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高知県地震防災研究会 

２０１４年度技術発表会 
日時：平成２６年７月１２日（土）１３：２０～１６：５０ 

場所：高知市文化プラザかるぽーと １１階大講義室 

主催：（公社）土木学会四国支部・高知県地震防災研究会 

プログラム： 

○開会挨拶 高知県地震防災研究会会長 吉川正昭 

○巨大地震災害への備え ～高知の備え、四国の備え～ 

名古屋大学減災連携研究センター特任教授、海洋研究開発機構

（ＪＡＭＳＴＥＣ）招聘上席技術研究員 金田義之 

○医療現場における災害への”そなえ” ～減災教育の実際～ 

高知県立大学大学院看護学研究科 災害看護グローバルリー

ダー養成プログラム 特任准教授 久保田聰美 

○南海地震 ～どうすれば軽減できる？～ 

高知県地震防災研究会 会長 吉川政昭 

○全体ディスカッション  

○閉会挨拶 

内容： 

13:20～13:25 開会挨拶 高知県地震防災研究会会長 吉川正昭  

・東日本大震災 ２５兆円の被害。この中には補助金は含まれていない。３年経つのに、未だに

復興庁に対して特別措置の期間延長を申請。 

・津波を軽視した人災事故 原発事故 メルトダウンした原子炉を処理することがいかに大変な

ことか。核分裂 人類の最先端の技術 一度閉じこめるのに失敗すると、単純には処理するこ

とが難しい。国策といえ、誰も責任をとらない。 

・私たちがこのような研究会をしているのは、みなさんの手助けになればと、ボランティアとし

てやっている。 

・本日の講師の金田さんは、大林組からＪＡＭＳＴＥＣ、今は名古屋大学で減災連携研究センタ

ー特任教授。地震学の立場からお話しいただく。 

・もう一人の講師の久保田さんは、看護学科の先生。災害看護グローバ

ルリーダーについてお話しいただく。 

・私たちのもっとうは、「難しいことを優しくやる。優しいことは深くや

る」。たくさん質問してください。 

 

13:25～13:26 進め方紹介 

・最後に全体ディスカッションを設けているので、質問はその場で。 

 

13:26～14:45 巨大地震災害への備え ～高知の備え、四国の備え～              

○講師：名古屋大学減災連携研究センター特任教授、海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）招聘上
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席技術研究員 金田義之（かねだ よしゆき）（理学博士） 

・この４月から名古屋大学の減災連携研究センター 

 

○津波は波ではなく、水の固まりである。 

・津波の高さまでにある構造物を、全て壊して、押し流していく。 

 

○東日本大震災の揺れと津波 

・震度７、最大の加速度３０００ガル 

・時間差で起きた地震で津波が重なり、三陸で大きな津波となった。 

・津波にばかり目がいっているが、津波の前に「地震」が来る。 

○次の巨大地震への備えでは、阪神淡路大震災の教訓も生かすことが不可欠 

・液状化被害：液状化が起きると、地盤沈下、隆起、どこにレベル合わせをして復興すればいい

のか、復興が遅れる。 

・広域複合災害：地震、地盤沈降、液状化、津波、倒壊、津波火災、漂流物 

 

○南海トラフで発生する巨大地震 

・東海から日向灘までが連動すると、最大Ｍ９．６ 

・１６０５年 慶弔地震 津波がどこで起きたかわかっていない 

 １７０７年 宝永地震  

 １８５４年 安政地震 

 １９４４／１９４６年 昭和地震 

・地殻構造の３次元可視化 

 

○浅部超低周波地震活動モニタリング 

 

○過去の地震発生履歴から見た地震サイクルの多様性の評価 

・堆積土砂から津波を推定 （高知大学 岡村・松岡） 

・巨レキの動きから津波の規模を推定 

・地震で滑ったことで加熱されている岩を調べる → 滑った領域を把握する 

 

