
南海トラフ 80％の内幕 
（１）研究者の告発  科学離れた「えこひいき」 

東京新聞 2020年 6月 11日 配信 

 

 それは一昨年 2月 9日、地震調査委員会が、南海トラフ地

震が 30年以内に発生する確率を 「７０％程度」 から 「７０～

８０％」 に変更したことを発表する、数日前のことだった。取

材で 「８０％」 の情報を発表前にキャッチし、「いよいよ東海

地方に大地震が迫っている」と直感した私の頭の中では「防

災対策は十分か」 「地震が起きた場合の被害予測は」など、

さまざまなニュースの切り口が駆け巡った。 まずは専門的な

観点の分析が必要と考え、名古屋大の鷺谷威教授（地殻変

動学）に電話した。もちろん、防災のために警鐘を鳴らすコメ

ントが返ってくると想定して。 しかし、教授の反応は 「個人的には非常にミスリーディング（誘導を誤ってい

る）だと思っている」 という意外な言葉から始まった。 「８０％という数字を出せば、次の地震が南海トラフ

地震だと考え、防災対策もそこに焦点が絞られる。実際の危険度が数値通りならいいが、そうではない。ま

ったくの誤解なんです。数値は危機感をあおるだけ。問題だと私は思う」 

◆水増しをされた数値 

 誤解？ 問題？ 予想外の言葉に頭が混乱した。要領を得ない私に鷺谷教授はさらに驚くことを言った。 

 「南海トラフの数値が高くなるのは、南海トラフだけ特別扱いになっているから。水増しをしているんです

よ。ある部分だけえこひいきされ、そこには意図が隠れているんです」 水増し？ えこひいき？ 意図が隠

れている？ 想定外のコメントの数々が、ますます頭を混乱させた。８０％の数値に何かからくりがあるので

あれば、それを知っておく必要がある。 「南海トラフだけ、予測の数値を出す方法が違う。あれを科学と言

ってはいけない。地震学者たちは 『信頼できない』 と考えている。他の地域と同じ方法にすれば２０％程

度にまで落ちる。同じ方法にするべきだという声は地震学者の中では多いが、防災対策をする人たちが、

今さら数字を下げるのはけしからん、と主張している」  地震の発生予測は、地震調査研究推進本部（本

部長・文部科学相）の地震調査委員会の下部組織、海溝型分科会で地震学者が出し、上部組織で決定

する。予測値は 2012 年の分科会では、地震学者たちが 「信頼性を高めるため、算出方法を統一するべ

きだ」 と唱え、いったんは、それまでの 「７０％」 から大幅に下げられる見通しとなった。 ところが、大反対

