今村論文がモデルの根拠たり得るかどう

かは 「いま論文を書くと違ったものになる」 としつつも 「問題あ

るデータがあるなら、それを外せばいい」 と、時間予測モデル自体は完全には否定されていないと強調し

た。 島崎氏の主張はどういう意味か。 私と共同調査した東京電機大の橋本学特任教授は 「島崎氏らの

論文は室津港のほか、鹿児島県の喜界島など２カ所のデータをモデルの根拠としている。 確かに、今回

の調査だけではモデルを 『完全否定』 することにはならない」 と認める。 だが国の８０％予測に限ってい

うと、時間予測モデルに室津港のデータだけを当てはめて算出しており 「今回の調査をもって否定できる」 

と話す。 島崎氏も８０％予測への影響については 「もちろんある」 と認める。 だが、再検討の必要性は 

「今の委員たちが考える問題」 とコメントを避けた。 

◆「まだそこまで否定されていない」 と現役の地震調査委員長  現役世代はどうか。地震調査委員長の

平田直東大名誉教授は 「モデルはあり得ないのだと地震学会の常識になれば当然採用しないが、まだそ

こまで否定されていない」 と、８０％予測の見直し議論は時期尚早と強調した。 原典まで確認されていな

いことについては 「今村論文は仮に査読がなくても、島崎氏の論文は査読された論文だ。だから、引用元

の論文までひっくり返して調べることは普通ない」 と調査委の対応に問題がないことを強調した。 また、

モデルの採用については 「モデルを完全に否定できない中で、防災上必要という意見もある。全国の他

地域で使われているモデルだって正しいという証明はされていない」 とした上で、 「行政側は防災上、一

番高い確率を出したいという意図があるので、発表する確率に行政の判断が入ることは当然だと思う」 と

述べた。 だが、取材をすると、研究者たちの間にも確率予測に懐疑的な見方があることが見えてくる。 地

震の注意喚起は一体、どうあるべきなのか。 

 

 

 

＜南海トラフ 揺らぐ 80％⑥＞ 

「恣意的な高確率」が生んだひずみ 
高い場所に予算集中、低い場所で生じた油断 

 

東京新聞 2022年 10月 23日 配信 

 

前回までのあらすじ 南海トラフ地震の 80％予測の唯一の根拠となる古文書のデータに疑義があることを

伝えると、関係者からは「再検討は時期尚早」との答えが返ってきた。確率予測に懐疑的な専門家も多い。

根本的な疑義を含んだ確率を今後も防災の指標に使い続けていいのか。 

◆外れる予測地図 確率算出の「無理やり」感  一部が濃く塗られた日本地図—。 濃いのは愛知や静岡、

首都圏など国が特に防災対策を進める地域だ。 地震の危険度ごとに色分けした地震調査研究推進本部

（推本）の 「地震動予測地図」 は発表した確率を基に作成される。だが、地図の作成後に発生した大地

震の震源地を落とし込むと、低確率の地域ばかりで起きたことがわかる。 この地図を作成した東大名誉

地震調査委員会を所管する文部科学省 



教授のロバート・ゲラー氏は 「確率的予測地図は作成する手法が

正しいかどうかの検証がされていない。それなのに国の防災対策

の基本に使用することは科学的姿勢ではない。行政は防災対策

の 『アリバイ作り』、科学者たちは研究予算、それぞれ利害が一

致し、科学もどきの 『確率』 を出している」。 80％予測を検討し

た地震学者たちも、確率予測に懐疑的だった。 議事録には 「確

率を何のために出すのかがわからない」 との意見が目立つ。 理

由は、確率算出の 「無理やり」 感だ。 例えば地球の 46 億年の

歴史で、地震の記録があるのは日本だと 1000 年程度。 全国の

確率は多くて 10 回以下の記録を基に値を出している。 30 年で

区切るのも 「人生設計を考えやすい」 長さだからだ。 カリフォル

ニア工科大の金森博雄名誉教授は、本紙の報道を受け、地震学

者たちにメールで 「この 『確率』 は多くの判断が入った主観的な

もので、専門家でもよく理解できない」 と、確率予測を続けるべき

かどうか、議論を呼び掛けた。 

◆低確率地域で油断 被害拡大の可能性も  「次は南海トラフだ

と思っていたのに…」。 北海道胆振東部地震が発生した 2018

年、私に、こう語ったのは、4人家族で唯一生き残った男子高校生

（17）だった。 取材中、倒壊家屋の片隅からは妹（16）の細い足が

見えたが、数時間後、救出活動のかいなく、亡くなった。 この時、

私は南海トラフの確率問題の取材を始めていたが、「防災のため

なら多少恣意しい的な確率でもいいのではないか。 中部地方に

も悪い話ではない」 と、記事化をためらっていた。 だが、「油断し

た」 と自らを責める高校生の涙を見て、考えが変わった。 地震は

日本全体の問題だ。 現在は、南海トラフなど確率が 「高い」 場

所には膨大な防災予算が投入され、対策が集中するが、その半

面 「低い」 場所で油断が生じることは見落とせない。 この地震

で死者が出た北海道苫小牧市は、南海トラフと同じ確率予測で比

べると 30 年確率は 3.6％だった。 同市は 「低い災害リスク」 と企

業誘致をしている。 2016 年に熊本地震が起きた熊本県も同様な

誘致をしていた。 油断が被害を拡大させた可能性はある。 私は 「南海トラフの備えが必要ない」 と言っ

ているわけではない。 南海トラフ沿いでは最短 90年で次の地震が起き、今は前回の南海地震から 80年

近くがたつ。 やはり不安だ。 だが、恣意的に高い確率を出すのは言語道断だ。 今の地震学では地震は

いつどこで起きるかわからない。 さまざまな不確かさを含む確率が、あたかも確実な数値のように独り歩き

して、大きなひずみを生んだ。 取材では、研究者や政府の委員の中にも確率予測に疑問を持っている人

が多いことを知った。 それでも予算獲得のためにゆがんだ形で使い続けられている。 少なくとも今回の調

査で、80％予測の根拠の室津港データに、大きな間違いがある可能性が高まった。 地震リスクの伝え方

そのものを根本的に考え直す時期に来ているのではないか。  （この連載は小沢慧一が担当しました） 

 

 

北海道苫小牧市は企業誘致のため、地震発生確率
が低いことを PR している（同市 HP より） 