○南海トラフ地震発生サイクルシミュレーション 

・数百年に一度大きな津波をもたらすシナリオ 

・”最大クラス”モデルの設定 ← 決して次の地震の想定ではない。これが起きる可能性は非

常に小さい。 

・昭和地震までが９０年間隔で起きたのは、安政地震の際の東南海地震震源域の壊れ残りが壊れ

たのがきっかけで、２年後に昭和地震が起きたのでは。 

・南海地震震源域が単独で起きたことはあるのか？ わからない。 
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○南海トラフ巨大地震による津波 

・今村文彦（東北大学）の津波シミュレーション映像 

 

○内閣府の新想定に貢献 

・今回の想定   Ｍ９．１  １４万ｋｍ２  ３２万３０００人 

・スマトラ沖地震 Ｍ９．１  １８万ｋｍ２  ２８万３１００人 地震や津波警報のシステ

ムがなかった 

・関東大震災   Ｍ７．９ ５０００ｋｍ２  １０万５０００人 

・東日本大震災  Ｍ９．０  １０万ｋｍ２   １万８７１６人 

・阪神大震災   Ｍ７．３  ６７５ｋｍ２     ６４３７人 

 

・地震の被害は津波だけではない！ 

 

○地震津波の被害評価の高度化 

・鉄道被害 

・漂流物（車）被害 

・船舶被害 

・交通インフラ被害 

・備蓄燃料被害 

・海岸構造物被害 

 

○連動型巨大地震、防災、復興・復旧戦略 

・将来の人口比率を考えた復興復旧計画 

 １０年、２０年、３０年後には、社会環境が全く変わる。 

  過疎化、都市構造が変わってくる。 

・現在の対策を考えることも大切だが、１０年、２０年、３０年後の対策を考えることが必要。 

   ↓ 

○南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト（平成２５年～３２年度） 

・巨大地震へ備える対策のために、「調査観測分野」「防災分野」「シミュレーション分野」を考え

る。 

・これまでは逆であった。「こんな研究をやっていますから、活用できたら使って下さい」から、

「巨大地震に備えるために、この研究を！」に。 

 

○サブテーマ１ 地域連携減災研究 

①東日本大震災の教訓活用研究：「生きる力」の解明 逃げられなかった行動検討 

②地震・津波被害予測研：各地域、日本全域での地震津波リスクの評価 

③防災・減災対策研究 

④災害対応・復興・復旧対策研究 
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⑤防災・災害情報発信研究 

 

○防災・減災研究 

 

○津波の連携シミュレーション 

・兵藤・松岡（海洋研究開発機構） 

 

○高知市の避難シミュレーション １０万人 

・東京大学 堀宗朗教授 

・橋が壊れていないことが避難の必要条件。 

・高台に逃げるにしても、擁壁が崩れると登っていけない。２ｍの擁壁が崩れれば登れない。 

 

○津波石 

・重量：約７００トン 八重山：昭和地震 

 

○地震発生シミュレーション 

 

○陸前高田市 

・東京大学 空間情報科学研究センター「人の流れプロジェクト」 

 車のナビゲーションデータから人の動きをシミュレーション 

・首都圏の様子 被害が無くとも、交通手段は止まるか速度が落ちる 

・朝のラッシュ時、お昼時、いつ地震が起きるかで状況が変わる、被害が変わる 

 

○ＤＯＮＥＴ 地震・津波観測監視システム 

・南海トラフ全域のカバーを目指す ＤＯＮＥＴ１、ＤＯＮＥＴ２ 日向灘沖のＤＯＮＥＴ３も

必要 

 

○「復旧、復興の拠点となる香川」との意味で、津波に備える考えも必要 

・液状化 名取市 津波襲来直前における液状化の痕跡 地震の揺れ → 液状化 → 避難経

路をふさいでしまう 

 

○津波の前に地震（揺れ）の影響がどれほどあるのかを分析している 

 

○避難 

・職場や家から逃げることだけか 

・外出、出張中に避難が必要になることもある 

・時間と場所で、どんなことが起こるか、どんなことが求められるか 
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○最新津波シミュレーション 

