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私の不安を吹き飛ばす生徒の反応で、正直救
われたのだった。

むしろ、彼らは、知りたがっていたようにも
思える。なんで起きたのか、何かできるのか。

その後、二度目の勤務となった釜石東中学校
は、間借りしていた釜石中学校から移ったばか
りのプレハブの仮設校舎で、理科準備室には、
必要最低限の実験器具が一通りそろっていた。
生徒の70％以上が被災し、十分な心のケアも
必要だった。

しかし、「救われる人から救う人になりたい」
と、国内外で起きた災害への募金活動、津波防
災だけではない市内で起こりうる災害に対する
防災取り組みなど、震災を教訓として、自らで
きることをしようとする生徒の熱意に勇気づけ
られた。

● 他の実践から学ぶ

震災後、さまざまな先生方の実践に触れ、自
分自身も楽しめるような授業をもっと作りたい
と思う気持ちが強くなった。

そこで出会ったS先生は、何個もの衣装ケー
スいっぱいの手作り実験セットや器具を取り出
して、キラキラしたマジックショーのような授
業をしていて感銘を受けた。教科書にはない実
験の数々は、こども達以上に、私がドキドキワ
クワクしていた。これが、私の求めているもの
の一つなのかもしれないと思った。

さらに、S先生のお誘いで科教協全国研究大
会岩手大会、東京、大阪と三年連続参加し、全
国の先生方の実践や、実験が楽しくなる教材開
発などを知る機会を増やすことができた。

◇◇私たちの役目を考える◇◇
科教協の全国大会で地学分科会に毎年通い、

各都道府県の震災後の防災教育や地質の特徴、
今後の対策を学ぶことができた。

震災から６年が経ち、当時小中学生だったこ
ども達は成長し、すでに社会に出ている者もい
る。しかし、現在の小中学生の中には、震災の

記憶が薄い子や、あの年に生まれ震災の記憶が
ない子もいる。

さらに、被災地ではないところでは、ニュー
スなどでの外部に発信される情報も少ないせい
か、やや関心も薄れ、震災の記憶も風化しつつ
あるようにも感じる。

未曾有の大災害の中で恐怖や大きな悲しみを
感じた人たちの中には、あの時のことを思い出
して、口にしたくないという人たちも多くいる。

（私の弟もその一人。津波からなんとか逃げたが、
車と職場が流されるのを見ている）

しかし、震災の記憶を風化させないよう、復
興のようすや未来を見据えた地域での取り組み
のようすを発信しようとしている方々も少なく
ないのも事実である。

これから様々な地域に進出していくこども達
が、自他ともに命を守り、地域や社会の未来へ
と繋げていくためにも、私たちが語り部となり、
授業を通して伝えていくことが私たちにできる
最大の役割なのではないかと思う。
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くりを目指し奮闘中。

日本列島には、現在111の活火山があります。
活火山とは約１万年以内に噴火した記録がある
火山です。地質時代の噴火年代のデータが新し
く調べられるに従って増えて来ています。３年
前に水蒸気噴火をおこし63人の人命を奪った
御嶽山の噴火は、火山噴火としてはたいへん小
規模なもので、地質時代に起こったとしても、
地層記録に残るかどうかわからない規模だった
のです。そのほかにも、やや古い時代に噴火し、
その後噴火記録のない火山の多くも、いつ噴火
しても不思議ではありません。一つの火山の寿
命は数10万年あるので、１万年は火山にとっ
てほんの一時にしか過ぎません。火山と暮らす
ためには、火山のことを知ることが大切です。
火山噴火は火山の近くで起こるので、地震に比
べてどこで起こるのかを事前に推定することは
簡単におもわれるでしょう。しかし、その時刻
を正確に予知することは難しいです。特に小さ
な噴火の開始は不可能です。また、噴火の終息
を予測することも難しいです。

火山はマグマが地表にでてきたところです。
一般的には、地球の中は深くになるにつれて温
度も圧力も高くなっていきますが、どこでもあ
る深さになると、ドロドロに溶けているわけで
はありません。火山があるためには、まずマグ
マが地下でできること、そして通路が確保され
地表にでてくることが必要です。地球上ではプ
レートの沈み込み帯に火山が多く分布していま
す。本記事では最近の海水循環の研究にもとづ
いてその理由を解説します。これに先立ち、ま
ずは、本記事を理解するために必要な火山岩と
プレートテクトニクスについて解説します。

どこに火山はあるのか? 

