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地震予知と地震科学コミュニティの責任 
 

信州大学工学部 泉谷恭男 
 

 「ブループリント」に始まる「地震予知計画」は，「警報につながるような地震予知は極めて困難」
という結論を，ある時点で得ていた．その時点で「ブループリント」は初期の目的を達成したことに
なる．ところが「地震予知計画」はそれで終了とはならず，現在まで継続してきた．この主な理由は，
(1)「ブループリント」に始まった「地震予知が可能かどうかについて研究する計画」が，「地震予知
を実施するための計画」という国策に変更されてしまっており，「地震予知は困難」という結論が許さ
れなくなっていたこと，(2)「地震予知は可能」ということを前提とした「大規模地震対策特別措置法
（大震法）」が制定されたこと，(3)地震予知計画関係者が「地震予知」の定義を「長期予測なども含
むもの」に拡大し，「地震予知は可能」と言い続けてきたこと，であろう．健全な地震科学を取り戻す
ためには，「地震予知計画」によってもたらされた負の遺産を直視しなければならない．地震科学コミ
ュニティは，地震科学がその束縛を受け続けている「大震法」の廃止に向けて働きかけていく必要が
ある．また，巨額予算を伴う国策によってゆがめられてしまった地震科学を如何にして立て直すのか，
社会的に失われてしまった地震科学に対する信頼を如何にして回復するのか，地震科学と他の防災関
連分野や社会との乖離を修復して社会貢献を果すためにどのように行動するのか，という大きな問題
に立ち向かわなければならない． 

 

１．はじめに 
 地震科学を専門とする者にとって，「地震予知」
は魅力ある研究テーマの一つである．また，「地
震予知」を実現して地震災害防止に貢献したいと
いう志を抱くことは，地震科学者としてごく自然
なことであろう．日本の地震科学が地震災害防止
という社会の願望と切り離せないものであるこ
とは，非常に多くの人が指摘している（例えば，
藤井，1976；宇佐美，1981；長谷川，2012；橋本，
2012；川勝・鷺谷・橋本，2012）．従って「地震
予知」は，地震科学者の興味だけに基づいた社会
から孤立した学問ではなく，社会と共に存在する
ものでなければならない． 
 「ブループリント（地震予知計画研究グループ，
1962）」は，地震の発生を予知して地震災害を防
止することに地震科学の総力を挙げようという
試みであった．その前文には，「わが国は古来し
ばしば大地震に見舞われて，そのたびに多くの人
命財産を失ってきた．大地震は今後も同じように
起こるであろう．しかし，その災害は我々の手で
防がねばならない．地震の予知の達成は国民の強
い要望であり，わが国の地震学の絶えまない努力
の目標である．」という高い理想が掲げられてい
る．「ブループリント」賛同者の中には，「地震予
知」を口実にして研究予算獲得を目論んだ者も含
まれていたかもしれない．しかし多くの者は，「地
震予知」の実現による地震災害防止への貢献，と
いう理想に共感したものと思われる．「ブループ
リント」が作成された当時の様子を，宇佐美
(1978)は次のように述べている．「ブループリン
トの特徴の１つは，計画が研究を主体としたもの
であるということである．当時，地震予知を白眼
視する専門家もあったが，ブループリントに盛ら
れた精神と計画ならびに設定目的は，そういう
人々をも十分に納得させるものであった．」 