・九州大学 浅井教授、愛媛大学 一色教授 

・自分目線で見てもらえる 津波の早さ、津波の高さを理解してもらう 

・３次元津波シミュレーション 宮崎大 野中先生 

 

○今後に向けて 

・科学・技術だけでは減災はできない。みなさんとの連携で初めて減災ができるのです。 

・命の道 これを整備することも大事。 

 

14:45～14:50 休憩 

 

14:50～15:33 医療現場における災害への”そなえ” ～減災教育の実際～           

○講師：高知県立大学大学院看護学研究科 災害看護グローバルリーダー養成プログラム 特任准

教授 久保田聰美（くぼた さとみ） 

○はじめに 

・地域の対応力を知ってほしく、厚生労働省関係、医療現場の 

・高知県立大学は、日本で一番古い看護学学校 

 

○災害と看護を取り巻く 

・世界の自然災害と人為災害：複合化、多様化、長期化 

・南海トラフの緊急性 

・「人間の安全保障」への取組に 待ったなし 

 

○今なぜ、グローバルリーダーが必要か 

・これまでの実績：目の前の傷病・健康課題への対応 

・これからの課題：組織を超えた長期的な社会的問題解決 

・復興・長期的な視点 

・住民参加型の減災の検討 

・シームレスな一貫した支援 

・実践的、先駆的活動の検証 

・組織・領域を超えて問題解決する場と、その中で俯瞰的に発言できるリーダーが必要 

 

○本日の主題 

・災害時の医療救護体制はどうなっている？ 

・もし自分が・・・  災害時に・・・ 

・負傷者に遭遇したら、どこに連れて行く？ 

・救急車を呼んでもなかなかこない時は？ 

・軽傷ならば自分たちでなんとかする？ 
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・どんな状態の人がどこに行けばよい？ 

 

・実際起こったときに、いかに被害を最小化すればいいのかを、一緒に考えたい。 

 

○災害医療と救急医療 

・限られた医療資源で、最大の命を救いたい。 

・ＤＭＡＴ 福島空港で３日間待機し、何もできずに無力感で帰ってきた。 

 

○医療現場の備えの歴史概観 

・伊勢湾台風：責任体制 地方自治体 → 災害対策基本法 

・阪神淡路大震災：初期医療体制の遅れ → 災害看護学会設立 

・東日本大震災：急性期から中長期にわたる医療体制の必要性 

 

○阪神淡路大震災の教訓 

・災害医療を担う病院がない → 災害拠点病院 

・急性期に外部からの支援が欠落 → ＤＭＡＴ 

・重症患者の広域搬送が行われなかった → 広域医療搬送計画 

・医療情報が全く伝達されなかった → 広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ） 

・避けられた災害死を、一人でも救いたい。 

 

○急性期から中長期にわたる医療提供体制の考え方 

・ＤＭＡＴが機能しないところがいっぱいあった。外部から来て地の利もない、状況把握ができ

ない、情報がない。 

・どう、ＤＭＡＴを機能させるか。 

 

○トリアージ 何色の患者さんが難しい？ 

・緑が一番現場を混乱させる 

・緑は第３優先（治療不要もしくは軽処置群）であるが、排除することにより現場の負担が軽減

される。 

  ↓ 

・災害看護のグローバルリーダー養成プログラムを作ろう 

 

○高知県災害時医療救護計画 

・策定：平成１７年３月 → 平成２４年３月（改定） 

・目的：高知県全域で地震動とそれによって起こる津波や浸水、土砂災害、火災等によって大き

な被害が予測される南海地震に備え、県民の生命と健康を守るための医療救護体制と活動内容

を明らかにする。 
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○災害時の医療救護体制 

 

○災害医療コーディネータ 

◇役割：県内で１８名 

・医療救護活動の全般にわたる要請に対応など、災害時医療の企画・調整を行う。 

・避難所での長期の医療救護を実施するため、避難所のアセスメント、医療機関の情報を総合し、

必要な医療救護活動を展開するための指示を行う。 

◇配置： 

・県医療本部及び支部に配置する。 

 