火山は地球上どこにでもあるのではなく、偏

在しています。どこにあるのかというと、環太
平洋火山地帯と呼ばれる太平洋の周囲に目立ち
ます。富士山から始めましょう。北に行くと東
北地方に火山が並びます。北海道にわたって東
に向うと千島列島、カムチャッカ半島を経て、
アリューシャン諸島、そして、アメリカ合衆国
のアラスカ、アメリカ合衆国の西海岸、メキシ
コ、中米、南米へと続きます。今度は、富士山
から真南に向うと、伊豆半島、伊豆諸島、小笠
原諸島、マリアナ諸島です。富士山から西に行
くと、中部地方を経て、中国地方へと続き、九
州、トカラ列島、台湾、フィリピン、インドネ
シア、東に向かうと、パプアニューギニアを経
て南にトンガ諸島、ケルマディック諸島、ニュー
ジーランドと繋がって行きます。これらは、す
べて海洋プレートが沈み込むところ、すなわち
プレートの沈み込み帯です。ほかには、海面下
で見えませんが、中央海嶺といって、海の真ん
中に火山が連なっています。太平洋も、大西洋
も、インド洋も同じです。そのほかでは、ハワ
イ島、タヒチ島、モーリシャス島、ガラパゴス
島などの海の真ん中にホットスポットという火
山島があります。これら海の真ん中だけでなく、
プレート境界から離れた大陸の真ん中にも、イ
エローストーンなどホットスポット火山が点在
しています。

これら火山の下には、マグマが存在している
のは確実です。それ以外の場所にマグマは存在
しているか、存在していないのかは、はっきり
していません。地表に火山はなくても、地下に
はすこしだけマグマがあって地表に出てこれな
いだけかもしれないからです。地表から地殻、
マントルという分け方は化学組成と地震波速度
に基づいていますが、力学的にリソスフェアー
とアセノスフェアーに分けるのが、プレートテ
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クトニクスの基本的な考え方です。地球表面が
10数枚の板で覆われているとする、その板は
変形しない物質でリソスフェアーです。リソス
フェアーは柔らかなアセノスフェアーの上に
乗って球面上を移動していると考えています。
そのアセノスフェアーの最上部は地震波の速度
が小さくなるところで、研究者の中にはそこに
少量のマグマがあると考える人もいます。

マグマと火成岩

マグマとは何か説明します。地球の中心には
鉄とニッケルの合金でできた中心核があり、そ
の外側は岩石からなります。マグマはその岩石
が部分的に溶けたもので、固まると岩石（火成
岩）になります。地表に出て急速に冷やされて
固まるとガラスの多い火山岩となり、地下深く
でゆっくりと結晶化すると深成岩と呼ばれます。
つまり、マグマは固まると火成岩になり、急速
に固まると火山岩に、ゆっくり固まると深成岩
になります。玄武岩と斑れい岩はシリカ（SiO2）
量は50%程度で似ていますが、冷却速度が違
うために組織が異なります。同様に流紋岩と花
崗岩は、シリカ量は70%程度で似た化学組成を
もっていますが、流紋岩は火山岩でガラスが多
く、花崗岩は結晶だけから構成されています。
大陸地殻の上部は密度の低い花崗岩が多く、下
部は密度の高い斑れい岩などシリカ量の少ない
岩石から構成されていると考えられています。

