


巨大地震による海底変動
国土地理院は陸域の地殻変動の
データをもとに巨大地震の震源
断層の動きを推定，そこから海
底面がどのように変動したのかを
計算で求めた。等高線の間隔は
0.5mで，赤色が隆起，青色が
沈降。海底面の変動は岩手県の
三陸沿岸から千葉県の房総半島
沿岸にまで及んでいるようだ。
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鳴らされていた
警鐘
　3月11日，東日本大地震が発生し，

仙台平野の田園地帯を突き進む大津波

の映像が伝えられたとき，地震学者の

多くは予想外の事態に絶句した。その

一方，「とうとう来てしまったか」と苦

い思いを噛みしめながら見ていた研究

者もいた。

　1100年以上前，平安時代前期の貞

観11年（西暦869年）に，「貞観地震」

と呼ばれる巨大地震が発生し，大津波

が三陸沿岸から東北地方南部沿岸に押

し寄せた。その事実が東北大学や産業

技術総合研究所（産総研）活断層・地

震研究センター，大阪市立大学などに

よる地質調査でわかってきた。産総研

は調査結果を踏まえたシミュレーショ

ン研究で，津波が平野部で3～ 4kmも

内陸まで押し寄せたことを明らかにし

た。津波を生み出した地震の大きさは

マグニチュード（M）8.4以上と推定

された。

　これまで西日本については南海地震

や東南海地震などの大地震が繰り返し

起き，大津波が太平洋岸を襲ったこと

はよく知られていた。だが，東日本で，

それらに相当する規模の地震と津波が

起きていたことは，地震学者の間にお

いても共通認識にはなっていなかった。

　産総研による東北の太平洋沿岸各地

の地質調査では，貞観津波を含め，古

墳時代（400年頃）から室町時代（1500

年頃）にかけて少なくとも4回，かな

りの規模の津波が起きていたことも判

明した。そうしたことから産総研の研

究グループは，東北から関東にかけて

の沿岸を500～ 1000年の間隔で大津

波が襲っていること，その周期性から

考えれば，近い将来，同様の大地震と

大津波が再来する恐れがあることを数

年前から論文や学会で発表していた。

東北大学や大阪市立大学の研究者も近

い将来の大津波の再来に警鐘を鳴らし

ていた。

　昨年には，地震学会での産総研の発

多くの人命を奪い，深刻な原子力発電所事故を招いた東日本大地震
「想定外」との声が多いが，東北地方太平洋岸の広域調査などから
大津波をもたらす地震の発生が迫っていることが指摘されていた

中島林彦（編集部）

特集　マグニチュード9.0の衝撃 地震学

東日本大震災

東日本大震災
地震の概要
正式名称：平成23年東北地方太平洋沖地震
発生日時：2011年3月11日14時46分頃
震源：宮城県牡鹿半島東方130km，深さ24km
マグニチュード：9.0
主要都市の震度
震度7： 宮城県栗原市
震度6： 仙台，宇都宮，日立，水戸，つくば
震度5： 盛岡，秋田，福島，前橋，さいたま，
 千葉，東京，横浜，甲府
震度4： 釧路，帯広，函館，青森，山形，静岡，
 長野，新潟，名古屋
主な余震
3月11日   M7.7（茨城県沖），
  M7.5（三陸沖），M7.4（岩手県沖）
4月 7日 M7.1（宮城県沖）

被害の概要（4月12日時点。警察庁調べ）
被災地域：北海道から関東，四国の南東部
死者数：1万3219人
行方不明者数：1万4274人
負傷者数：4742人
建物被害：全半壊6万4689戸
全半焼・浸水・一部破損など：15万8503戸
住居以外の建物被害：8505戸
避難者：14万2936人
津波による浸水域（4月8日，国土地理院発表）
807km2（山手線の内側の面積の約8倍）
想定被害総額：16兆～ 25兆円
（政府試算。原発事故関連は含まず）
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表を引用する形で，全国紙各紙が東日