 「ブループリント」の作成から 50 年を経た今，
「ブループリント」に対して非常に高い評価があ
る反面，非常に低い評価もある．どうしてこのよ
うに評価が極端に分かれるのか，「ブループリン
ト」はどのような役割を果したのか，きちんと検
証することが求められている．そうすることは，
今後の地震科学の進むべき方向を定める上でも，
非常に重要である．2012 年 10 月 16 日に函館市
で開催されたシンポジウムにおいて，「ブループ
リント」のきちんとした評価が行われるものと期
待していた．しかし，全く期待外れのシンポジウ
ムに終わり，「ブループリント」に関する検証を
自分なりに行ってみたいと思うに至った． 
 本稿の目的は，「ブループリント」とそれ以後
の「地震予知計画」の研究内容についての科学的
評価を行うことではない．「地震予知」の歴史を
辿って，「いま我々はどこにいるのか」を確認す
ることである．先ずはその確認が重要で，それが
あって初めて，「これから我々はどこへ行くのか」
について考えることが出来ると思うからである．
例えば，「地震予知計画のお陰で観測網が充実し
て研究が進んだ．」という現状認識からは，「もっ
とお金を貰って観測網を充実させよう．」という
発想しか生まれないであろう．また，「大規模地
震対策特別措置法（大震法）は政治的なものであ
って，地震科学とは直接関係ない．」という現状
認識から出発すれば，地震科学が社会からますま
す孤立するような道しか見出すことが出来ない
であろう．そのような皮相な現状認識から安易な
出発をして良いのであろうか，という問題意識が，
筆者に本稿を書かせた． 
 以下に述べるのは筆者による検証の結果であ
る．歴史の検証を行う場合，検証者の視点によっ
て評価が異なることは必然である．それを承知の
上で読んでいただきたい． 
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２．「地震予知」という言葉の定義 
 函館市でのシンポジウムが散漫なものになっ
てしまった原因として，「地震予知」という言葉
の定義が人によって異なっていたことが大きい．
言葉の定義は実体の変化に伴って変わっていく．
しかし，社会での使われ方を無視して専門家が勝
手に定義を変えることは許されない．井出(2012)
は，「言葉は生き物であり，社会に広く普及した
言葉に対して，このように一方的に専門家が定義
を与えるというのは僭越な態度であろう．」と述
べている． 
 1962 年に発表された「ブループリント」には，
「地震を予知するといえば，時・所・大きさの３
つの要素をかなりこまかく指定しなければ意味
が少ない．」と記されている．また，「ブループリ
ント」賛同者の一人である浅田(1984)は，「地震
の発生を”予知する”とは，もちろん，いつ，どこ
に，どれくらいの大きさの地震が発生するかを予
報することを意味する．」と断言している． 
 1978 年には「大規模地震対策特別措置法（大
震法）」が成立した．この法律では，「地震予知」
は警戒宣言の根拠，とされている．この法律に基
づいて警戒宣言が発令された場合の社会的影響
（例えば，経済的損失）は非常に大きい．従って，
「大震法」における「地震予知」の定義は，「警
戒宣言発令に伴なう損失を上回るメリットが期
待できるような高い確度で，時・所・大きさを指
定すること」となるであろう．つまり，「ブルー
プリント」における定義と「大震法」のものとは
一致している． 
 ところが，観測・研究が進められた結果，警報
につながるような「地震予知」は極めて困難，と
認識されるに至り，地震予知計画関係者によって，
「長期予測」や「確率予測」なども「地震予知」
に組み入れられてしまった．特に，1995 年兵庫
県南部地震の後，「地震予知計画」が「新地震予
知研究計画」に組み替えられた際には，この「地
震予知」の定義の変更が，測地学審議会によって，
いわば「公認」されてしまった．菊池(2003)は，
「地震予知の実用化がきわめて困難な課題であ
るとの認識にたって，今後は到達度の評価が可能
な目標を設定して逐次的に計画を推進すること
が必要である．」との指摘を測地学審議会から受
けたと記している．そして，地震予知計画関係者
はそれに従って，「地震予知」という看板は掲げ
たままで研究内容を「達成できそうなものに」変
更し，その後も「地震予知は可能」と言い続けた．
その端的な例を，日本地震学会地震予知検討委員
会(2007)による本の「帯」に書かれた言葉，「巷
に氾濫する『地震予知不可能論』や『地震雲』へ
の強力な反証」，に見ることができる． 
 井出(2012)は「地震予知」の定義を専門家が勝
手に変更することへの違和感を表明したあと，定