マントルのかんらん岩が部分融解すると玄武
岩質マグマができますが、温度の低下とともに、
結晶ができ始め、結晶を除いた残りのマグマの
シリカ量は増えて行きます。80−90%くらい
結晶を取り除くと、流紋岩質マグマになります。
玄武岩質マグマが深いところでゆっくり固まっ
た岩石（斑れい岩）が10−20%部分融解して
も流紋岩質マグマを作ることが可能です。前者
のメカニズムを結晶分化作用、後者を下部地殻
の部分融解作用とよび、大陸地殻上部を構成す
る花崗岩の作り方の主な考え方です。

マグマは地球の中を上昇することで、地球内

部の熱を効果的に外に出す役割も担っています。
また、融け易い成分がマグマになって上昇する
ことで、深部と浅部で化学成分の差を作ってい
ます。マントルが10−20%部分溶融したもの
が玄武岩で、海洋地殻を構成しています。さら
に、玄武岩が10−20%融けると花崗岩ができ
ます。花崗岩は大陸地殻の上部を作っています。
このようにマグマができることで、深度方向の
化学組成（同時に密度）を変化させていること
になります。このように、火山は地球内部の熱
輸送と化学分化の役割を果たしています。

マグマをどうやって作るか?
 ジュースの部分融解と凝固点降下

水は０℃で凍ります。また、氷は０℃で融け
ます。凍る温度と融ける温度は一致します。氷
を温めると、０℃で融け始めます。そして、０℃
ですべて融けて水になると温度が初めて上昇し
始めます。水と氷が一緒にいる時の温度は０℃
のままです。これは水が単純な組成（H2O）で
できているからです。

水と異なり、岩石は多成分系と言って複雑な
化学組成をもっていますので、融ける時は「融
け易い成分から」融け始めます。温度も融け始
めの温度から徐々に上昇し、全てが融け終わる
まで上がり続けます。逆に、完全に融けた状態
のマグマの温度を下げる時は、マグマから結晶
が晶出し始める温度と、すべてのマグマが結晶
になる時の温度には差があります。この現象は、
ジュースと同じです。ジュースを完全に凍らせ
るには、０℃では不十分です。冷凍庫に入れて
−20℃以下にしないと完全に凍りません。そし
て、凍らせたジュースを室温でおいておくと、
融け始めますが、融け始めと融け終わりの温度
には差があります。また、融け始めの液体はた
いへん甘いです。色も濃いです。なぜなら、融
け易い成分がまず融け出しているからです。甘
くて色の濃い成分がマグマに対応します。ジュー
スが０℃よりも低温にしないと凍らないのは、
凝固点降下で説明できます。砂糖、塩、色素な

どが入っているため、水が凍るのを防いでいます。
繰り返しますが、凍ったジュースの融け始めは、
岩石の部分融解の始めと同じ現象です。

マントル対流とみそ汁

地球を輪切りにすると、表面から地殻、マン
トル、中心核からなっています。これは、にわ
とりの卵が、外側から殻、白身、黄身からなっ
ているのと似ています。地球の場合は、重力的
に安定な構造をつくっていて、中心にいくにし
たがって、密度がたかくなっています。また、
地表から中心にむかって温度が上がります。表
面は冷たく、中心は熱いんです。これは表面で
冷やされていることと、地球内部では岩石中の
放射性元素が放射改変するときに発熱するため
と考えられています。流体中で上下で温度差が
ある場合、冷たいものは重くなるので下に行き
ます。また、熱いものは軽くなるので上がりま
す。そのためマントルが対流します。マントル
は岩石でできていますが、長い時間スケールで
みると粘弾性体と言って、あたかも流体のよう
に振る舞います。その振る舞いの一つがマント
ル対流です。これは、地表とマントルと中心核

の間で温度差があるために起こる対流です。お
椀の中でみそ汁が冷めて行く時に、注意深く見
ると対流しているのに気づきます。みそ汁は表
面やお椀の側面から冷まされるためお椀の縁で
下がり、中央で上がって来るはずです。