本太平洋岸への大津波襲来の可能性を

報じた。政府の地震調査研究推進本部

も今年4月，国が防災対策を立てるた

めの基礎データである「地震活動の長

期評価」に貞観地震の研究結果を反映

する予定で，宮城県や福島県などへの

連絡を進めていた。

　しかし，地震は待ってくれなかった。

3月11日，宮城県牡鹿半島の東南東約

130km，深さ約24kmの地下深部を

起点に巨大な断層が動き始め，M9.0

という世界でも百年に数回しかない規

模の大地震へと発展した。東日本の太

平洋側の海底は岩手沖から千葉沖まで

南北500km以上に及ぶ範囲で起伏が

変化（24ページの図），海水は大きく

揺さぶられ，最大10m超の大津波が沿

岸部に押し寄せた。

　津波対策では，岩手県から宮城県北

部にかけての三陸沿岸は万全だと考え

られていたが，そうではなかった。

　三陸沿岸は1896年の明治三陸地震

や1933年の昭和三陸地震など度々，

津波被害を受けた。そうした教訓を

踏まえ，3階建てに相当する高さ10m

の防波堤などが各地に築かれ，避難施

設も整備された。製鉄で知られる岩手

県釜石の湾口には1200億円をかけ，全

長2km，海面からの高さ8m（水深最

大63m），厚さ20mという長大堅牢

な防波堤が建設された。

　一方，石巻から南の宮城県南部から

福島県にかけての沿岸は，だいたいが

平野で，三陸沿岸のような大津波の襲

来は想定されていなかった。福島県沖

についていえば，その地域を震源とす

る地震は最大M7級で，M8超のもの

は起きないというのが通説だった。

　だが，今回の大津波は備えが弱かっ

た宮城県や福島県の平野部はもちろん，

万全な備えがあったはずの三陸沿岸の

町々をも呑み込んだ。30年の歳月をか

けて2009年に完成した釜石の防波堤

も津波は乗り越え，そして破壊した。

　平成の大津波は貞観津波と同様，多

くの人命を奪い，平安時代には存在し

なかった3つの原子力発電所も襲った。

東京電力福島第1原子力発電所では4

機の原子炉施設が深刻なトラブルに見

舞われ，世界最大級の原発事故となっ

た（40ページの記事）。環境中への放

射性物質の放出量は米スリーマイル島

原発事故を抜き，史上最悪のチェルノ

ブイリ原発事故に次ぐ規模となった。

　そもそも今回の巨大地震はなぜ起き

たのか。前兆は検出できなかったのか。

類似性が指摘されている貞観地震とは

どのようなものだったのか。そして巨

大地震によって日本列島の地下の応力

バランスが変わった結果，他の地域に

地震が誘発される恐れはないのか。東

日本大地震に警鐘を鳴らしていた研究

の全貌を紹介する。

東日本と西日本の違い
　今回の巨大地震と貞観地震はいずれ

も太平洋プレートの沈み込み域で発生

した海溝型地震だ（右ページの囲み）。

海溝型地震は規模が大きく，津波被害

をもたらすので数多くの研究がなされ

てきた。ただ，海溝型地震といっても，

太平洋プレートの沈み込みに由来する

日本海溝沿いのものと，フィリピン海

プレートに由来する南海トラフ・相模

トラフ沿いのものではかなりタイプが

違うというのが一般的な認識だった。

　1つの違いは震源域（地震で動く断

層）の規模。フィリピン海プレート由

来の地震の震源域は一つひとつが非常

に広い。南海トラフ沿いでは東海，東

南海，南海の3つ。相模トラフ沿いで

は1つ。震源域が広い分，地震も大き

100 km

本震 M9.0

前震 M7.3

日
本
海
溝

プレート境界に蓄積する歪み　　GPSによる
地殻変動のデータと太平洋プレートの動きを総合す
ると，太平洋プレートと陸側プレートの境界面（地
震の震源断層）に蓄積した歪みの量を推定できる。
上の図は2000年4月から01年3月までの1年間
に，新たに蓄積した歪みを示した。赤が濃いほどプ
レートどうしがしっかりくっつき，歪みが増大した場
所。等値線の間隔は2cm/年（年間2cm分のプレ
ートの沈み込みが押しとどめられて生み出される歪
み量）。波線で囲んだ部分が解析対象の領域。ここ
より外側の領域では歪み量の推定を行っていない。
3月11日の巨大地震（本震）の震源と，その2日前
に起きたM7.3の地震（前震）の震源を黄色の星印
で表す。いずれも歪みの蓄積ペースが大きなところ
で発生したことがわかる。
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再来した巨大津波

■ 3月11日に起きた東日本大地震は一般市民や行政だけでなく，多くの地
震学者にとっても予想外だった。大津波が東北から関東にかけての太平洋
岸を襲い，多くの犠牲者を出し，世界最大級の原子力発電所事故を招いた。

■ ただ，約1100年前の平安時代に，今回と同様の大地震と大津波が東日本
で起きていたことが広域の地質調査で判明。推定された発生間隔から考え
て，次の大地震が迫りつつあることは明らかになっていた。地震対策に，
その研究成果を反映させようとしていた矢先，恐れていた大地震が起きた。
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海溝型地震のメカニズム