義を変更した当事者である地震予知計画関係者
もまた自分と同じような違和感を抱いているの
ではないか，と推測している．研究や計画の途中
で，しかも目的の根幹をなす言葉の定義を勝手に
変えることは，許されることではない．それはゲ
ームの途中で勝手にルールを変更することに等
しい．このことを自分達でもよく承知していなが
ら，「上からの指示」に従って看板はそのままに
して内容を変え，相変わらず「地震予知は可能」
と言い続けたということであろう．そこには，そ
うせざるを得ない「事情」があったはずである．
この「事情」については，次章で検証する． 
 先日，函館市において，日本地震学会理事会が
作成した「日本地震学会の改革に向けて：行動計
画 2012」が発表された．「地震予知」という言葉
を IASPEI2011（Jordan et al.，2011）による(1)の
意味（警報につながる確度の高いもの）として使
うことが提案されている．「ブループリント」で
の定義も，「大震法」での定義も，これに整合し
ている． 
 
３．「ブループリント」，および，その後の「地震
予知計画」の果した役割 

3.1 地震予知研究に関する成果 
 「ブループリント」の「§9 期待される成果」
には，「地震予知がいつ実用化するか，すなわち，
いつ業務として地震警報が出されるようになる
か，については現在では答えられない．しかし，
本研究のすべてが今日スタートすれば，10 年後
にはこの問に充分な信頼性をもって答えること
ができるであろう．」と書かれている．つまり，
「ブループリント」の趣旨は，観測網を充実し，
実用的な「地震予知」を目指して研究しよう，と
いうことであった． 
 「地震予知」の方法は，例えば藤井(1967)が，
「この予知計画は，地震を予知するという場合，
天文学の日食予測などと異なり，現象を支配して
いる本質的法則によって予測する，という方法は
とらず，主として経験的に判定している地震発生
の前兆となり得るあらゆる現象を広汎に張りめ
ぐらされた観測網でキャッチし，これらの観測結
果を総合的に判断して地震を予知しようという
ものである．」と記しているように，「前兆さがし」
によるものであった．当時の観測網の貧弱さを考
えると，地震科学者が，もう少し観測データがあ
ればもっと確実なことが言えるだろうに，と残念
な思いを抱いていたであろうことは察するに難
くない．とにかく観測網を充実させて闇雲に前兆
をさがした，というのがスタート時の実情のよう
で，科学的な方法論や予知実現の可能性について
きちんと検討されていたとは思えない．このこと
については，ゲラー(2012)も批判している．また，
力武(1976b)は次のように回想している．「正直の
ところ，当時の姿勢としては，地震の先行現象が
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出そうな項目は何でも観測してみようという態
度であった．つまり，地震予知の基礎となるデー
タを可能なかぎり集積しようというのがねらい
であった．（中略）いわば，『やみくも』に近い状
態で計画がスタートしたわけである．」 
 計画が軌道に乗った 1970 年代前半には，地震
前兆現象に関する研究成果（地殻変動，空白域，
前震活動，地震波速度変化，ダイラタンシー，シ
ョルツ理論，等々）が続々と報告された．いろい
ろな「前兆らしいもの」については，力武(1976a)，
宇津(1977)，浅田ほか(1978)，茂木(1982)などに詳
しい．そして 1975 年，海城地震の予知成功のニ
ュースが届いた（中国地震考察団，1976）．地震
予知計画関係者は，「地震予知」の実現が手の届
くところまで来ている，という期待に満ちていた．
浅田(1984)は次のように述べている．「今後何年
かのうちに地震予知が可能かどうか科学的に明
らかにするのが発足当初の目的であったが，計画
が発足してからすでに十数年を経ており，多くの
関係者は地震の予知は可能との心証を得ている
ようである．」 
 ところがその後，観測網が充実してデータが豊
富になり，また，報告された前兆現象についての
再検討が行われた結果，前兆現象として報告され
たうちの多くの事例の信頼性が疑われ始めた．そ
して，前兆さがしによる実用的な「地震予知」は
困難ではないか，という空気が広がり始めた．深
尾(1991)は，地震特集号「1980 年代の地震学」の
巻頭で，「日本の地震学は，体制的には地震予知
計画を軸に発展してきた．（中略）一方，地震予
知の理論的枠組みとしては，ダイラタンシーフィ
ーバーのあとには地震断層論とプレートテクト
ニクスしか残らなかったかに見えるのが 1970 年
代であった．（中略）それではつぎの 1980 年代に
なって，地震学はどのように発展したろうか．」
と述べている．しかし，その特集号に掲載された
「地震予知」に関する論説は，あまりにも少ない．
即ち，1980 年代には，日本における「地震予知」
に関しては特筆すべき成果が無かった，というこ
とであろう． 
 そして，1995 年の兵庫県南部地震の発生に至
る．内陸の M7 クラスの地震は東海地震のような
「予知対象」になっていなかったとはいえ，警報
につながるような前兆現象は皆無であった．従っ
て，前兆さがしによる「地震予知」は極めて困難，
ということをはっきりと認識せざるを得なかっ
た．しかしながら，「地震予知計画」の失敗が公
に認められることはなかった．そして，「地震予
知研究」という言葉の定義を「長期予測等も含ん
だ，地震発生に至る過程の研究」と拡大すること
が測地学審議会によって「公認」され，「新地震
予知研究計画」が開始した． 
 ここに至って，宇佐美(1978)が以前から懸念し