○災害医療コーディネータの主な活動 

・県医療本（支）部が設置されたときは、直ちに参集。 

・県医療本部にＤＭＡＴ高知県調整本部が設置されたときは、状況に応じて当該本部の本部長を

兼ねる。 

・医薬品等の供給及び医療従事者の派遣等に関する支援策を立案。 

・各種医療支援チームや医療支援物資の参集及び輸送場所や支援内容等の調整。 

 

・どう判断し、命令するかが課題 

 

○医療救護所 

・市町村が指定 病院・診療所２９、その他５１ 

 

・救護病院への円滑な傷病者の搬送を目的とするため、原則として、中等症患者及び重症患者に

対する応急処置を行う。 

・医療救護所自体での傷病者の収容（入院等による本格治療）は行わない。 

・医療救護所となっている医療機関は、市町村対策本部の指示もしくは医療機関の長の判断で立

ち上げる。医療機関以外の医療救護所は、市町村職員が主体となって設置する。 

・避難所となっている施設にあるときは、必要に応じて、災害急性期を過ぎても臨時の医療施設

として運営を行う。 

 

○救護病院 

・市町村が指定 病院・診療所５５ 

・災害拠点病院に行くほどではないが、地域で患者の対応を行う。 

 

・重症患者及び中等症患者の処置及び収容を目的とする。 

・医療救護活動は、市町村災害対策本部の指示により開始するが、管理者の判断で指示が無くと

も開始が出来る。 

・重症患者のスペース確保のため、中等症患者は可能な限り収容可能な病院への転院に努める。 
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・当該病院の医療機能では対応が困難な医療救護対象者については、災害拠点病院に搬送する。 

 

○災害拠点病院 

・県が指定 各支部に７、広域３ 

・救護病院で処置が困難な重症患者などの処置と収容と、県医療支部管内の医療救護活動への支

援を目的とする。 

・医療救護活動は、県医療支部または本部の指示により開始するが、管理者の判断で指示が無く

とも開始が出来る。 

・対応が困難な医療救護対象者は広域的な災害拠点病院（高知医療センター、高知赤十字病院、

高知大学付属病院）に搬送する。 

・広域医療搬送適用患者は、広域医療搬送拠点のＳＣＵ（航空搬送拠点臨時医療施設）に搬送す

る。 

 

○広域災害拠点病院 

 

○広域医療搬送（域外搬送） 

 

○高知県のＤＭＡＴの状況 

・災害拠点病院 １０病院 

・日本ＤＭＡＴ研修終了チーム ２７チーム １４医療機関 

・高知ＤＭＡＴ研修終了チーム ２９チーム １７医療機関 

           合計  ５８チーム ２１医療機関 

○ＥＭＩＳ 

 

○災害時 

 

○災害看護教育の実際 

・私たちは、災害看護とは「災害に関する看護独自の知識や技術を体系的にかつ柔軟に用いると

ともに、他の専門分野と協力して、災害の及ぼす生命や健康生活への被害を極力少なくするた

めの活動を展開すること」と定義しました。すなわち、災害看護とは防災から初期及び中長期

的活動を含むものとしてとらえています。 

・２１世紀日本の災害看護に関連して、これから検討しなければならない課題は以下のようなも

のであると考えます。 

１）災害看護に関する知識体系を確立する。 

２）災害看護に関する活動体制及び方法を開発する。 

３）災害看護学として教育プログラム体系を確立する。 

４）災害看護に関する国際的研究ネットワークを開発する。 

５）その他災害看護に関わる諸処の課題に取り組む。 
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○我が国初の国公私立の共同大学院 

・５大学が連携して、互いに補完 

 日本赤十字看護大学、兵庫県立大学、高知県立大学、東京医科歯科大学、千葉大学 

・今年の春から学生も入学 

 

○産官学との連携 

 