　日本付近で起きる地震のエネルギー源はプレート運動だ。「プ

レート」とは地球表層を構成する地殻とマントル上層からなる

巨大岩板のこと。太平洋や大西洋などを構成する海洋プレート

は中央海嶺などで生まれ，マントル対流に乗って移動，大陸プ

レートにぶつかって沈み込む。沈み込みには2通りある。1つ

は陸側プレートの下に海洋プレートが滑らかに沈み込むタイ

プ。もう1つは両方のプレートが固着して歪みが蓄積するタイ

プで，そうした場所を「固着域」という。固着域では歪みが一

定量まで蓄積すると，陸側プレートと海洋プレートの境界面が

断層面となって岩盤が大きく動き，歪みが一気に解放される。

断層の動きは振動として周囲に伝わる。これが地震だ。

　断層運動には3通りある。1つは正断層型。岩盤に引っ張り

力が働く場合に起こり，断層面の下側に対して上側がずり落ち

る。2つめは逆断層型。岩盤に圧縮力が働く場合に起こり，断

層面の下側に対して上側がずり上がる。海洋プレートの沈み込

み域では陸側プレートと海洋プレートの固着域には圧縮力が加

わるので，地震は逆断層型だ。3つめは横ずれ断層型で，岩盤

の水平方向に応力の大きな不均衡が生じた場合に起こる。断層

面は垂直になり，断層面の手前側に対して向こう側が左にずれ

る場合を左横ずれ断層，右にずれる場合を右横ずれ断層という。

また海底下で断層が動くと，海水も動く。正断層型だと海水は

沈み込み，逆断層型だと海水は持ち上げられる。海水の動きは

波となって四方に伝わる。これが津波だ。

　日本近海には2つの海洋プレートがある。1つは太平洋プ

レート。東から西に向かって年間8cmの速度で移動，東日本

の沖合にある千島海溝から日本海溝にかけて沈み込んでいる。

今回の東日本大地震は日本海溝付近で蓄積された歪みが広域に

わたって一度に解放されて起きた。貞観地震も同様だ。こうし

たプレート沈み込み域で起きる地震を海溝型地震という（上の

図に示す震源域は海底面上に投影したもの。日本海溝沿いの海

溝型地震の震源域の詳細は32ページ上の図）。

　もう1つはフィリピン海プレート。南東から北西に向かって

年間4～ 6cmの速度で移動している。同プレートには伊豆半

島を構成する陸塊が乗っており，本州にぶつかっている（その

陸塊の北端付近に富士山が位置する）。フィリピン海プレート

は，伊豆半島をはさんだ両側の海域で，陸側プレートの下に沈

み込んでいる。伊豆半島より東側のプレートの沈み込み域が相

模トラフ（トラフは海溝の一種。海溝底部が船底のような形に

なっている）。その付近を震源域とする海溝型地震が1923年

（大正12年）の関東大震災をもたらした関東地震だ。一方，伊

豆半島より西側の沈み込み域は南海トラフ。同トラフ沿いの震

源域は駿河湾から浜名湖沖まで，その西隣りから紀伊半島沖ま

で，さらにその西側から四国沖あたりまでの3つに分かれ，そ

れぞれ東海地震，東南海地震，南海地震の震源域に相当する。

これらの3地震は100年前後の間隔で繰り返し発生する。

　地震はプレート境界域以外でも多数発生する。海洋プレート

が陸側プレートにぶつかって沈み込むため，両プレート内部に

も大きな応力が加わっているからだ。両プレート内には多くの

断層があり，そうした断層が動くことで歪みが解放される。阪

神・淡路大震災などの内陸直下型地震はこのグループに入る。

プレート内では応力の加わり方が多様なので，正断層型や逆断

層型，横ずれ断層型のいずれのタイプも起きる。

ユーラシアプレート

N

北米プレート

太平洋
プレート

フィリピン海
プレート

相模トラフ

南海トラフ
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海溝

南海地震 東海地震
関東地震
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く，いずれもM8級だ。しかも，南海

トラフ沿いの3つの震源域で起きる地

震は30年以内の発生確率がいずれも

60％以上とかなり切迫している。

　一方，日本海溝沿いの地震の震源域

は三陸沖北部から房総沖にかけて8つ

に細分される。うちM8級の震源域が

2つ，M7級が4つ，過去に大地震の

記録がなく発生確率が見積もられてい

ない震源域が2つ（32ページ上の表

と図）。南海トラフ沿いと比べると，

やや規模が小さいものが多い（マグニ

チュードは1つ大きくなるとエネルギー

は約32倍，2つ大きくなると約1000

倍になる）。またM8級の2つの地震

の30年以内の発生確率は20％以下だ。

　もう1つの違いは地震の連動性。南

海トラフ沿いでは1707年の宝永地震

など東海，東南海，南海の3つの震源

域が連動して一度に動いた事例がある。

この場合，震源域は約600kmに及び，

地震の規模は大きくなる（宝永地震は

M8.5）。現在，宝永地震の再来を想定

した防災訓練も始まっている。

　これに対し，日本海溝沿いでは多数

の震源域が連動する巨大地震はないと

みられていた。東北地方の過去の地震

を調べても，数百kmにわたって断層

が動いた大地震の存在を裏づける有力

な証拠が最近まで得られなかったこと

による。こうした状況認識をみれば，

人々の関心が西日本に向かっていたの

も無理はないといえる。

地殻変動が物語っていたこと
　しかし，日本海溝沿いでも震源域連

動型の巨大地震が発生する可能性があ

ることを示唆する研究は2000年代前

半から出始めていた。それは地殻変動

の広域観測からもたらされた。

　国土地理院は全国にGPS（全地球測

位システム）の観測網を展開，1994

年から連続観測を始めた。これによっ

て日本各地の地殻変動が3次元的にわ

かるようになり，そのデータから日本

列島の地下の歪みの蓄積状況が大局的

に把握できるようになった。太平洋プ

レートの沈み込み域は深海底なので海

底地殻変動は直接観測できないが，東

北地方の地殻変動のデータと太平洋プ

レートの動き（プレートに乗る島々の

年々の位置変化からわかる）を合わせ

て分析すると，海底下の震源域の歪み

の蓄積ペースを見積もれる。

　国土地理院・地理地殻活動研究セン

ターの西村卓也主任研究官らの調査研

究の結果，「宮城県沖」と呼ばれる震

源域を中心にM7.5級の地震を起こす

歪みが毎年蓄積していることがわかっ

た（26ページの図）。同地域では約40

年周期でM7.5の地震（宮城県沖地震）

が発生しているが，この程度のペース

では，ため込んでいる歪みのごく一部

しか解放できない。

　「宮城県沖」の東隣りには，「三陸沖

南部海溝寄り」という震源域があり

（32ページ上の図），そこではM7.7の

地震が約100年間隔で起きている。日

本海溝沿いの地震の中で，これら両震

源域についてだけは連動が想定されて

いたが，そうしたメカニズムを考慮し

てもなお，歪みの蓄積と解放の収支バ

ランスは合わない。

　では蓄積した歪みはどのように解放

されるのか？　2つのシナリオが考え

られる。1つは断層が非常にゆっくり

動く「ゆっくり地震」が起きている可

能性，もう1つは歪みが非常な長期に

わたって蓄積した末に巨大地震が起き

る可能性だ。「ただ，どちらが真実な

のか見極めが難しかった」（西村主任

研究官）。

　ゆっくり地震（単独で起きたり，普

通の地震に続いて起きたりする）は，

普通の地震のような激しい揺れをほと

んど生み出さないので，人間が感じ取

ることはできない。解放される歪みの

エネルギーが大きく，土地が隆起・沈

降したとしても，建物が壊れたりする

ような被害は出ない。だから記録に残

らない。GPS観測はゆっくり地震の発

生を検知できる有力手段だが，1994

年以前のデータはない。

　一方，巨大地震については，もしそ

れが100年前や200年前に起きたのな

ら，古文書などから比較的容易にわか

るが，数百年前や1000年以上前にな

ると，事実関係の調査は格段に難しく

なる。しかし，ただ1つ，1000年以

上前の平安時代に，ほぼ確実に大地震

が起きていたことはわかっていた。国

史『日本三代実録』で，かなりの紙幅

を割いて記されている大地震があった

からだ。それが貞観地震だ。

貞観津波に迫る
　平安時代，東北地方の太平洋岸は陸

奥国と呼ばれた。当時，国府は多賀城

に置かれ，その名の通り城が築かれて

いた（多賀城は現在の宮城県多賀城市。

仙台市の北東にあり，仙台港にも近い）。

貞観津波を再現　　産業技術総合研究所は，東日本太平洋沿岸部での地質調査を踏まえたシミュレ
ーション研究で，貞観津波の様子を3次元の動画像で再現した。下はそのワンシーン。三陸南部や仙
台平野を大津波が襲っている（陸域や津波の高さ方向のスケールは誇張して表現されている）。
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5 km