ていた，「予知という名目をうたえば，測地学審
議会の建議にさえつらなっていれば，予算の獲得
が容易になるという事実が徐々に形をあらわし
てきた．」という状態がより明確になった．「予算
を継続的に獲得するために」，これが，地震予知
計画関係者が「地震予知は可能」と言い続けなけ
ればならなかった「事情」のひとつであろう．そ
して，「『地震予知』は予算獲得のためのスローガ
ン」というゲラー(2012)の批判が，妥当性を帯び
ることになる． 
 さて，以上のように歴史を辿ってみると，「前
兆さがしによる実用的な地震予知は極めて困難」
という結論がある時点で得られていた，というこ
とがわかる．これは，「ブループリント」に掲げ
られた研究目的が達成された，ということを意味
する．ところが，この結論が得られるよりも前に，
国策によって，「地震予知研究計画」は「地震予
知計画」に変更されてしまっていた．それに伴っ
て，この結論は「計画の失敗」を意味することと
なり，「許されないもの」となってしまっていた．
このことについては，次節で検証する． 
 
3.2 「地震予知研究計画」から「地震予知計画」
への変更 

 前兆さがしによる「地震予知」の可能性につい
て楽観的な見方が支配的だった 1968 年，十勝沖
地震が発生し，大きな被害がもたらされた．その
3 年前の 1965 年からスタートしていた「地震予
知研究計画」に対して，「まだ地震予知が出来な
いのか．」とか「早く研究を進めて地震予知でき
るようにしてくれ．」という政治的圧力がかかっ
たとしても不思議ではない．そして，第 1 次 5
ヵ年計画は途中で打ち切られ，1969 年から第 2
次 5 ヵ年計画が開始された．この時から「研究」
の 2 文字が外されて「地震予知計画」となった．
ゲラー(2011)は，「地震予知研究計画」の「研究」
を外して「地震予知計画」にしたのは政治家の入
れ知恵に従った予算増額策である，という批判を
している．しかしここでは予算の問題はさておき，
「研究」の 2 文字の削除に伴う「計画の意味の変
化」に注目して論じたい． 
 「研究」の 2 文字を外したことの意味は大きい．
「地震予知が可能かどうかについて研究する計
画」ではなく，「地震予知を実施するための計画」
に変化してしまった．もし「地震予知は困難」と
いう結論を出したとすれば，それは「計画の失敗」
を意味することになってしまった．宇佐美(1978)
は「研究」の 2 文字が消えたことについて，その
論説の中で実に 3 度も言及しており，大きな懸念
を示している．しかし，「地震予知」は近い将来
において可能になるのではないかという楽観的
な見方が支配的な時期であった．多くの地震予知
計画関係者にとっては，国家という強力な後ろ盾
を得て「地震予知計画」を推進することは，むし
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ろ渡りに船で，「研究」の 2 文字を外すことへの
躊躇はあまり無かったであろう． 
 しかしそれ以降，「地震予知計画」は国家主導
の科学に必然的に伴う運命に縛られることにな
った．「地震予知は困難」という結論は「計画の
失敗」を意味する以上，それは許されない．「地
震予知」の困難さを徐々に感じ始めた地震予知計
画関係者は，失敗を取り繕うために「地震予知」
という言葉の定義を拡大し，「地震予知は可能」
と言い続けなければならなくなった．これが，「事
情」の二つ目である． 
 橋本(2012)はフリーマン・ダイソン(1997)の言
葉「イデオロギーに推し進められた科学技術は失
敗する．」を引用して，地震科学の現状に対する
警告を発している．ダイソンの言葉を少し補足す
ると，「イデオロギーに推し進められた科学技術
は失敗が許されない．失敗を取り繕おうとしてい
るうちに致命的な失敗に至る．」ということであ
る．このことは，原子力利用の分野において典型
的に現れている（例えば，高木，2000）．「地震予
知計画」は正にその轍を踏んでしまった． 
 