○初動期に必要なことは 災害看護の原則：ＣＳＣＴＣＣＣ 

・ＣＳＣＡ：組織体制の原則  ＴＴＴ：医療支援体制の原則 

Ｃ：Command ＆ control 指揮・統制 

Ｓ：Safety 安全 

Ｃ：Communication 情報伝達 

Ａ：Assessment 評価 

 

○災害看護シミュレーション 

・南海トラフの巨大地震が起こったら、医療機関の職員・専門職としてどのように判断して行動

するか、そのために、日頃から災害の備えをどうするか、みんなで考えることが出来る。 

 

○こんな時、あなたならどうする？ 

①台所でテレビを見ていると緊急地震速報が流れた。他の部屋には家族がいます。 

１）家族のいる部屋へ行く。 ・・・１４／４９人  ２９％ 

２）大声で速報を伝える。  ・・・３５／４９人  ７１％ 

 

②１２月２１日の平日１４時、あなたは勤務先の病院で検温中。すると、ひどく大きな揺れを感

じたと同時に、患者さんのベッドサイドのテレビの画面に大きく「緊急地震速報」の文字が映

し出された。と同時に、大きな横揺れがやってきた。他の部屋にも患者さんが多数います。 

１）他の部屋へ走る。   ・・・１５／２９人  ５２％ 

２）大声で速報を伝える。 ・・・１４／２９人  ４８％ 

 

③１０月２３日１７時５６分、あなたはナースステーションで、リーダー看護師として、日勤帯

で入院された患者のカルテチェックを行っていました。すると、ひどく大きな揺れと同時に、

立ってられないほどの横揺れがやってきました。とっさに、机の下に入り、身の安全を確保し

ました。横揺れが続き、余震も繰り返し起こっています。 

１）気をつけながら急いで患者の様子を見に行く。          １／４７人  ２％ 

２）揺れがおさまるのを待って、スタッフと患者の様子を見に行く。  １５／４７人 ３２％ 

３）揺れがおさまるのを待って、スタッフに患者の状況を見に行かせる。３１／４７人 ６６％ 

 

④スタッフナースのあなたは、病室に患者の様子を見に行くと、幸い患者に怪我はありませんで
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した。しかし、大きな揺れの影響で点滴棒が倒れています。近づくと、留置針が抜けており、

患者さんがひどく動揺していました。「看護師さん、どうしよう、点滴がとれた！ 血が出てき

ている！」 

１）すぐに点滴を入れなおし、患者を落ち着かせる。     ３／４８人  ６％ 

２）止血し、情報を伝えにナースステーションに戻る。   ３２／４８人 ６７％ 

３）止血をし、病室にいる全員に避難するように誘導する。 １３／４８人 ２７％ 

 

⑤ナースステーションに、スタッフからの情報が集まってきました。病棟内の担送患者は３６名、

護送患者は４名です。スタッフは全員で８名います。スタッフは心配そうにあなたを見ていま

す。特に新人３名は、動揺しています。患者とともに病院の最上階へ避難することにしました。 

１）本部に応援を頼む。                 １９／４８人 ４０％ 

２）担架も少ないので、患者によってはおんぶを許可する。 １１／４８人 ２３％ 

３）訓練どおりにやればいいとスタッフに声かけをする。  １８／４８人 ３８％ 

 

⑥救急隊によって、頭部から出血している住民が運ばれてきました。近隣から負傷者がどんどん

集まってきています。あなたはどうしますか？ 

１）病院で対応する。      ３２／４８人 ６７％ 

２）他へ転送をお願いする。   １６／４８人 ３３％ 

 

○グループワークの目的 

・災害イメージの形成 

・発災初期の応急対応活動 

・応急対策、役割分担などの適切性（計画やマニュアルの検証） 

・医療機関同士の連携の検証 

・医療機関と地方自治体との連携の検証 

 