が巻き起こった、という。 予測値を割り出す仕組みが大きく分

けて二通りあり、それぞれのメカニズムを電話のやりとりだけ

で理解するのは難しかった。 だが、南海トラフ地震だけ予測

値が突出しているのは、特別な算出方法のためで、その方法

を地震研究者らが 「信頼できない」 と考え、方法を日本全

体で統一しようとすると、大反対が起きること、反対には 「意

図が隠されている」 らしいことは理解できた。 

◆突っ込みどころ満載 

 「南海トラフがどんな算出方法かというと、高知県・室戸岬の北西にある室津港（地層の）隆起をもとにし

ているんですよ。1707 年から 1946 年まで 3 回記録されていて、そこから割り出す方法。でもね、なぜ、隆

起量だけでわかるの？ 疑問の突っ込みどころ満載なんですよ。研究者でこの数値をまともに信じているの

が、どれほどいるのかっていうくらい。でも、それが変えられない」  鷺谷教授に電話をする前、本社に一報

を入れたときデスクは数字の大きさだけがことさら目を引くことを警戒し 「そんなにでかでかと書かない方

隆起が続いている高知県の室戸岬 



がいいな。粛々と報じよう」 と冷静に反応した。鷺谷教授との話で、私もデスクの判断が正解だと納得した。 

 発表日、短くまとめた記事が載った。 「政府の地震調査委員会は 9日、東海沖から九州沖に延びる南海

トラフ沿いでマグニチュード（Ｍ）８～９級の巨大地震が 30年以内に発生する確率が昨年よりわずかに上が

り、今年 1 月 1 日時点で 『７０～８０％』 になったとの評価を発表した（以下略）」。 記事にはなったが、書

き切れないことがあるような、もやもやが残った。 ふと、電話を切る間際に、鷺谷教授がつぶやいた言葉を

思い出した。 「そのあたりの経緯は全て、議事録に残されているんじゃないかな」 早速、文科省に情報公

開請求し、議事録を入手することに。待つこと約 1 カ月。入手した議事録で、私は関係者たちの知られざ

る、しかし、驚くべき発言の数々を目にすることになった。 

 ◇  

 日本列島に大災害をもたらすとされる南海トラフ地震への警戒を怠らないことは極めて重要だ。だが、地

震研究者が 「信頼できない」 という数値が別の目的で独り歩きしているのであるならば、放置すべきでは

ないだろう。 確率８０％の内幕を追った。（名古屋社会部・小沢慧一） 

 

 

（２）開示された議事録  「やり方一つで２０％にも」 

東京新聞 2020年 6月 18日 配信 

 