3.3 大規模地震対策特別措置法（大震法） 
 1978 年に成立した「大規模地震対策特別措置
法（大震法）」は，東海地震の予知はほぼ確実に
可能，という前提に立った法律であり，地震の発
生を予知することによって災害を防止する，とい
うことが明確に示されている．その第四条に曰く，
「国は，強化地域にかかる大規模な地震の発生を
予知し，もって地震災害の発生を防止し，又は軽
減するため，計画的に，地象，水象等の常時観測
を実施し，地震に関する土地及び水域の測量の密
度を高める等観測及び測量の実施の強化を図ら
なければならない．」 この条文が，「地震予知計
画」を下敷きにして書かれたものであることは明
らかであろう．そして，地震が予知されて警戒宣
言が発令された際の行政や住民の責務，更には，
違反に対する罰則などについて，事細かに定めら
れている． 
 この法律の成立前の様子を，茂木(1998)は，「地
震予知推進本部の地震予知の現状についてのひ
かえめな見解や，国会に参考人として招致された
大学教授たちの慎重な意見にもかかわらず，法案
を提出した政府側（国土庁，気象庁）は東海地震
の予知の確実性がひじょうに高いとして，予知を
前提とした大震法の成立をはかった．」と記述し
ている．つまり，地震科学の専門家は慎重な意見
を述べたのに「大震法」が強引に成立させられて
しまった，というわけである．茂木(1998)の文章
には，地震科学者としては誠に不本意，という思
いが籠められている．また，力武(1979)は，「観
測も理論も不十分な状態で，地震予知の実用化を
要請されるという社会情勢に直面している日本

の地震予知関係者の悩みは深刻である．地震予知
を具体化するための手順，大げさにいえば戦略に
ついては，いまのところ確立された手法はない．」
と述べている．更に，宇佐美(1978)も東海地震の
予知判定に関して，「昭和 51 年には東海地震問題
に端を発し，ついに翌昭和 52 年 4 月に東海地震
判定会が生まれ，発生の可能性について判定せざ
るをえなくなった．これは予知科学の面からいえ
ば，いわゆる見切り発車であることは明瞭であ
る．」と述べている． 
 しかしながら，地震科学者がいくら慎重な発言
をしようと，「地震予知計画」は既に「純粋に科
学的な研究計画」ではなく，「国策」となってい
た．従って，「大震法」の成立は国家の方針に則
ったものであり，地震科学者は，ただ意見を陳述
する機会を与えられただけに過ぎない．上に述べ
た茂木(1998)，力武(1979)，宇佐美(1978)による述
懐は，「地震予知計画」が科学主導ではなく政治
主導であったことを，明確に物語っている．こう
して「地震予知計画」は「大震法」によって，更
に強い束縛を受けることになってしまった．地震
予知計画関係者が「地震予知は可能」と言い続け
なければならなかった二つ目の「事情」は，更に
強固になった． 
 そして今なお，地震予知計画関係者は東海地震
に関して，「予知できる（警戒宣言が発令できる）
可能性がある」と言い続けている．「可能性があ
る」ことは，論理的には正しい．可能性がたとえ
低くてもそれを追求しようという科学者として
の姿勢も正しい．しかし，そう言うよりも，「予
知できない（空振り，または，見逃しの）可能性
が大きい」と言う方が，現在の地震科学の実力に
見合った素直な表現であり，社会に対する正しい
情報発信ではないだろうか．地震科学者がそう言
いさえすれば，今川(2012)が述べているように，
社会は「不十分なこと（地震を予知できない可能
性が大きいこと）」を前提とした防災対策へと向
かうであろう．「予知できる可能性がある」とい
う発言は地震防災のためにはマイナスであり，ま
た，地震科学に対する社会の不信を招く大きな原
因になっているのではないだろうか．「大震法」
による呪縛の強さに，戦慄をすら覚える． 
 