○状況を設定します 

・１２月２１日（木）１４時頃、職場で突然立っていられず、動くことの出来ないような激しい

揺れが３分ほど続きました。 

・とにかく、身体を守りつつ、きわめて強い揺れのなかで何も出来ない自分、揺れで自分や同僚、

患者さんが死んだり、ケガをしないよう祈っている自分をイメージして下さい。 

・揺れがおさまったら、どういう行動をとりますか？ 「必要な行動」かつ「実行可能な行動」

をイメージしてください。 

・初動期：発生後１時間以内に焦点をあてて考えてみましょう。 

 

○必要な行動を、時間の流れにしたがい、上から順番に整理してみて下さい。 

・紙の左上隅から、そのまま下に向かってポストイットに書いた必要な行動を、時間の流れに沿

って、縦に張っていって下さい。 
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・同じアイデアが出た場合は、横に並べて張って下さい。 

・初対面の方もいらっしゃると思います。自己紹介をしながらお一人ずつ貼って下さい。 

 

○書いたことは実行可能でしょうか？ 

・これから、震度６強ないし震度７の揺れがもたらす状況について映像を見てみましょう。 

・皆さんが書いたことは実行可能でしょうか？ 実際の揺れは、どのようなものか、何をもたら

すか？ 確認したいと思います。 

 

○南海地震対策に生活者の視点を 

・災害の備えを女性の視点からまとめた 

・高齢化、慢性疾患の人たちをどうすれば安心してもらえるか 

 

・高知県立大学が県民の方々の安全安心につながるよう取り組んでいく。 

 

15:33～16:05 南海地震 ～どうすれば軽減できる？～                    

○講師：高知県地震防災研究会 会長 吉川政昭（工学博士） 

 

○まずは自分の家が壊れないことが大事 

・１９９５年 阪神・淡路大震災の時には、大きな火災が発生した。 

・火災や津波や台風が来ても、 

・国が公表した地震は、我々が考えていたよりも大きな地震。津波も、高

知なら起きるだろう。火事のことはあまり書かれていない。 

・「大きな津波が来たらどうしようもない」と、我々はそんなところに住んでいる。 

・地震で家が壊れて死んでいくと、遺書もなく、一番悲しいこと。 

 

○中国は考え方が西洋と似ている 

・万里の長城で外からの進入に対抗した。 

・日本は、津島海溝、日本海溝、南海トラフ、琉球海溝で、自然災害がどこでも起きるところ。

日本は、そんなところにある。 

・西洋の建物にはしっかりと図面がある。 

・災害が起きるので、日本は遅れている。家族構成に合わせて間を継ぎ足していったので、日本

の家には図面がない。 

 

・１６００年代 ケンブリッジ大学を出た ニュートン 「慣性力」 

・オックスフォード大学を出たフック 「復元力」 

・１８００年代 アインシュタイン 「特殊相対性理論」 時間と空間は「絶対的」と思われて

いたところに「相対」 ｅ＝ｍｃ２ 

・寺田寅彦 尺八の音（振動）を研究 
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・１９００年代 ファラデー 「電気誘導」 モーターを発明 

・１９６０年代 かなもり 「アスペリティ」 

 

○イノベーション ウェイクスルー 

・浅くても１０ｋｍほどのところ。ＲＣ造やＳ造は安全率が小さいことがわかっている、計算で

きている。しかし、地盤のことはたかだか１００ｍほどしかわからない。 

 

16:05～16:15 休憩 

 

16:14～16:44 全体ディスカッション                            

男性①Ｑ：看護師さんが逃げずに居るというのがすごいと思った。私なら家に帰ると思うが。 

久保田Ａ：家に帰りたいというナースを、子供がいるというので帰したとか、帰さないとかある。

目の前の患者さんを守るのと逃げるとのバランスは教育。看護師であるので、現場に来られな

かったことが、心のケアが必要になる。「来られなかったことも、大丈夫」だということも災

害看護には必要。自衛隊も同様。患者さんがたくさんいる中で、ナースが集まれないという状

況が許されるだろうか。 

 