 予想してはいたものの、南海トラフ地震の発生確率に対して、専門家の間

でこれほどまでにすさまじい異論が噴き出しているという現実は、想像を超え

ていた。 2012～13 年にかけて開かれた 「海溝型分科会」 の議事録。日

本各地で予想される地震の新たな発生確率を決める地震学者による専門

家会議で、発言者の名前は黒塗りだが、委員には著名な研究者が名を連ね

る。そのほとんどが、2012年当時６０～７０％だった南海トラフ地震が 30年以

内に発生する確率の算出方法に疑問を持っていたことが、議事録で判明し

たのだ。 まず目に飛び込んできたのは、ある委員の発言だった。 「確率計

算を以前のやり方で今やれば、７０％か８０％という 30 年確率が出てくると思

うが、やり方一つ変えれば２０％にもなる数字だということは、どこかに含ませ

ておくべきではないか」  開示請求した議事録が全て出そろったのは、昨年 3月。まさか、8年前に数値の

信頼性が揺らぐような議論があったとは、驚きだった。 それならば、なぜ何のためらいもなく公表したのか。

多数のメディアが誘導されるがままに報じたことに、怒りと悔しさ、情けなさを感じずにはいられなかった。 

◆科学的に妥当でない 

 別の委員は高い確率をはじき出す算定式に疑念を示し、こ

う発言している。 「サイエンス（科学）の議論をさせてもらうの

であれば、やはり（高確率の算定式を）残すのは妥当ではな

いと思う。少なくとも、この委員会では（算定式の）時間予測

モデルは妥当ではないという意見があるわけで、それを出す

のは納得できない」 ここで出てきた 「時間予測モデル」 と

は、先週のこの欄で書いたとおり、分科会の委員だった鷺谷

威名古屋大教授（地殻変動学）が 「南海トラフだけ、予測の

数値を出す方法が違う」 「特別扱いになっている」 と話した

「特別な」 方法を指すようだ。 鷺谷教授は 「水増しをしてい
公開請求した地震調査委員会議事録  

２０１３年５月の記者会見で、南
海トラフ巨大地震の発生確率につ
いて説明する地震調査委の本蔵義
守委員長（当時）＝文科省で 



る」 「えこひいき」 とも指摘したが、議事録でも 「やり方一つ変えれば２０％にもなる」 と指摘されている。 

いったいどういうことなのか。 2013年 5月に確率を発表した記者会見の場では何の説明もなかったようで、

私も今回の取材で深掘りするまで、南海トラフだけが特別な計算式だということを知らず、「時間予測モデ

ル」 という用語も初耳だった。 あらためて発表時の資料を読み返した。 ２０％の確率のことは全体を要約

した 「主文」 には一切出てこない。メディアは発表の内容を短時間で理解する必要があるのだから、主文

に詳しく説明されていてしかるべきだ。 これほどの議論になる事柄が、なぜ分厚い資料の後段に埋もれて

いるのか。 あえて気が付かれないように意図された、としか思えなかった。 「やり方一つ変えれば２０％に

もなる」 と議事録にある一般的な算出方法は、南海トラフ以外の地震すべてに適用されている。過去の地

震から 「平均的」 な発生間隔を割り出し、確率を導く手法だ。 南海トラフは何 10 年の間隔で起きること

もあれば、何100年起きていないときもあり、発生間隔に大きなばらつきがある。 確率を出す「今後30年」

も、人の一生の中では長いが、地震の周期としては、ほんのわずかな期間にすぎず、一般的な計算方法で 

「２０％」 という低確率になってしまうのは、今の地震学のレベルでは仕方がないことなのだ。 さらに、議事

録を読んで驚いたのは、そもそも地震学者たちの多くが確率を出すこと自体に懐疑的なことだ。 確率につ

いて 「いろいろ問題がある」 「あまり意味が無い」 「何のために出すのかわからない」 「出すべきではない」 

「どう考えても出せない」 という各委員らの否定的なコメントがぽんぽん飛び出しているのに目を疑ったほど

だ。 

◆インパクトありきだ  ある委員の発言が象徴的だった。 「確率の数字はインパクトがあるので、それにす

がりたいというのはよくわかるし、降水確率もわかりやすい浸透した数字だと思う。しかし大きな地震は（たま

にしか起きない）低頻度のものなので、発生確率をうまく使ってもらうことは難しい」  降水確率でさえ、高

確率で的中するようになったのは、上空の時々刻々の変化が可視化されてから。なぜ、南海トラフの確率

を割り出す 「時間予測モデル」 は８０％もの高確率をはじき出し、なおかつ、年ごとの確率があたかも数時

間後の降水確率のように、どんどん上昇していくのか。 議事録の中で語られるそのからくりの詳細に、私は

開いた口がふさがらなかった。 （名古屋社会部・小沢慧一） 

 

 

（３）１９年前の会議 大きめ予測「無難」が始まり 

東京新聞 2020年 6月 25日 配信 

 