3.4 地震科学コミュニティに対するひずみ 
 イデオロギーと巨額資金によって推進された
科学技術は，それが属するコミュニティ内に大き
なひずみをもたらす．失敗が許されない科学技術
においては小さな失敗の取り繕いが横行し，その
結果，健全な批判精神やパラダイムシフトが阻害
されてしまう．また，国策に従う科学者のみが潤
沢な資金に恵まれ，その他の科学者は周辺に押し
やられる．これによってコミュニティ内に無用な
亀裂が作り出される．地震科学の分野においても，
「地震予知計画」が地震科学コミュニティに対し
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てこのようなひずみを与え続けてきたであろう
ことは，想像に難くない． 
 国策による大型プロジェクトである「地震予知
計画」が地震科学コミュニティに対してひずみを
与えていることについては，既に 30 年以上も前
に，宇佐美(1978)が懸念を示していた．「予知と
いう名目をうたえば，測地学審議会の建議にさえ
つらなっていれば，予算の獲得が容易になるとい
う事実が徐々に形をあらわしてきた．こうしてだ
れも彼も同じテーマにとびつくことになり，独創
性のない計画が助長されはしなかっただろうか．
同じことを大勢の人々が研究し競争することは，
学問の発展上望ましいことに違いない．しかし，
現実には同様の計画に大勢が名のりをあげるこ
とによって，悪平等を助長しなかっただろうか．」
宇佐美(1978)の言う「悪平等」とは，地震予知計
画関係者内部における健全な批判精神の欠如で
ある．そして，地震科学コミュニティ内に作り出
された亀裂は，「地震予知」とは意識的に距離を
おいた研究者からの批判を遮る障壁の役割をも
果した． 
 藤井(1967)は，「政治的な臭いのする，上から
の研究費が与えられる，そういう研究費の貰い方
が流行するとすれば，これは大きなマイナスであ
ろう．」と述べている．藤井(1967)の言に従えば，
「ブループリント」に始まる「地震予知研究計画」
は科学者側の提案によるものと評価できる．しか
し，「研究」の 2 文字が削られた「地震予知計画」
は政治的な臭いを帯びることになり，その臭いは
「大震法」が成立するに至ってますます強くなっ
た，ということになるであろう． 
 原子力発電の分野においても，湯川秀樹が政治
主導の原子力開発を批判して原子力委員会の委
員を辞任したという有名な話がある（例えば，武
谷，1976）．自然の探求であっても，社会への貢
献であっても，科学を手段とする場合には科学主
導が当然であって，政治主導の科学の行き着く先
は，ダイソンの言葉の通りになるのであろう． 
 いろいろなテーマについて自由に研究し議論
しあうことが健全な科学のあり方なのは言うま
でもない．社会貢献は，そのような科学を通して
行われるべきである．政治主導によって背伸びさ
せられた状態で社会貢献しようとすると，かえっ
て社会に対して害を及ぼす．原子力発電所の事故
を見れば，このことは明らかであろう．深畑
(2012)，福島(2012)，中谷(2012)などによって提案
されている「地震予知」を目指した新しい試みは，
政治的な臭いのしない，批判精神に満ちた，健全
な地震科学の環境下で行われなければならない． 
 