5 km

シミュレーションで
再現した津波の浸水範囲

平安時代の
海岸線の位置

仙台平野の調査研究範囲

仙台市仙台市

名取市

岩沼市

亘理町

山元町

東松島市

石巻市

仙台空港

石巻平野の調査研究範囲

松島松島

多賀城跡多賀城跡

石巻平野石巻平野

仙台平野仙台平野

15km
31km

46km
海底からの深さ海底からの深さ

日本海溝日本海溝

陸域で貞観津波の堆積物が確認された場所
海底で貞観津波由来とみられる堆積物が見つかった場所
貞観津波とみられる大津波の伝承がある場所
貞観津波以外の津波堆積物が発見された場所
平安時代の陸奥国の国府（多賀城跡）

陸域で貞観津波の堆積物が確認された場所
海底で貞観津波由来とみられる堆積物が見つかった場所
貞観津波とみられる大津波の伝承がある場所
貞観津波以外の津波堆積物が発見された場所
平安時代の陸奥国の国府（多賀城跡）

浪江浪江
南相馬南相馬

いわきいわき

日立●日立●

福島第1原発●福島第1原発●

釜石●釜石●
20

0 
km

貞観地震の
推定震源断層推定震源断層
（（すべりすべり量量7m）7m）大洗大洗

気仙沼気仙沼

大槌大槌

宮古宮古

多賀城跡多賀城跡

●

●●

●

●

●

●
●
●
●

●

津波

●

南三陸南三陸●

●

浮かび上がった平安時代の大津波　　産業技術総合研究所は2005
年から5年計画で石巻平野と仙台平野を中心に広域で地質調査を実施した。
さらにコンピューターシミュレーションによって，そうした地質調査の結果を
うまく説明できる地震モデルを推定した。下の図中，茶色の枠で囲った領域
が推定震源断層。長さ200km，幅100kmで，東南東から西北西に向かっ
て傾斜しており，地震の際，約7mずり上がった。現在の地図の上に平安時
代の海岸線（点線）と地震モデルで生み出された貞観津波の浸水範囲を示す
（青色で表示）。推定された貞観津波は，少なくとも石巻平野と仙台平野に
ついては，今回の巨大地震の津波の浸水域とほぼ一致している。一方，大
阪市立大学の原口強准教授は2004年から，石巻平野より北の三陸沿岸で
津波堆積物を調査，大槌湾で貞観津波由来とみられる堆積物を発見した。
三陸沿岸から茨城県沿岸の各地で貞観津波とみられる大津波の伝承もある。

●貞観津波の堆積物が見つかった調査地点
●貞観津波の堆積物とみられる層が見つかった調査地点
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　『日本三代実録』によると貞観11年

5月26日（西暦869年7月13日）の夜，

大地震が起きて建物が倒壊，多数の圧

死者が出た。大津波も襲来，城下は海

のようになり，溺死者は1000人に上

った（36ページの記事）。この記述か

ら貞観地震，貞観津波と呼ばれるよう

になった。

　貞観地震の存在は古くから知られて

いたが，地震学の観点から研究が本格

化したのは1990年代になってから。

東北電力や東北大学の箕浦幸治教授ら

がそれぞれ仙台平野の地質を調査し，

貞観津波で運ばれてきた堆積物の存在

を確認，『日本三代実録』の記述が裏

づけられた。津波は海底や海岸を削り，

砂や礫を巻き上げ，内陸に運び上げる。

こうした堆積物を津波堆積物と言い，

専門家が調べれば，それが洪水由来か

津波由来かなどが判別できる。

　問題は貞観津波の規模だ。仙台平野

では確認されたが，どのくらいの地域

に及んだのか，全体状況がわからなけ

れば，津波をもたらした地震の規模や

震源域を特定するのは難しい。東北大

の箕浦教授らは，福島県相馬市でも貞

観津波由来の堆積物を発見していたが，

それらの地域を含め，より広域で面的

な貞観津波の調査が求められていた。

　そこで産総研の活断層・地震研究セ

ンターによる本格的な調査が2005年

度から5年計画で始まった。調査範囲

は石巻平野から仙台平野，福島県沿岸

部，さらには茨城県北部まで（前ペー

ジの図）。まず人の力や機械を使って

地面を掘削し，柱状の堆積物のサンプ

ル（コア）を採取する（下の写真）。

次にコアの堆積物の種類を調べ，放射

性炭素年代測定法を用いて形成年代を

推定，その場所の歴史を明らかにした。

　東北地方では貞観地震から約50年

後の915年に十和田湖で噴火があり，

白色細粒の火山灰層（十和田aテフラ）

が広域で見られる。「コアを調べ，十

和田aテフラの直下で津波で運ばれた

土砂が見つかれば，それは貞観津波の

ものだ」（産総研活断層・地震研究セ

ンターの宍倉正展・海溝型地震履歴研

究チーム長）。逆に十和田aテフラと

貞観の津波堆積物層のセットが見つか

らなかった場合，その場所は平安時代

の頃は海だった可能性が高い。そうし

た調査結果と沿岸の地形的特徴を分析

すれば，当時の海岸線の位置を推定で

きる。堆積物の分布状況を知るため地

中レーダー探査も行った。

　その結果，貞観津波の堆積物は石巻

平野から仙台平野，福島県南相馬市に

かけて広く分布していることがわかっ

た（東北大学などのグループは南相馬

市より約10km南にある福島県浪江町

でも貞観津波堆積物を発見した）。津

波は場所によっては当時の海岸線から

内陸に3～ 4kmも入り込んでいた。

大地に刻まれていた記録　　　仙台平野や石巻平野で行われた地質調査。数人がかりで金属製の筒
を地面に押し込み（左），堆積物の試料（コア）を得る（中央上）。場所によっては大型の機械も用いられ
た（中央下）。多くの調査地点から貞観津波の堆積物が検出された（右はコアの断面，中央部の灰色の層
が貞観津波の堆積物層。そのすぐ上の白っぽい粒が含まれている部分が十和田aテフラ）。
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　地殻変動も検出された。例えば南相