 南海トラフの確率 「８０％」 を割り出した算出方法 「時間予測

モデル」 は、地震研究者による「海溝型分科会」で批判の的にな

った。 「全国地震動予測地図で南海トラフだけ時間予測モデル

を使っていることはおかしい。 確かにそこだけ赤くなる（＝高確率

を示す）が、本当にそれが科学的に正しいのかということをきちん

と見直す必要がある」 こんな発言も出てくる。 「前回の（確率）

評価が出たのが 2001年で、文献を調べたら、2002年にパークフ

ィールド（米国）の地震をもって時間予測モデルが破綻していると

いう論文が（科学誌の）ネイチャーに出ていた」 

◆１地点のデータのみ 

 反対意見では 「一カ所の上下変動量だけで時間を決めることは無理である」 と、同モデルが室津港

（高知県室戸市）での観測データだけで、日本列島の広大な範囲に及ぶ地震の発生を予測していることへ

の批判が噴出。2001年の評価文の中で 「信頼性が低いと判断した」 との表記があることも明らかにされ、

南海トラフで１８５４年に発生した安政南海地震
の津波被害を記した石碑＝大阪市浪速区幸町３で 



委員からは 「時間予測モデルでぴったりくるのは室津港だけで、それ以外のデータは合わないと前回の評

価文に書いてある」 との指摘も出た。 19 年前、すでに信頼性が疑われていながら、なぜ採用されたのか。

モデルの来歴と、採用のいきさつを調べる必要があった。 同モデルは 1980 年、島崎邦彦東京大名誉教

授が提唱。2001 年当時の前回評価のときには、地震調査委員会長期評価部会長として、同モデルの採

用に影響力のある要職だった。島崎氏本人に直接聞くことにした。 議事録に島崎氏と思われる人物が

「はじめは（その他の地震と同じ）更新過程（単純平均モデル）を考えていた。それがいくつかの理由で時

間予測モデルの方がよいという要素があり、主従が逆転してしまった」 と発言していた。なぜ 「主」 に逆

転したのか、経緯を知りたかった。 メールでの取材に応じた島崎氏は 「これは小生の発言です」 と認め

た上で 「時間予測モデルの提唱者として、中立的な取り扱いに努めました」 と回答。採用の経緯は 「安

藤委員が時間予測モデルを使うべきだと言われました。その提案に従って（略）最終的に採用されたという

のが実情です」 と回答した。 名指しされた安藤雅孝元静岡大客員教授は 「自分が時間予測モデルを

強く推した記憶はない」 と断った上で 「規模を大きめにし、次までの期間も短くしとけば無難だろう、という

ことはあったと思う」 と、会議の空気を明かした。 2001 年当時の地震調査委員長で、評価文の最終責任

者だった津村建四朗氏（2006 年に委員長退任、元気象庁地震火山部長）にも当たった。津村氏は 「時間

予測モデルを導入させたのは私です」 と率直に認め、経緯をこう語った。 「原案は 『21 世紀中に起きる

可能性が高い』 だった。しかし、南海トラフの歴史上、短いと約 90年で発生し、その段階では 60年近くた

っていた。 『この程度じゃ、防災につながらない。もっと切迫性を表現しないと』 と思った」。 津村氏は、時

間予測モデルを使うと発生が 2034年になることに着目。 「検討時、モデルは既に有名になっていたし、切

迫性のある結果が出ると考えた」 と明かした。時間予測モデルに通じる 「大きな地震の後は次までの間

隔が長く、小さいと間隔が短い」 という学説は戦前からあり、津村氏も当時はその影響を受けていた、とい

う。驚いたのは、安藤、津村両氏とも、時間予測モデルを今は全く信頼していないことだ。 

◆「科学としてまずい」 

 安藤氏は 「時間予測モデルは意味がない。室津港の 1カ

所のデータで南海トラフ地震全体を説明するのは、やりす

ぎ。いろんな人が言ってますよ。なのに、2013年の第 2版は

強引に（確率が）大きくなってしまっている。非常に誤解を与

えるし、科学としてまずい」。 津村氏も 「まさか今でも同じ

モデルを使っているとは思いませんでした。仮に私が今委

員長だったら、採用しない可能性がありますね」。 では、な

ぜ 2013年の第 2版で地震学者らの猛反対にもかかわらず

採用されてしまったのか。その答えが、議事録にあった。 

＜時間予測モデル＞ 過去の地震の時期と規模（地盤の隆起）から次を予測。大きな地震の後は次の地

震までの間隔が長く、小さいと間隔が短いという仮説に基づき、南海トラフ地震では地震調査委員会が、

宝永（１７０７年 １.８m）、安政南海（１８５４年 １.２m）、昭和南海（１９４６年 １.１５m）から次の発生時期を２０３４

年と試算している。 同試算は室津港を管理していた江戸時代の役人の測量値を元データにしているが、

測量をした日時や場所、方法などが不明で、信頼性が疑問視されている。（名古屋社会部・小沢慧一） 

 

 

（４）変更への反発 下げると「税金投入」に支障 

東京新聞 2020年 7月 2日 配信 

 