3.5 他の防災関連分野や社会との乖離 

今村明恒は，私財をも費やして「地震予知」の
実現を目指した人，として知られているが，武村
(2009)は，今村(1933)を引用しつつ，「今村は決し

て『地震予知』を中心に地震防災を考えていたわ
けではない．（中略）第一に耐震構造の普及，第
二に地震知識の普及，そして，できうれば第三に
地震予知ということである．」と述べている．今
村が耐震構造の普及を第一に，「地震予知」を第
三に考えていたのは，当時の耐震構造の貧弱さや，
「地震予知」は技術的に未だ困難という自覚によ
ることもあろう．それはさておき，ここで注目し
たいのは，今村が，地震防災は「地震予知」のみ
で果せるものではないと考えていたことである． 
 ところが，国策として進められた「地震予知計
画」は，防災を謳ってはいるものの，地震科学コ
ミュニティ内部において進められた．そして「地
震予知計画」に参画する地震科学者は，「地震予
知」の研究さえしていればそれが直接防災に役立
つ，という錯覚に陥った．武村(2009)は，「これ
によって地震学者と社会との接点は震災対策全
般から地震予知に限られ，地震予知そのものが目
的化された．このため地震予知を目指す研究者で
さえ震災対策を異質なものとして捉えるように
なった面も否定できない．（中略）地震予知計画
による研究の進展によって地震学が地球科学の
中核としてその地位を高めた一方で，地震工学な
ど他の防災関連分野との意識的な距離は拡大し，
地震学者が震災対策から離れる傾向に拍車がか
かったように思われる．」と述べている．藤井
(1976)は，「日本の地震学をあとづけで見ること
から，われわれは，地震学は震災対策を離れては
あり得ないことを再度発見することができるで
あろう．この立場こそ，今日の近代化された日本
の地震学にもっとも欠けているものの一つに外
ならない．」と指摘している．また，宇佐美(1978)
も，「社会との関連にかかわる面の研究を予知計
画に入れなかったことは反省されるべきであろ
う．」と述べている．宇佐美(1978)は更に言う．「予
算獲得にまぎれて大切なことを忘れてはいなか
ったか，という反省がなされねばならない．ブル
ープリントにうたわれた 10 年経過の時点で過去
の成果が真面目に検討され，その上に立って新し
い目標がたてられたのだろうか．元来，予知は国
民のためのものであるが，そういう点を常に意識
し，計画を作ってきただろうか．」 
 しかしながら，宇佐美(1978)の指摘が真摯に受
け止められて軌道修正が為された形跡は，残念な
がら見当たらない．その結果，「地震予知計画の
進展は地震学を他の防災関連分野から孤立させ
るという問題も生み出した（武村，2009）」．そし
て，地震予知計画関係者は，「防災」を口にはす
るものの，自分のしていることが防災に対してど
ういう意味を持つのかに思い至るための想像力
を欠くに至った（泉谷・武村・西村，2012）．そ
の典型的な例を，3.3 節で述べた「東海地震は予
知できる可能性がある」という発言に見ることが
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できる．大木(2012)もこのことを的確に指摘して
いる．「地震学ではわからないことが多く存在す
ること，わかってきたことにすら大きな不確実性
が含まれていること，現段階の地震学の抱える限
界，こういったことを示すことは，長期的な信頼
関係の構築ばかりではなく，結果的に被害の軽減
にもつながるだろう．逆に言えば，過剰な期待を
抱かせるような情報発信や，誤解を与えるような
行為は，コミュニティ全体に対する社会からの信
頼を損なわせるものであり，社会からの不信感を
後輩達へのツケとして残していく行為である．」 
 「地震予知」が地震防災に貢献できることは，
ほんの僅かである．防災のための多くの問題は地
震科学だけでは解決できない（例えば，武村
2009；川勝，2012）．川勝(2012)は「トランスサ
イエンスの領域にいながら『科学で解決できる』
と信じてことに当たっていることに，研究者・地
震学界の苦悩の始まりがあるのではなかろう
か．」と述べている．等身大の地震科学を他の防
災関連分野や社会に示して理解してもらう努力
を尽くし，彼らとの間の溝を埋めることが出来な
ければ，地震科学が社会に貢献するための道はほ
ぼ閉ざされている． 
 
