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静岡県立大学グローバル地域センター｜ワークショップ

Global Center for Asian and Regional Research, University of Shizuoka｜WORKSHOP
南海トラフ地震の予測へ向けた研究力の向上が重要であるとの共通理解

を構築するために、ワークショップ「南海トラフ地震の予測に必要な観測・
研究は何か」を開催する。最近の観測研究により、プレート間の固着域
周辺での多様な地震・地殻変動が検出され、切迫性の高まる南海トラフ
地震の予測可能性が議論されている。その結果、国の中央防災会議によ
れば、地震の規模や発生時期を高い確度で予測することは、現状では困
難であると言う。一方、静岡県第４次地震被害想定では、地震が予知さ
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れて事前の避難等が実施された場合、被害軽減効果は大きく、その実現
が望まれる。そこで、このような状況を踏まえ、南海トラフ地震の予測へ
向けてどんな観測・研究が必要か、どんな地震予測情報が社会から求め
られているか、もう一度足元から見直し、研究力向上を共通認識とするた
めのワークショップを開催する。また、南海トラフ地震は大津波を引き起
こし、活火山が連動して噴火することも想定されるので、静岡県における
活火山や津波のリスク評価の現状も併せて議論したい。
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