 南海トラフの 「７０〜８０％」 という発生確率に対し、多くの地震研究者たちが 「信頼性が低い」 「科学的

におかしい」 と訴えているにもかかわらず、なぜ 2013年の評価

文ではそのまま公表されたのか。巨大地震の予測を検討する

専門家会議（海溝型分科会）の議事録で発言している研究者

たちに聞くことにした。 発言者が黒塗りになっているため、誰

が何を話したかははっきりしていないが、議事録を読む限り、ほ

とんどの研究者が、時間予測モデルを使った 「７０〜８０％」 と

いう高い確率だけを出すことに強い抵抗を示していた。 

◆公表を押し切られる 

 電話をかけた相手は全部で十七人。委員もいれば、事務局の職員もいた。「とうとうこの話を聞きに来ま

したか」 と観念したような口ぶりの大学教授もいれば、「その話はあまり触れたくない」 とコメントを渋る研

究者もいた。 だが、ことの重大性からだろうか、一部の取材拒否を除いて多くの人が重い口を開きながら、

科学的な根拠が希薄なことを認め、高い確率のみの公表で押し切られた経緯、じくじたる思いを口にした。 

 そのうちの一人、京都大防災研究所の橋本学教授（現所長）は 「地震調査の評価は科学のみに基づく

べきだった。専門家ばかりの会議ならそれが当たり前。現実は科学をゆがめる結果になった。大失敗だ」 

と率直に、かつ苦々しく振り返った。 議事録とは別に入手した資料によると、橋本教授は委員間で回覧し

たメールでも南海トラフの確率の高い方だけを公表することに対し、事前にこう警告している。 「『現時点

の知見に基づいて計算すると確率が下がる』 という事実を隠すことは、やってはいけないことです。したが

って、『従前の確率計算の考え方（時間予測モデル）には問題があり、このメンバーで議論した結果、これこ

れの考え方に基づいて計算した。その結果は下がることとなった』 と正直に述べるべきだと思います。この

点に触れずに発表した場合、いずれ誰かが計算し、『情報を隠した』 と大騒ぎになること必定です。その

際の信頼の喪失は致命的と考えます」 それがなぜ、通らなかったのか。「防災の観点から、確率が下がる

のは困る、ということになった」 と橋本教授は経緯を明かした。 再び、議事録をつぶさに調べてみた。 

 巨大地震の「30年発生確率」の決定は、文部科学相を本部長とする地震調査研究推進本部の傘下に地

震発生の 「予測」 を担当する地震調査委員会が、委員の学者間で議論し、発表する仕組みだ。 だが、

このときは地震調査委側の要請で 「防災」 を担当する政策委員会にも意見を聴いた。 南海トラフ地震

にだけ高確率が出る時間予測モデルを使うことへの反対は 2012年 11月、地震調査委の中にある専門家

会議の一つで、原案を作る海溝型分科会で噴出。 いったんは、他の地震と確率の算出方法を統一した

結果の 「８〜２０％」 と、従来の高い確率とを両論併記する案で固まった。その後、政策委側の委員会に

地震調査委側の委員が出席し 「防災意識の低下や数値の変動による混乱のおそれがある」 とデメリット

を補足した上で提案。 しかし、政策委側の猛反発を受けることになった。その中で 「われわれ防災行政

を預かっている者」 というある委員の発言が目に留まった。 

◆「水増し」が不可欠に 

「南海トラフは備えを急がなければならない。（防災の）理解を得るためには発生確率が高い（方がいい）

ということ。下げると 『税金を優先的に投入して対策を練る必要は

ない』 『優先順位はもっと下げてもいい』 と集中砲火を浴びる」 同

一人物とみられる委員はたたみかけるように、こう訴えた。 「何かを

動かすというときにはまずお金を取らないと動かないんです。 これ

を必死でやっているところに、こんな（確率を下げる）ことを言われちゃったら根底から覆る」 地震研究者た

ちからの提案は、防災学の側から激しい反発を受けることになってしまった。（名古屋社会部・小沢慧一） 

 

 

北海道地震を受け開かれた地震調査委員会の臨時 
会合＝２０１８年９月、東京・霞が関で 

「まずお金を取らないと」。議事録には、発生
確率８０％を下げることへの反対意見で飛び
出した、生々しい言葉が残る 



（５）科学の敗北 「わからない」本音があだ 

東京新聞 2020年 7月 9日 配信 

 