吉川Ａ：福島原発事故の時、吉田所長が「待っていろ」と言ったのに、８０名ほどの人しか残らず、

その他の人は第２原発に避難した。しかし、翌日にはそのスタッフも戻って対応している。福

島を守らなければならないという職員は、一生懸命、守っている。 

  緊急地震速報 必ず出ると思ったら間違いです。Ｐ波とＳ波の時間差で出るだけで、直下型

地震では出せない。 

久保田Ａ：黒潮病院 「何かあったら、まず逃げろ。自分ができる状況になったら、戻ってきてく

れたらいい」と指示している。 

 

男性②Ｑ：緊急地震速報が出たとき、どう対応するように指導しているのか。 

久保田Ａ：緊急地震速報をみんなに伝える。火を消さずに我が身を守る。 

 

男性②Ｑ：どうやって県外に患者を出すのか。 

久保田Ａ：各拠点病院で、県外搬送が必要か判断し、まず高知医大に送り、それでもダメなら県外

に出す。 

 

男性③Ｑ：地震が起きる場合に、東から、東海、東南海と出ているが、先ほどの説明では必ずしも

そうではないとのことだったが。 

金田Ａ：どちらかと言えば東から起きていることが事実だが、将来もそうかというと、南海側はエ

ネルギーを蓄える容量が大きく、南海から起きていないが、いつもそうなると安心していては

いけない。足摺の先は固着が強くエネルギーがたまっていて、直下型のような地震も起きうる。

ＤＯＮＥＴのようなシステムがあれば、たとえ西から起きても東から起きても、早くつかめる。 
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男性④Ｑ：ぶんき断層の津波が大きいのか？ 

金田Ａ：沖まで壊れるものとボリュームが違う。ぶんき断層が壊れた方が早く津波がくる。三重県

の尾鷲市では「地震が起きたらご飯を炊いておにぎりを持って逃げろ」との言い伝えがある。

安政の地震では４０分ぐらいして津波が来ている。 

高知は地盤沈降 昭和南海地震でも、液状化の被害ではなく、地盤沈降しているようだ。こ

れは深いところまで壊れていると考えないと説明がつかない。 

 

吉川Ａ：南海地震は歴史地震として１１地震がある。１１月から１月 お月さんの引力が効いてい

るのでは。 

男性①：私も調べたが、そんなことはない。 

金田：潮の満ち引きとの関係があるのかも。 

 

男性⑤Ｑ：津波のシミュレーション 津波の繰り返しが１２時間 「仁（にの）」に住んでいるが、

奥行きが１ｋｍほどなのですが、シミュレーションしてもらえないか。 

金田Ａ：津波の高さをどう考えるかで、津波が５０ｃｍ以下になるには１２時間ぐらいかかる。土

佐湾はそれぐらいかかる。３Ｄ 町のちゃんとした情報がないとシミュレーションができない。

みなさんがシミュレーションをやって欲しいと手を挙げられたら、とても対応できない。 

 

男性⑥Ｑ：“想定外”で非難されたので、“想定内”にしようと想定を大きくし、リスクゼロを言わ

れている。リスクで言えば原発よりも交通事故の方が多い。リスクマネジメントのことを考え

て政府の伝え方を考えてほしい。 

金田Ａ：次の地震だと思うことが問題で、可能性は低いが、宝永クラスの地震は起きうると思う。

安政と宝永では、宝永の方が地震規模は大きい。しかし、揺れと津波の大きさは場所により異

なる。 

久保田Ａ：リスクマネージメント リスクコミュニケーションとして劣っているのが我が国の人。

ゼロか１ではないことを、どう国民に知ってもらうか、これがこれからの課題。 

 

金田Ａ：シミュレーション１１ケース 全ての重ね合わせの最大をとる。そんなことは無いかと言

われると、無いとはいえない。 

 

16:44～ 閉会挨拶 

・研究会も高齢化しており、来年も出きるかなぁといいながら・・ 

・来年も開催できたらご参加ください。 

― 以上 ― 