馬市の採取コアに含まれたケイ藻とい

う微生物の遺骸の種類を調べると，貞

観津波前に見られた淡水種が津波後か

なりの期間見られず，代わりに汽水域

から海水域に生息する種が見つかった。

「貞観地震で土地が沈降，海が入り込

んだようだ」（産総研活断層・地震研

究センター海溝型地震履歴研究チーム

の澤井祐紀主任研究員）。

　研究グループはシミュレーション研

究によって，どんな地震が起きて津波

が発生すれば，こうした地質調査のデ

ータを無理なく説明できるのか調べた。

その結果，宮城県沖から福島県沖にか

けて長さ200km，幅100kmの逆断層

型断層が約7mずり上がったとすれば

うまく説明できることがわかった。地

震の規模はM8.4以上と見積もられた。

　この地震モデルは現在8つに区分け

されている日本海溝沿いの震源域のう

ち，3つが連動して起きたことを意味

する。想定した貞観地震に伴う津波は，

地質調査地点を含んでかなり内陸まで

入り込んでいた（29ページの図）。貞

観地震は従来考えられていたような日

本海溝沿いの地震のイメージではまっ

たく説明できない巨大地震であること

が明確になった。

　産総研の調査では石巻平野の北にあ

る三陸沿岸は対象外だった。山が海に

落ち込む三陸沿岸では津波堆積物が形

成されるような平野がない。ただ，海

岸線の背後の湿地や波静かな浅海では

堆積物層が見られる場所も多い。

　この三陸沿岸で2004年から地質調

査に取り組んできたのが大阪市立大学

の原口強准教授らのグループ。石巻の

北約100km，岩手県の大槌湾内で貞

観津波由来とみられる堆積物を発見し

た。海中試料の放射性炭素年代測定は

陸上試料より難しいが，原口准教授ら

は一定の仮定の上で年代推定を行った

結果，その堆積物が平安時代前期，つ

まり貞観津波の時代のものである可能

性が高いことを明らかにした。

　三陸沿岸では，石巻の北約60kmの

宮城県気仙沼あたりに，貞観津波と思

われる大津波の伝承がある。原口准教

授らの研究と合わせて考えると，貞観

津波が三陸沿岸も襲った可能性は否定

できない。また福島県いわき市や茨城

県大洗町などでも同様の伝承がある。

　仮に三陸沿岸や茨城県北部にも貞観

津波が押し寄せていたとすれば，貞観

地震の震源域は産総研の推定よりさら

に南北に延び，地震の規模はM9.0に

近くなる。つまり今回の大地震とほぼ

同規模だ。

そして大津波は再来した
　産総研の調査では過去3000年の間

に，貞観津波を含め4回の大津波が襲

来していたことも明らかになった。最

新は1500年頃の室町時代の津波，そ

の1つ前が貞観津波，その前は400年

頃の古墳時代，そして最も古いのは紀

元前400年頃の弥生時代のものだった。

　これらのうち古墳時代の津波は貞観

津波と同様，地殻変動を伴っていたこ

とがわかり，貞観地震と同タイプの海

溝型巨大地震で生み出された可能性が

高い。一方，室町時代と弥生時代の津

波は地殻変動の証拠が現時点では見つ

かっていないので，房総沖を震源域と

する地震によるものか，南米チリなど

超遠方の大地震による津波が太平洋を

横断してやって来た可能性もある。

　産総研の研究グループは，こうした

分析を踏まえ，貞観タイプの大地震は

約500年から約1000年の間隔で繰り

返し起きており，直近が貞観地震だっ

たとすれば，次の大地震はそう遠くな

い将来に起こる可能性があるとの結論

をまとめた。

　一方，大阪市大の原口准教授らは，

貞観津波由来と見られる堆積物を発見

した大槌湾のほか，宮古や南三陸町志

津川，気仙沼など三陸沿岸各地で貞観

津波以外の時代の津波堆積物を数多く

発見。6000年前～2000年前の堆積層

を比較した結果，広域で津波堆積物を

もたらす巨大地震が500～ 700年の間

隔で繰り返し起きていた可能性が高い

ことを明らかにした。東北大学の箕浦

教授らも，仙台平野の調査から過去

3000年間に3回，大津波がやって来

ており，直近のものが貞観津波である

との研究を発表していた。ただ，地震

研究の成果は毎年膨大な数が発表され

ており，貞観地震関連の報告もそれほ

ど注目されなかった。

　仮に今年4月，政府の地震調査研究

推進本部が，「地震活動の長期評価」に，

産総研などによる貞観地震の研究成果

を反映し，国や地元自治体，関連学会

1km

陸が海に変わった　　　陸域観測技術衛星
「だいち」が高度約700kmから撮影した福島県
南相馬市小高地区の津波襲来前の2月23日の画
像（上段）と襲来後の3月19日の画像（下段）。
樹木などの緑地（赤色）で覆われた丘陵に囲まれ
る形で田畑や集落（灰色）の低地があったが，画
面右側の太平洋（青色）から津波が押し寄せ，内
陸約3kmまで浸水した。この地域では，産総研
の調査で貞観津波の堆積物が見つかっている。

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
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注）政府の地震調査研究推進本部・地震調査委員会の資料による。