 地震学の研究者たちが南海トラフ地震

の確率について、「低い確率も正直に述

べるべきだ」と訴えた主張はあえなくはね

返された。防災学の学識者が 「税金を

優先的に投入」 「まず、お金を取らない

と」 と赤裸々に語っていることに驚いた

が、減率への反対意見がいきなり出てき

たわけではなかった。 

◆減率案に激しい反発 

 地震学と防災学の研究者・識者が意見

をぶつけ合った会議。 2012 年 12 月と、

翌年2月に開かれた会議の議事録には、

「地震学」 側が、確率を下げる提案を慎

重に持ち出し、「防災学」 側が激しく反発する構図が鮮明に浮かび上がる。 まず、地震学側の海溝型分

科会事務局の吉田康宏地震調査管理官（当時）が 「南海トラフは、実は他の海溝型（の地震）、あるいは

活断層とは違う方法で確率を算出しています。（その）算出法は科学的に見てもいろいろ問題があるので、

もうやめた方がいいのではないかという議論も出ています」 と地震学者らの見解を述べ、他の地震と同じ

算出方法による２０％程度が 「今の科学的知見から一番妥当性がある」 と伝えた。 反発を予測していた

のか、吉田管理官は 「防災意識が低下するおそれがある」 と述べ、公表の際の落としどころとして （１）確

率は表示しない （２）いま一番正直な新しいモデル２０％のみを表示 （３）２０％と従来の時間予測モデルを

両方採用 （４）新旧いずれかを主表示にして、もう一方は※印として表示する−。 この 4 案を提案した。 

ある委員は 「両方とも率直に出すのが正直なところだと思います」 と口添えした。 防災学側に大きな衝

撃が走った。 「私たち、もうさんざん（高確率を導く）時間予測モデルで頭を洗脳されているんですよね。

多分そういう人が世の中にはすごく多いはず」 「ものすごい混乱を（社会に）引き起こす」 減率案があまり

にも唐突だったのだろう。 防災学側の反応は当初、反論というより、とまどいの声が中心だった。 衝撃の

大きさを感じ取ったのか、地震学者側の委員が弁明する。 「（今回の減率案は）東日本大震災があって、

われわれが 『わかっていないことをわからないと言おう』 といったことの一つの例。 この時間予測モデル

がなぜ成り立つかというのは、本当はわかっていない。 私は講演では、（同モデルで発生が予測される）

2034年という言葉をよく使うがプラスマイナス何年かというのは実は本当はわからない、という言い方をしま

す。 この謎は全然わかっていない。 やはり謎があって、これ本当にわれわれも理解できていないんですよ

ね。 地震学者がわからない、わからないと言うと怒られるんですけど」 ある意味で、正直な告白だった。

だが、「わからない」 という弱みの告白が巻き返しを受ける糸口となった。 ある委員がその口火を切る。 

 「われわれの理解だと、南海トラフが一番過去のデータもあるし、一番よくわかっている例で、それ（時間

予測モデル）に基づいてやるとこうであると、ずっと聞いていたはず」。 追及を受け、「わからない」 と発言

した委員らしき人物が 「私のしゃべり方が悪かった。全然無理というのは何回も言ったつもりだったんです

が」 と謝罪口調に変わる。 防災学側の委員が 「でも短い講演だとそういうふうには多分聞けないですよ

ね」 と突っ込むと、司会者まで 「伝わらなきゃそれまでだろうということにもなります。 いや、申し訳ないん

だけど、そういうことなんですよね」 と同調。 防災学側の委員が一気にたたみかけてきた。 「（高確率を）

津波で被害を受け黒煙を上げる宮城県気仙沼の市街地。東日本大震災は地震予測の 
難しさを地震学者に改めて突き付けた 



メインでお願いします。やっぱり防災対策がこれまで進んできたことと、それ（高確率の算出式）を覆すだけ

の根拠がないのであれば、その方が国民にとってわかりやすいんではないでしょうか？」 

◆防戦一方の地震学側 

 地震学側の委員が 「これまで来た経緯も考えると、問題があ

るからといって否定ができるわけではないので、それは採用す

べきだというのが私の方の考え」 と同調。後押しするように司会

者が 「かなり割れているどころか、むしろ（減率へ）動こうとして

いる方向に反対の方がたくさんおられるということがおわかりい

ただけたと思います」。 すでに流れは防災側の押せ押せ。 両

論併記で一致したはずの地震学側の足並みは乱れ、「科学」 

は防戦一方となっていった。（名古屋社会部・小沢慧一） 

 

 

（６）主文から消える 「拒否します」潮目変わる 

東京新聞 2020年 7月 16日 配信 

 