わき上がる中央海嶺と
沈み込む海洋プレート

前にも書いたようにマントルは岩石でできて
います。岩石の名前はかんらん岩です。みそ汁
の対流では流体であるみそ汁が上昇します。地
球のマントルの対流では、かんらん岩が上昇し
ます。その上昇する速度は年間数cmから速く
て10cm程度ではないでしょうか。マントル中
をかんらん岩が上昇すると、かんらん岩に掛
かっている圧力が下がります。圧力が下がると、
高圧条件よりも低い温度で融け易くなります。
そのため、かんらん岩は上昇する時に融け始め
ます。すると、マグマを作ります。中央海嶺は
マントル対流の上昇域です。暖かいマントルが
上がって来ているので、海底も盛り上がってい
ます。中央海嶺の下30km付近でできるマグマ
の化学組成は、一番多い成分であるシリカ
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図１　  沈み込み帯のモデル。沈み込む海洋プレート中の含水鉱物は、深いところに進むに連れて温度があがり脱水する。
脱水した水は浮力のため上昇しマントルの温度の低いところでは含水鉱物をつくる。より深部で脱水した水は、
地表まで到達し温泉になることもある。さらに、より深部で脱水した水は上昇する途中で1000℃よりも高温の
マントルに出会うため、そこでマントルのかんらん岩の部分融解を引き起こす。できたマグマは浮力により上昇
し火山になる。海溝からプレートが沈み込んで最初に火山ができるところを火山フロント（火山前線）と呼ぶ。
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（SiO2）の含有量が50%程度で、玄武岩質マグ
マです。地表付近で速く固まると玄武岩に、深
部でゆっくり冷え結晶ばかりの岩石になると斑
れい岩になります。こうしてできたマグマが海
底に連なる山脈に沿って噴火して新しい海洋底
になります。

その海洋底は海洋プレートという名前のプ
レートの最上部を構成しています。海嶺で作ら
れた海洋プレートは、山脈の連なる方向の左右
に進みます。海洋プレートは時間がたつと冷却
し、温度が下がります。温度が下がると、密度
が高くなり重くなります。そして、プレートの
境界にすすみ、相手のプレートよりも重い場合
は、そのプレートの下に沈み込みます。沈み込
み始める場所を海溝と呼びます。海溝よりもす
こし浅い地形はトラフと呼びます。地形の特徴
によって名前は異なりますが、両者とも海洋プ
レートが沈み込むところです。その沈み込む先
にあるのが、日本列島のような島弧だったり、
アメリカ大陸の太平洋岸のような陸弧で、まと
めて沈み込み帯あるいはプレートの収斂帯と呼
んでいます。沈み込むプレートの端が弧状にな
るのは、地球が球でできているからです。ピン
ポン球を手で押して、ぺこっと変形させると、
その形が弓なりになるのと同じです。

含水鉱物の脱水分解反応と天ぷら

海の真ん中（海嶺）で海洋プレートが生まれ
る時の火山活動でプレート表面に熱水が循環し
て、結晶の構造中に分子の水やOH（水酸化物）
イオンが入る含水鉱物という名前の結晶ができ
ます。また、海洋プレートの上面には海水から
堆積する物質でできる堆積岩が覆っています。
堆積岩は海水と共存する鉱物からなり、やはり
含水鉱物の割合が高いです。このような含水鉱
物が、海溝から沈み込むと、より高温度高圧力
の条件になるので、そこで含水鉱物が無水鉱物
と水に分解する反応 （脱水反応） が起こります。
脱水反応が起こると、含水鉱物の中に入ってい
た水や水酸化物イオンが結晶の外に出ます。水