日
本
海
溝

日本海溝沿いにおける海溝型地震の長期発生予測

1

2

3
4

5

6

7

8

震源域 想定される
地震の規模

30年以内の
発生確率

平均発生間隔

1. 三陸沖北部 M8.0前後 0.5～10％ 97年程度
2. 三陸沖中部 過去に大地震の記録がないため評価せず
3. 三陸沖南部海溝寄り M7.7前後 80～ 90％ 105年程度
4. 宮城県沖 M7.5前後 99％ 37年
5. 福島県沖 M7.4前後 7％程度以下 400年以上
6. 茨城県沖 M6.7～7.2 90％程度以上 約21年
7. 房総沖 過去に大地震の記録がないため評価せず
8. 三陸沖から
　 房総沖の海溝寄り

M8.2前後 20％程度 133年程度

複数回に分かれて動いた震源断層　　防災科学技術研究所が東北地方に展開した観測拠点（左図，
揺れの最大加速度を色で表示）でのM9.0の地震の最中の揺れ（上下動成分）を時系列で並べると，震
源断層の動きを読み取れる（中央の図。各観測点の波形は比較しやすいように大きさをそろえた）。断層
は宮城県沖を起点に（左図中の赤い星印），2度にわたって南北に向けて動いた（ピンク色と黄色の矢印）。
2度目に南方に向かった断層の動きは，福島県沖で新たな断層の動きを誘発し，南北方向に向けて水色
の矢印で示すような動きをもたらした。右図は地震波から求めた震源断層の各場所での移動距離。震源
付近と，その日本海溝側の領域で大きく動いた。これは国土地理院の西村主任研究官らが地殻変動から
求めた歪みの蓄積ペースを示す図の状況（26ページ）と大局的に一致する。
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が危機意識をもって巨大津波を想定し

た対策を講じていたら，事態は変わっ

ていただろう。しかし，地震は待って

くれなかった。

　日本海溝付近のプレート境界が大き

く動き始めたのは3月9日だったよう

だ。同日午前11時45分頃，三陸沖で

M7.3の海溝型地震が起き，三陸沿岸

各地で高さ20～ 30cm，大船渡では

60cmの津波が観測された。震源は，

日本海溝沿いの8分割された震源域の

1つ「三陸沖南部海溝寄り」（右図の3）。

深さは約10km。太平洋プレートと陸

側プレートの境界面にある断層が動い

たと考えられる。

　この震源域は，約40年周期でM7.5

の地震が起きる「宮城県沖」（図の4）

の東隣り。日本海溝沿いの地震では珍

しいケースだが，「宮城県沖」との連

動の可能性が指摘され，その時の地震

はM8.0程度まで大きくなると以前か

ら考えられていた。

　その2日後の3月11日，今度は同

じ「三陸沖南部海溝寄り」でも，9日

の地震で動いたプレート境界面のもう

少し陸側に近い深さ約24kmのところ

で断層運動が始まった。地震は一般に

震源域の断層全体が一気に動くのでは

なく，どこかが起点になって動き始め，

その動きが周囲に及んでいく。3月11

日の地震の場合，断層の動きは「三陸

沖南部海溝寄り」内部にとどまらず，

「宮城県沖」へと広がっていった。こ

こまでは想定の範囲内。しかし，断層

の動きは止まることなく，日本海溝沿

いを南北方向に向かってどんどん広が

っていった。

　震源断層の領域や動き方（震源モデ

ル）は観測された地震波や津波，地殻

変動からそれぞれ推定される。今回の

地震については，震源域は北は「三陸

沖中部」（図の2）から南は「茨城県沖」

（図の6）まで，「三陸沖北部から房総

沖の海溝寄り」（図の8）も一部含ま

れる，との見方が大勢を占める。これ

は産総研が推定した貞観地震より大き

い。震源域の長さは南北約500km。

新幹線で言えば東京・京都間の距離だ。

　これだけの広さの断層が場所によっ

ては最大20m以上ずり上がった。た

だ，断層の傾斜はかなり水平に近い角

度だったので，動きの大きさの割には

海底の隆起は小さかった。それでも例

えば，国土地理院が地殻変動のデータ

から求めた震源モデルによれば，震源

域付近の海底では最大約5mの隆起が

見積もられ，逆に内陸に近い海底では

約2mに達する沈降が起きたと推定さ

れた（24ページの図と右ページ下の

図）。その高低差は10m近くになる。

　これくらいの海底面の変動が短時間

で起きると，海水は大きく揺さぶられ

て大津波が発生し，震源に近い沿岸部

や三陸沿岸では高さ10mを超えるま

でに立ち上がる。貞観地震が起きた当

時，石巻平野や仙台平野などの海岸線

は今より1～ 1.5kmほど内陸側にあ
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ったが，「私たちがシミュレーション