 南海トラフ地震について、他の地震と同じ算出法での確率も示し、

「低い確率を正直に出すべきだ」 と訴えた地震学者らの主張は、国

の予算獲得や防災意識の低下の懸念を理由に高確率を維持すべ

きだという防災学者らの主張に押し切られた。その焦点になったの

は 「公表」 の仕方だった。 2012 年 12 月と翌年 2 月に相次いで

開かれた合同部会では、地震学と防災学の研究者・識者が協議。

公表の仕方を巡り、記者会見の発表資料となる文書の 「主文」で、

高確率と低確率の扱いをどうするか、が問題になった。 南海トラフ

地震の高確率は、同地震だけに当てはまる 「時間予測モデル」 の

計算式に基づく。 だが、他の地域では採用されていないモデルと

いうことや、他地域と同じモデルで計算すると２０％ほどになること

は、評価文の 「主文」 でまったく触れていない。 評価文の後段の

説明文には一部記載があるものの、意図的な構成と疑われても仕方がないだろう。 同モデルの信用性が

揺らいでいる状況で、同モデルだけを主文で支持するような公表は、地震学者らにとって、科学者としての

立場に関わる重大な攻防ラインだった。 

◆提案を大幅に譲歩 

 2012 年末の合同部会。 地震学者らの意見を海溝型分科会でとりまとめた事務局の吉田康宏地震調査

管理官（当時）は （１）確率はやめる （２）低確率のみを示す （３）高低を併記、などという強気の提案をし、

防災学者サイドの猛反発を受けた。 反省を踏まえた 2013年 2月の合同部会。 主文で （１）高低を併記

（２）高確率を主に低確率を参考値で示す （３）低確率は出さない（＝従来通り） （４）低確率は出さず高確

率を参考値に格下げ－と、大幅譲歩した 4案を示した。 この際、地震学者らが避けたい（３）案について、

「科学的な考え方から非常に問題がある」 ともくぎを刺している。 しかし、結論は（３）案になってしまった。 

 議事録では誰の発言か不明だが、当初は高低の確率を併記する案（（１）と（２））が有力だった。 「同時

併記に、それほど問題はない。 かなり高いという話と、かなり低いもある。 対策の目標は、高いを前提にし

て対策を（という）説得の仕方で問題ない」 「（高確率の）時間予測モデルだけにこだわっていたら、検討



すべき課題、方向を見失ってしまう可能性がある。今後の研究や科学の方向とずれてきてしまう。（低確率

は）どうしても発表する必要がある」 「記者だったら絶対突っ込んでくる話。（低い方を）隠すことはできない」 

 従来通りの（３）案は圧倒的に不利だったが、予算獲得とリンクする確率の重要性を説く委員が 「絶対に

案（３）です。多数決で決まってしまったら仕方がないですけど、拒否権を行使できるのであれば拒否しま

す」 と強く訴え、潮目が変わる。 同調者が現れ、その理由をこう説明した。 「今後、近いうちに新たな成

果が出てきて見直したときに、また更新を迫られる可能性があります。あまりころころ変わったんでは、国民

はたまったものじゃない。唐突に１０～２０％程度に変わる印象を与えていいか、私は懐疑的。サイエンスと

してももう少し研究をやってもらいたい」 少数でも声の大きさが話し合いの流れを変えることはどんな会議

でもままあるが、議事録を読む限り、そんな印象を受ける。 

◆時間稼ぐための案 

 「いきなりこれ（低確率）を公式の成果発表で出したら、やっぱ

りびっくりします」 「次までに科学記者にしっかりとレクチャーし

て、科学面で地震学の最先端ということでいろいろ取り上げても

らって、外堀をどんどん埋めていくということが多分大事。その時

間を稼ぐとなると（３）かな」 「（３）にしちゃうと、必要な情報が抜

けちゃう可能性があるかなという心配はします。気持ちは半分半

分」 ２０％の数値を説明文にすら入れることに否定的な委員も

いる。 「案（３）で結構ですが説明文のほうには、確率はこんなに

下がるんですねと。それが（新聞の）見出しにとられますよという

ことを覚悟しておいてくださいね」 と捨てぜりふのような発言でほ

ぼ大勢が決まった。司会者らしき発言者が議論に終止符を打つ。 「今日の濃密な議論で、4 つ示された

原案の中では案（３）が一番現時点においては適切であろうという判断を下したというふうなことを議事録

に書きとどめておいてください」 地震学者らが求めた南海トラフの発生確率の両論併記、その背景、議論

の経緯は、こうして主文から完全に消えていった。（名古屋社会部・小沢慧一） 

 

 

（７）実力不足の地震学 「３０年確率」早く適正化を 

東京新聞 2020年 7月 30日 配信 

 