は周囲の岩石よりも軽いため、上にあがって行
くと考えられます（図１）。有名な天ぷら職人が、

「天ぷらとは脱水反応だ」と言うのを聞いたこと
があります。天ぷらは衣で包まれた中身（天ダネ）
に水分が入っていて、その水分を熱によって外
に出すことで天ダネのうまみを濃縮させる料理
法だそうです。含水鉱物の脱水反応は、天ぷら
と同じで決してスポンジがしぼられてるように
水が出てくるのではありません。温度があがり
結晶内で水として存在できなくなって外に出て
しまうのです。また、沈み込む海洋プレートに
は多くの種類の含水鉱物が含まれています。そ
のため、脱水反応はいろいろな深さや温度で起
こります。海洋プレートの脱水は沈み込み直後
から火山の下まで連続的に起こっていると想像
されています（図１）。

超臨界水はなんでも溶かす

水は22気圧以上、374℃以上で液体と気体の
区別がなくなる超臨界流体という状態に変化し
ます。超臨界流体は周りの岩石を溶かす能力を
持っていると考えられています。youtubeに東
京大学地震研究所の三部賢治先生の実験を記録
した動画があります。
https://www.youtube.com/watch?v=29oy1UCHJIE

ダイアモンドアンビルセルという名前の高温
高圧発生装置に水と空気を入れて熱して、
374℃（臨界点）で超臨界流体になる様子を観
ることができます。臨界点まで水と気体（水蒸
気）が共存しています。臨界点に近くなると、
水と気体の分子構造が近づくために、両者がの
間で行ったり来たりします。水になったり水蒸
気（気体）になったりするわけです。臨界点を
超えるとなにごともなかったかのように静かな
世界になります。しかし、温度が下がるとふた
たび水と水蒸気の両相が共存できる条件になっ
て、二つの相が出てきます。地球内部の水は、
温度圧力条件を考えれば、実験でみるような超
臨界流体になっているはずで、高温高圧条件で
は岩石成分を溶かし込みます。

水がマグマを作る

プレートと一緒に沈み込んだ含水鉱物の脱水
反応でできた水は上昇します。比較的浅いとこ
ろでは、マントルの温度が低く含水鉱物を作り
ます（図１）。含水鉱物が安定に存在できない
温度圧力条件では水として上昇を続け、地表に
温泉として噴出することもあります。また、マ
ントルの岩石中に水のカプセル（流体包有物）
として残るものもあります（図２）。温度が
1000℃を超える条件では、水がやってくるとマ
ントルのかんらん岩の融点が下がり、溶け始め
てマグマを作ります（図３）。マグマはかんらん
岩よりも軽いので、上昇し火山を作ります（図１）。
冷たい海洋プレートが沈み込む場所でマグマが
できるのは、この脱水した水が岩石の融ける温
度を下げているからです。これはまさにジュー
スで見られた凝固点降下です。海溝に近いとこ
ろは、マントルの温度が低すぎて、マントルの
部分融解は起こらず火山がありません。マント
ルの温度が1000℃を超えて初めて融け始めてマ
グマを作ります。この火山ができ始める場所が
火山フロントと呼ばれています。沈み込んだプ
レートの深さが約100kmの場所の真上に火山フ
ロントを作ります。海溝と火山フロントの間を
前弧と呼び、火山ロントから海溝の反対側、火
山が分布する領域を火山弧と呼びます。かんら

ん岩が部分融解する時に、ほとんどの水はマグ
マの中に溶け込み、噴火とともに大気中に出ます。

火山噴火と炭酸入りジュース

火山の噴火は炭酸ジュースの栓を抜いた時に
泡がでるのと比較されます。ジュースは冷やし
た状態で高圧の炭酸ガスが詰め込まれ、フタが
されています。フタを取ると、炭酸ジュースは
大気圧にさらされて、炭酸ガスの溶解度が下
がって、その分発泡します。深いところでは、
マグマの中には水が入っていますが、大気圧に
さらされると水はマグマの中に入れないので、
泡になります。体積はマグマに溶け込んでいた
時の1000倍にもなると考えられています。炭
酸ジュースよりも粘度の高いマグマからは泡が
簡単には逃げられないので、マグマ全体の体積
が膨張し、泡を中に持ちきれなくなるとはじけ
てしまいます。これが軽石や噴石などをはじき
飛ばす爆発的噴火の原因です。