した貞観津波の浸水域と，今回の仙台・

石巻平野の津波浸水域はほぼ一致す

る」（産総研活断層・地震研究センタ

ー海溝型地震履歴研究チームの行谷佑

一研究員）。平安時代から現在まで地

域全体としての隆起・沈降はあまりな

かったと考えられるので，今回の津波

の波高は貞観津波とほぼ同じとみてよ

いかもしれない。

誘発される地震
　東日本大地震の後，その震源域付近

のほか東日本各地でM7級やM6級を

含む地震が多数起き，それは4月上旬

時点でも続いている。これらの地震は

2つのタイプに分けられる。

　1つは，M9.0の地震を起こした震

源断層のうち，一部で歪みが解放され

ていない領域が残り，そうした場所で

時間遅れで断層が動いて起きた地震。

いわゆる余震だ。M9.0の本震の20分

後に三陸北部沖でM7.4，その10分後

に茨城県沖でM7.7の地震が起きたが，

それらがこのタイプの代表だ。

　もう1つのタイプは巨大地震の震源

断層とは異なる場所で起きている地震。

M9.0の大地震によって断層が広域で

大きく動いた結果，日本列島の地下で

応力バランスが変化し，それによって

誘発された地震だ。

　太平洋プレートは陸側プレートにぶ

つかって沈み込んでいるので，プレー

ト境界のほか，両プレート内部にも常

に応力が加わっている。そのため，プ

レート内の広域にわたって多数の断層

が生じ，そこに歪みが蓄積している。

巨大地震によって応力バランスが変化

すると，断層によっては応力が減るも

のもあるが，逆に応力が増して歪みの

蓄積が加速されるものもある。応力が

太平洋プレート

陸側のプレート

プレ
ート
境界
面

固着域（震源断層）
地震
によ
る地
盤の
動き

地震
によ
る地
盤の
動き

物質の動き

隆起域沈降域

太平洋
（日本海溝）

日本列島
（東北地方）

地震による地殻変動
太平洋プレートの沈み込
みに伴って固着域で歪み
が蓄積される間，陸側プ
レートの先端（図の右上部
分）には，太平洋プレート
に引きずり込まれるような
力が働く。しかし，固着域
がはがれて陸側プレートが
ずり上がると，同プレート
の先端はそれまでの反動
で隆起する。その隆起に
よる物質の移動を補うた
め，陸側プレートの少し内
陸側では沈降が起きる。

前兆はつかめなかったのか

　東日本大地震発生2日前の3月9日正午前，M7.3の地震が

三陸沖であった。この地震の意味合いについて，京都大学防災

研究所地震予知研究センターの遠田晋次・准教授は「2通りの

解釈がある」と話す。1つはこの地震が引き金となって11日

のM9.0の大地震が起きたとする見方。もう1つは9日時点で，

すでにM9.0の大地震に至る断層の動きが始まっており，その

動きの中で9日のM7.3の地震が起きたとする見方だ。どちら

が事実に近いのかは，今後の研究課題となる。

　ただ，大地震発生前の報道を見る限り，気象庁や大学・研究

機関が，3月9日の地震に続いて，より大きな地震が発生する

可能性を指摘する動きはなかった。また，東北地方に展開され

た国の地震観測網と地殻変動観測網のデータは防災科学技術研

究所や国土地理院などが常時モニターしているが，結局，巨大

地震につながる変動を認識して公表することはなかった。

　3月9日午後には，政府の地震調査研究推進本部の地震調査

委員会の定例会合が開かれ，2月に各地で起きた地震を評価，

宮城県東方の震源域について「2月13日からM5.5の地震を

最大とするまとまった地震活動があった」とのコメントを出し

た。この2月の活動も東日本大地震の前触れだった可能性があ

るが，会合直前の同日昼前に起きたM7.3の地震について，特

段のコメントは出されなかった。

　防災科学技術研究所の岡田義光理事長は3月25日付で東日

本大地震に関する見解を発表した。その中で，東日本大地震が

起こる2日前のM7.3の地震と，大地震と貞観地震との関連に

ついて次のようにコメントした。一部抜粋して紹介する。

　「（東日本大地震が発生する）2日前の3月9日，宮城県のは

るか沖合でM7.3の地震が発生し，翌日のM6.8の地震を含ん

で活発な余震活動があった。これらの地震活動があった場所は

今回の大地震のすぐ隣りであり，結果的にはM9.0の地震の前

震活動であったものと考えられる。しかし，通常，M7.3とい

えば，単独で発生する立派な地震であり，これが，次に続くよ

り巨大な地震につながると想像することは，なかなか困難で

あったと思われる」

　「歴史的には平安時代の869年（貞観11年）に，大きな津

波を伴った三陸沖巨大地震があり，多賀城下で溺死1000など

の被害があったことは知られていたものの，それが現世に再現

する，またはそれを上回る地震が起こるとは，ほとんどの人が

想像できなかった」

国
土
地
理
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増した断層の中には，耐えきれずに動

き出して地震を起こすものも出てくる。

それが誘発地震で，広義の余震とみる

こともできる。

　このタイプに入るのは日本海溝沿い

ではM9.0の震源断層より北側の三陸

沖北部や，南側の房総沖などを震源と

する地震。M9.0の大地震発生から40

分後，日本海溝よりさらに東側の太平

洋プレート内で起きたM7.4の地震も

そうだ。内陸では3月12日に長野県北

部で起きたM6.7の地震や，その約50

分後に秋田県沖で起きたM6.4の地震，

同月15日に静岡県東部で起きたM6.4

の地震などが代表的な誘発地震だ。福

島・茨城両県にまたがる沿岸部でもか

なりの地震が起きているが，M9.0の

震源断層より浅いところが震源で，こ

れらも別の断層が誘発されて動いた誘

発地震とみられる。

当面は注意が必要
　京都大学防災研究所地震予知研究セ

ンターの遠田晋次・准教授は各地に存

在する断層に，今回の巨大地震が与え

る影響を評価した（左上の図）。

　「今回の地震はM9.0と非常に大き

かったために，その影響は日本列島の

半分くらいに及ぶ」（遠田准教授）。日

本海溝沿いに南北に延びる巨大地震の

震源断層の周囲を見ると，その北側（三

陸沖北部）と東側（日本海溝東側），

南側（房総沖）で応力が強まり，逆に

西側では弱まる傾向が示された。これ

は実際に起きた誘発地震の分布域とよ

く一致する。

　注目されるのは，海底下ではなく内

陸部にも応力がかなり強まる地域があ

ることだ。それはM9.0の震源断層の

北西側に当たる岩手県北部と，震源断

層の南西側に当たる関東地方。また，

伊豆半島から富士山にかけての地域や

中部地方内陸部の糸魚川・静岡構造線

のあたりも，ある程度応力が強まる。

　そうした地域での地震発生状況をい
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どこで誘発地震が起きやすいか　　M9.0の震源断層（上図
の黒枠）が動き応力バランスが変化した（上）。応力が増す赤や黄色
の領域では地震が誘発されやすくなり，応力が減る青や水色の領域
では地震は起きにくくなる。応力が増す4地域（下図の赤枠の1から4）
を例に累積地震数の推移（左の青線グラフ）を見ると，大地震を境
に傾きが急になり，発生頻度が高まった。そうした中にはマグニチュ
ード（M）の大きな地震も混ざっている（左の緑線の棒グラフ）。