 私が今回の議事録の内容を世に問うべきだと思った理

由は 2つある。 1つは、地震学者たちが 「科学的に問題

がある」 と言っている 30 年以内の発生確率 「７０〜８

０％」 という値を最新科学で証明されたかのように公表し

ている違和感だ。 私は 「南海トラフは危険ではない」 と

言っているわけでも 「備えはしなくてもいい」 と言っている

わけでもない。発生したら日本の大動脈に甚大な被害を

もたらす可能性があるのは、その通りだ。 だが、南海トラ

フ対策ありきで都合のいいモデルを選択しているのなら

問題だ。 国の政策の基礎データが科学に基づくべきなの

は言をまたない。財源確保などのために数字を操作しているとも取れる行為は、国民や科学への重大な裏

切りと言える。 

北海道地震で発生した広範囲の土砂崩れ＝北海道厚真町で、 
本社ヘリ「まなづる」から 

南海トラフ地震を想定したＪＲ紀勢線の避難訓練。
同地震の防災訓練は各地でさまざまに行われてい
る＝２０１９年１１月、三重県紀北町で 



◆ここでも「隠蔽体質」 

 看過できないもう一つの理由は、公文書開示に対する国の消極的な姿勢だ。 文部科学省は、議事録の

すべてを最初から公開したわけではなかった。「税金を優先的に投入」 「まず、お金を取らないと」。 ８０％

の確率を採用する決定打となったこれらの衝撃的な発言が記録された議事録は当初、文科省に開示を拒

否された。それも 「議事録はないので、公開できない」 と担当者が伝えてきたのだ。結果的に公開された

のは、他の議事録の中に、このくだりの存在を暗示する発言を偶然見つけたからだ。 開示された膨大な

量の議事録をしらみつぶしにあたっているとき、ある委員の 「非常にナイーブな議論があった。地震調査

委員会側への圧力と受けとめられないように議事録から消したのか」 という発言に目が留まった。この質問

に対し、事務局は 「社会的影響が考えられるときは非公開となるのだが、資料請求があった場合には、出

すこととなる」 と回答していた。 「当時は委員会で公開を約束していたのではないか」 と気付いた私は、

文科省にこの部分を示し、再度文書を請求した。 省内での検討のため、開示まで通常より 1 カ月長くか

かったが、それでも部分的に「不開示」。文書で出てきた、一部を黒塗りにした理由に私はあぜんとした。 

「このような情報が公になることで、国民や報道関係者等から問い合わせが殺到するなど、国の機関または

地方公共団体が行う事務または事業の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがある」 この理屈が通るなら、

役所に不都合な情報は何も開示しないでいいことになるのではないか。 このところ、政府が不都合な事実

を隠す出来事が繰り返されている。 陸上自衛隊イラク日報隠し問題や、森友学園を巡る財務省の文書改

ざん。 首相が主催する 「桜を見る会」 を巡っては、政府が招待者名簿を野党議員による資料要求と同じ

日にシュレッダーで廃棄したとし、「意図的な廃棄」 と批判を集めた。 公文書を隠蔽する中央省庁は、国

民から信頼を失う。地震調査研究推進本部にしても同じことだ。 この国では長らく 「予知」 を過信し、東

海地方に防災対策を集中してきた。手薄になった隙を襲われた 1995 年の阪神大震災で予知に頼る政策

は 「失敗」 として総括され、その反省から同本部が設立されたはずだ。 地震はいつ、どこで起きるのかわ

からない。それなのに、南海トラフだけを特別視し、切迫性を強調する情報発信をするのであれば、かつ

ての道と同じ轍を踏むことになるのではないか。 

◆低確率の地で続発 

 事実、影響は出ている。2016 年に熊本地震が起きた熊本県や

2018年に地震が起きた北海道は発生前、南海トラフに比べて発生確

率が低いことを 「売り」 にした企業誘致をしていた。 いずれも被災

後は改めたが、低確率を根拠に災害リスクが低いとＰＲしている自治

体は他にもある。同本部には年間で約 80 億円もの予算が配分され、

その成果の看板施策がこの 30 年確率と、各地の確率を日本地図に

落とし込んだ 「全国地震動予測地図」 だが、同地図で低確率だった場所で地震が続発し、被害が出てい

る。 被災地に取材で出向くたび、被災者たちから 「次は南海トラフだと思って対策していなかった」 「不

意打ち地震だ」という声を聞く。 国と地震学者が正しく情報を出さない限り、この 「誤解」 が続き、被害は

増大するだろう。 未来の地震を予測し、限られた財源を集中することは地震大国に住む日本人の夢だが、

現時点の地震学で、正確な予測は不可能だ。 未来の予測ではなく、過去に地震が頻発している地域を

紹介するぐらいにとどめ、どこでも地震が起こり得ることを正直に伝えた方がいいのではないか。少なくとも、

南海トラフにおける 30年確率のあり方を一日も早く適正化することを求めたい。 ＝おわり 

（名古屋社会部・小沢慧一） 

 

 

不開示理由を「問い合わせが殺到する」と 
説明した文部科学省による決定通知書 