水は真水ではなく塩水だった

含水鉱物の脱水によって、沈み込むプレート
の上にあるマントル（マントルウェッジ）に水
が供給されます。その水によって、マントルが
部分融解して、マグマが生まれます。また、マ
グマができるほどには高温でない場所、すなわ
ち、それよりも海溝に近く、浅い場所で脱水し
た水はマントルウェッジ中を水として上昇し、
場所によっては、地表に出て温泉になると考え
られています。含水鉱物は、中央海嶺の下で行
われる岩石と水の化学反応でできます。この水
は海水が主であると考えられ、真水ではありま
せん。含水鉱物の構造中に水酸化物イオン

（OH−）が含まれますが、塩化物イオン（Cl−）
も含むことができます。そのため、含水鉱物は
その構造中に海水の塩素を持つことができて、
脱水する時にでる水も海水に似た水になると考
えられます。

兵庫県の有馬温泉や宝塚温泉にはマントルを
通ってやって来たと考えられる化学的特徴を

図２　  フィリピンのピナツボのマントル捕獲岩には、
流体包有物がたくさん含まれている。塩水と水
蒸気と炭酸塩鉱物（MgCO3）からなる。写真で
一番大きい流体包有物の大きさが0.03mm。
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持った温泉水が出ています。私達は、600万年
以上前の太平洋の海水が含水鉱物に取り込まれ、
60kmの深さまで持ち込まれて脱水してマント
ルを通って出て来たと提案しています。この提
案は、マグマが上昇する時にひっかけてきた 

“マントルの岩石”（マントル捕獲岩）中に塩水
と炭酸塩鉱物を発見したことがきっかけになり
ました。それは流体包有物と呼ばれていて、マ
ントルの水と二酸化炭素の “化石”を見つけた
のです。筆者は2009年の３月にその岩石をカッ
ターで切って、ガラスにくっつけて削って薄片
にして顕微鏡で観察しました。そして、結晶中
にたくさんの流体包有物を見つけました。液体
窒素を利用した冷却加熱観察装置を用いて、こ
の水のカプセルを冷却・加熱を繰り返し、流体
包有物中の氷の融解温度を決定することで、５
重量% のNaClを含む塩水であるとわかりまし
た。海水の塩濃度は3.5%ですから、海水より
もすこししょっぱい水がマントルにいることが

わかりました。有馬温泉の温泉水も同様な塩濃
度を示すことと、ほかに二酸化炭素に富む温泉
もでていることから、ピナツボのマントルの岩
石の流体包有物は、有馬型温泉がマントルを
通って来たと考えるための物的証拠となりまし
た。それまで有馬温泉の温泉水がマントルを
通ってきた組成をもつ原因として、まだ噴火し
ていないけど地下のマグマから熱水が来ている
とか、プレートからの脱水分解反応の水だろう
とか推論されて来ました。有馬温泉の下ではあ
りませんでしたが、マントルの岩石に塩水があ
ることがわかったことは、マントルに塩水がい
る物証になりました。

塩水であることの重要性

真水と違って塩水はいろいろな金属元素を溶
かすことができます。金属鉱床を作るのに塩水
がどこをどう通っているかを知ることは重要で
す。また、最近では粘土を作る粘土鉱物のすべ
り摩擦係数を真水よりも小さくすることも知ら
れています。そうであると、断層が動くことで
起こる地震の起こり方にも塩水が関係している
ことになります。まだ塩水が与える影響は調べ
られ始めたばかりです。これから研究が進む分
野です。

日本列島のような沈み込み帯では、地震、温
泉、火山などの地学現象がおこりますが、それ
らは海洋プレートから出る水によって引き起こ
されています。海洋プレートが水を大陸マント
ルに運ぶためには、まず海洋プレートが水を含
んでいないといけませんが、その水は海水です。
つまり、海があることで、地震や温泉や火山が
あることになります。