応力バランスの変化によっ
て誘発されやすい地震のタ
イプは，地域によって違う。
AとDの領域は逆断層型，
BとEの領域は横ずれ断層
型，C領域は斜めずれ断層
型（横ずれ断層に上下動が
組み合わさったタイプ），F
領域は正断層型。図中の緑
色の線状の表示は断層。
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くつか例にとってみると，M9.0の大

地震発生後，発生頻度は高まり，相対

的に規模が大きな地震も観測されてい

る（左ページ下のグラフ）。

　誘発地震の発生確率は時間とともに

小さくなるが，当分の間は注意が必要

だ。1896年6月15日に三陸沖北部で

M8.2の海溝型地震が発生，沿岸を津

波が襲い約2万人の死者が出たが（明

治三陸地震），2カ月半後の同年8月

31日に秋田県東部を震源とするM7.2

の内陸直下型の「陸羽地震」が発生，

約200人が命を落とした。

　記憶に新しいところでは，今年2月

22日にニュージーランドのクライスト

チャーチ近郊で起きたM6.3の地震。

市内で建物が崩壊，約30人の邦人が犠

牲になった。「この地震は昨年9月4日，

同市の約40km西方で起きたM7.0の

地震で誘発された可能性が高い」と今

年3月に現地調査した遠田准教授は話

す。もしそうだとしたら，誘発地震発

生までの時間差は約半年だ。

　ここまで紹介してきた誘発地震はプ

レート内の断層が動くケース。プレー

ト境界で起こる海溝型地震も誘発され

る可能性がある。フィリピン海プレー

トに関連する地震への影響だ。

　遠田准教授の分析によると，今回の

巨大地震は相模トラフ沿いの震源断層

に加わる応力は弱まるが，南海トラフ

沿いの方は応力が増す。応力の増加は

0.1バール（1バールは約1気圧）。こ

れまでの研究によると0.1バール以上

の応力増は地震の発生に影響を及ぼす

可能性がある。「影響が出るか出ない

かギリギリのところ」（遠田准教授）だ。

　ただ，南海トラフ沿いで想定されて

いる3つの海溝型巨大地震（東海地震，

東南海地震，南海地震）の震源域では，

今回の大地震が起きる前の段階で，す

でにかなりの歪みが蓄積されており，

近い将来，大地震が起きる可能性が高

いと推定されていた。地震調査研究推

進本部の資料によると，30年以内の発

生確率は東海地震が約90％，東南海

地震が約70％，南海地震が約60％だ。

それほどの応力増でなくても，これら

大地震の発生を早める可能性はゼロで

はない。3月15日に静岡県東部で起き

たM6.4の地震（震源は，ほぼ富士山

直下）は，想定される東海地震との直

接の関連は否定されたが，南海トラフ

沿いの震源域は引き続き注意深く監視

する必要がある。

　一方，相模トラフ沿いで起きる関東

地震が30年以内に発生する確率は，

もともと2％以下とされており，今回

の東日本大地震によってさらに応力が

減少する。ただ，関東地方直下は地下

構造がよくわかっておらず，本当に地

震の発生が減るのかどうか，判断はか

なり難しい（上の囲み）。

　今回の東日本大地震が貞観地震の再

来だとすれば，貞観地震発生後の状況

を知ることは，今後の推移を考える上

で1つの手がかりになる。貞観地震が

記された『日本三代実録』をひもとく

と，貞観地震の9年後に関東で大地震

が，そしてそのさらに9年後に南海地

震が起きている（次ページの記事）。

　また貞観地震から2年後，東北地方

の日本海側にある鳥海山が噴火した。

火山活動は地下の応力バランスの変化

とも関連するので，貞観地震が何らか

の影響を及ぼした可能性がある。

　「3.11」とも呼ばれるようになった東

日本大震災。その警鐘は鳴らされてい

た。ただ，地震学者や行政が全体とし

て，そうした認識を共有するには至っ

ていなかった。地震発生後，全国の地

震学者が現地調査を進めている。地震

波や地殻変動のデータは様々な角度か

ら解析されており，前兆となった変動

が発見されるかもしれない。5月22日

から千葉市幕張で始まる日本地球惑星

科学連合大会（地震学会や測地学会，

地質学会，気象学会などが合同で行う

学会発表）では，今回の東日本大地震

に関する緊急セッションが開かれ，多

数の調査研究が報告される予定だ。 ■
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評価が難しい関東直下の地震

　関東地方直下の地下構造は複雑で諸説あり，東日本大地震に伴う誘発地震の発生

確率を見積もるのが難しい。中でも最近発表された1つの新しいモデルが注目され

ている。それによると，200万～ 300万年前，海山を乗せた太平洋プレートが銚

子沖の日本海溝に沈み込む際，海山が引っかかり，プレートの破断が起きた。破断

したプレートの上部は沈み込みから取り残され，関東地方の直下に存在する可能性

があるという。陸側プレートと太平洋プレートの間に，もう1枚，約100km四方

のプレート断片（関東フラグメントと呼ばれる）が挟まっているわけだ（下左はそ

の断面，下右は地図上に関東フラグメントの領域を投影したもの）。この場合，関

東地方の直下には4つのプレートが存在することになるので，それだけプレート境

界面の数が増え，応力バランスの変化が及ぼす影響は複雑になる。
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❶陸側プレート内
❷フィリピン海プレートと
　陸側プレートの境界
❸フィリピン海プレートと
　関東フラグメントの境界
❹太平洋プレートと
　関東フラグメントの境界

大地震の起こる場所

陸側プレート

フィリピン海プレート

関東フラグメント

今号の特集のうち，「東日本大震災 鳴らされていた警鐘」「科学者の思考停止が惨事を生んだ」の 2本は日経サイエンスの
ホームページwww.nikkei-science.comから無料でダウンロードできます。どうぞご利用下さい。