４．地震科学コミュニティの責任 
 人は病気になった時には医者に診察して貰っ
て治療を受ける．病気について正しく認識し治療
することが，健康を取り戻すために重要だからで
ある．前章までにおいては，「ブループリント」
に始まる「地震予知計画」の健康な部分ではなく，
病気の部分について考察した．それは健全な地震
科学を取り戻すために重要だからである． 
 「地震予知計画」によってもたらされた負の遺
産は，主に次の 3 つと考えられる．  
(1)「行動計画 2012」とは明らかに矛盾する「大

震法」が存在し，地震科学がその束縛を受け
続けていること． 

(2)イデオロギーと巨額予算によって地震科学コ
ミュニティ内に無用な亀裂が作り出されたこ
と．その結果，健全な批判精神を伴った自由
な研究によって生まれるべきパラダイムシフ
トが阻害されてしまったこと． 

(3)「警報につながるような地震予知は極めて困
難」と認識しながら，「地震予知」の定義を勝
手に変更して「地震予知は可能」と言い続け，
これによって，地震科学に対する社会の不信
を招いてしまったこと．また，「地震予知」が
防災の中枢であるかのような錯覚に陥り，地
震科学と他の防災関連分野や社会との間に溝
を生じてしまったこと． 

「いま我々はどこにいるのか」を，はっきりと認
識した上で，「これから我々はどこへ行くのか」
について考えねばならない． 
 地震科学コミュニティと「大震法」との間には，

切り離すことの出来ない関係がある．「大震法」
が存在する限り，地震科学は政治の束縛を受け続
けるであろう．また，等身大の地震科学の現状を
社会に示そうとしても，「大震法」は常に「凸レ
ンズ」のような役割を果してしまう．地震学コミ
ュニティはその廃止に向けての働きかける必要
があるだろう．橋本ほか(2012)が言うように，科
学者は施策に対して，常に「critic」としての立場
を貫かねばならない． 
また，地震科学コミュニティ内の無用な亀裂を

無くし，健全な批判精神に満ちた自由な研究環境
を取り戻すこと，更に，他の防災関連分野や社会
に対する信頼を回復し，その上で地震防災に対し
てできる役割を果していくこと．為すべきことは
多い． 
 実はこれら為すべきことは，東北地方太平洋沖
地震対応臨時委員会での議論の結果として，既に
鷺谷(2012)によって，「我々研究者が，健全な批
判精神を持って研究を取り巻く現状を正確に認
識すること，および，学会の内外におけるコミュ
ニケーションを深めること．」と纏められている．
また，「行動計画 2012」にも，地震科学コミュニ
ティが今後とるべき行動方針が示されている．た
だし，「行動計画 2012」を公表しただけで問題が
解決するわけではない．今すぐに，それらの実践
に取りかからねばならない．それが，「地震予知
計画」による負の遺産を処理して健全な地震科学
を取り戻すための道でもある．地震科学コミュニ
ティの責任は大きい． 
 
付記 
 「巨額の予算を獲得して観測網が充実し地震科
学研究が進んだ．これは『ブループリント』の大
きな成果．」という意見があることは承知してい
る．しかしながら，予算が得られればそれなりに
研究が進展するのは当然のことで，本稿において
はそれについて論じる気は無い．「地震予知計画」
ではなくて「地震科学研究推進計画」であったと
しても，もし予算が得られれば，やはり地震科学
研究は進んだであろう．それでも敢えて，「『地震
科学研究推進計画』では予算獲得は無理で『地震
予知計画』でなければダメだった．」との主張を
される向きがあれば，「『地震予知』は予算獲得の
ためのスローガン」というゲラー(2012)の，「ブ
ループリント」に対するものとしてはやや見当違
いに感じられる批判の矛先に，自ら飛び込むこと
になるであろう． 
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