本記事の原稿は広島大学総合科学部の並木敦
子さんに読んで修正していただきました。より
詳しい解説は下記を参照してください。
川本 竜彦、 海と火山をつなぐマントルウェッジ流

体、 科学（岩波書店）、83、1366 -1372 （2013）
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図３　  水の有無によって、マントルが融け始める温度
が異なる。水がないマントルは深さが深くなる
に従って融け始める温度は高くなる。水がある
場合、マントルが融け始める温度は下がる。こ
れは凝固点降下と同じ。マグマに溶け込む水の
量は深くなるに従い多くなるので、水の凝固点
降下の影響は30km程度で高くなり、最低温度
を持っている。沈み込み帯の火山フロントの下
のマントルの温度は、地表から深くなるに従い
上がるが、その後、下がる。なぜなら、その下
に沈み込む海洋プレートがマントルウェッジの
温度を下げているからである。

京都大学大学院人間 ･ 環境学研究科　教授

鎌田 浩毅（かまた ひろき）

日本列島の地震と火山は
今後どうなるのか

１．日本列島の地下に沈み込むプレート

私たちの住んでいる日本は、四方を海に囲ま
れた島国です。北海道・本州・四国・九州とい
う４つの大きな島と、ほかの数多くの小さな島

とう

嶼
しょ

からなります。こうした島々は、北から南ま
で、また東から西まで、総計2000kmを超える
距離にわたるため、「日本列島」と呼ばれてい
ます。

日本列島の成り立ちは、地球表面を覆う「プ
レート」という巨大な岩板の動きで説明されま
す。日本列島は陸のプレート２つと海のプレー
ト２つ、計４つのプレートの相互運動によって
誕生しました（図１）。このうち海のプレートは、
陸のプレートの下にもぐりこんでいます。太平
洋にある２つの海のプレートが、斜め方向に日
本列島の地下へ沈み込んでいるのです。

プレートの動きは非常にゆっくりしたもので、
一年に４～８cmくらいの速度で移動していま
す。私たちに身近なもので言えば、ちょうど爪
の伸びるくらいの速さです。こうしたゆっくり
とした動きでも、何10万年、何100万年という
間には非常に大きな距離を移動します。

日本は先進国でも随一の地震多発国です。日
本列島は世界の陸地面積の400分の１しかない
のに、世界中で発生する10％もの地震が日本
で発生しています。地震のほとんどないアメリ
カやヨーロッパから日本に来た外国人は、月に
１回くらいは地震を感じることに非常に驚きま
す。

巨大地震の発生は「プレート・テクトニクス」
という地球科学の基本理論で説明されます。太
平洋から日本列島に押し寄せている「海のプ

レート」は、200km沖合にある海溝から「陸
のプレート」の下へ沈み込みます（図１）。こ
れら２つのプレートの境目で蓄積された歪

ひず

みが
限界に達すると、耐えきれなくなった接合部分
から一気に壊れて巨大地震が発生するのです。

そして、地震の直後には巨大津波が襲ってき
ます。津波とは海から大量の水が押し寄せて陸
上を駆け上がる現象です。海上で表面がうねる
波とは異なり、海底から海面までの水全体が横
方向に移動する巨大な「波の壁」なのです。

図１：日本列島を取り巻く４つのプレート。

津波は海域の巨大地震とともに発生します。
プレートの跳ね返りとともに海底が隆起し、付
近の海水が急激に持ち上がり、海面が数m以
上も上昇します。これが最後に巨大な水の塊と
なって陸へ押し寄せるのが津波のメカニズムで
す。

津波が移動する速さは、陸へ近づくに従って
変 化 し ま す。 沖 合 で は 時 速1000kmと い う
ジェット機が飛ぶ速度で移動するのですが、陸
に近づくと時速数10kmまで減速します（図２）。
その結果、後ろからやってきた津波が前の波に
追いついて、波の高さがどんどん高くなります。
よって、沖合ではさほど高くは見えなかった津
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