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2006年 5月18日(木)・第 9回通常総会特別講演(東京 ・虎ノ門パストラル)

講師 ・演題

片山 恒雄 :最近の防災研究-防災科学技術研究所の活動から-

社団法人

日本工学ア力デミー
THE ENGINEERING ACADEMY OF JAPAN 



日本工学アカデミーの使命

社団法人日本工学アカデミーは、広く学界、産業界及び国の機関等において、工学及び科学

技術並びにこれらと密接に関連する分野に関し、顕著な貢献をなし、広範な識見を有する指導

的人材によって構成されており、工学及び科学技術全般の進歩及びこれらと社会との関係の維

持向上を図るため、下記の諸活動を通じて、我が国ひいては世界の発展に資することを目的と

する。
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1 )国内外の工学・科学技術政策、教育等に関する調査研究、提言活動を積極的に行う。

2 )国内外における学際・業際的及び新技術領域の活動を推進することに資する調査研究等の

諸活動を積極的に行う。

3 )国内外の工学、科学技術の健全な進歩発展に寄与するための教育活動、及び一般に対する

普及、啓発活動を推進する。

4)上記の諸活動を効果的に実施するため、国内外の諸国体、特に海外の工学アカデミーとの

連携を強化し、共同事業等を推進する。

~ 5 )上記の一環として国際工学アカデミ一連合の主要メンパーの一員として、特に近隣諸国に

) おける工学アカデミーの設立に対して、良きアドバイザーとしての責務を果たす。~
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最近の防災研究

-防災科学技術研究所の活動から -
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片山 恒 雄 (かたやまつねお)

司 会 (隈部英一専務理事) 定刻でございますの

で、東京Hl機大学の片山恒雄先生による付日IJ誹ちif

を「故近の|リi災研究一防災科学技術研究所の活動

から-Jというテーマでお願いしたいと思います。

ilk初に、 II-lJJ;'(恒Lijt会長から、 nill先生のご紹介

をお願いします。

中原恒雄会長 片山先生は大変桁名でいらっしゃ

るので改めてご紹介の必要はないかと思います

が、恒例でございますので、簡単にごIiIf.JN~をご紹

介させていただきます。

先生は、11併1137年3片に東京大'tI~ ~f: itlS土木工

学科をご卒業になりました。 2 イI~1去に修上を修了

され、昭和4311::3JJ、シドニーのニューサウスウ

エールズ大学で'Ph.Dを取持しておられます。そ

の後、 l昭和146年10JJに東京大学生応:技術研究所

に移られ、 57年7Hに教授に就任しておられます。

平成8年には科学技術庁の防災科学技術研究所所

長、平成13:'1::'、独立行政法人防災科学技術研究

所理事長、そして脱在は東京屯機大学の教授を務

めていらっしゃいます。平成10年に、平成10年

度防災功紡者として凶土庁長j_!_fからぶl~~を受けて

おられます。この8Hからは、Ii'II出地山℃学会の

会長に就任される予定とうかがっております。

それでは、片山先生、よろしくお廊iいいたします。

片山恒雄 ただいまご利介にあずかりましたn-ILI

でございます。

きょうお話しすることになりましたのは、伊藤

明先生のご紹介ということでございます。伊藤先

生は私の卒業論文の指導教官で、修土論文の指導

教れでもあり、また、私がil立初Jに学会誌に論文を

，lj:いたときの共著者、というよりも伊藤先生に，!?

いていただきました。それから以初に大学に奉i服

したときには紹介をしていただきましたし、 イ'11人

までしていただいております。もうとても逃れら

れないと思って、お引き受けいたしました。その

後でアカデミーから送られてきた、 これまでにお

訴をされた方のリストをみましたと ころ、あまり

にそうそうたる方が多いので、やはり述雌しない

でお断りしておけばよかったかなと、今、思って

おります。

私、この3月3111まで防災科学技術iUl究所の陛

下jえをやっておりました。ほほ10年1111、つくば

で、Jvr長とか足~事長をしておりましたので、防災lijf

ヲEのう〉野をi支く!よくJ，U，皮してまいりました。-ft):

をどうやってとるか、人事をどうするかというよ

うなことばかり考えておりましたので、批近はそ

んなに深く 研究しておりません。ですから、創刊J、

「防災科学技術研究所の市助から」という副題を
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っけないと、きょうのお話もできないといったと

ころでございます。

第3期科学技術計画における
安全・防災研究の位置づけ

重点推進4分野(第2期)

スライド1

情報通信、ナノテクノロジー・材料、環境、
ライフサイエンス

上記重点推進4分野+推進4分野(第3期)

エネルギー、社会基盤、ものづくり技術、

フロンティア

ご存じのように、今、ちょうど第3期科学技術

基本計画がスタートいたしました。第2期は、こ

の3月31日で、終わったのですけれども、そこには

重点推進4分野という、我々のように関係のない

人聞からみると非常に悪名の高い4分野がありま

した。(笑声)それらは情報通信、ナノテクノロ

ジー・材料、環境、ライフサイエンスというもの

で、これも自分たちの都合で勝手にいうと、過去

5年間、何となくつまはじきされてきたなとちょ

っと感じておりました。

これから始まる第3期科学技術基本計画では多

少よくなり、推進4分野というのが四つ、くっつ

きました。その中に社会基盤というのが正式に位

置づけられて、この中で安全とか防災の研究をす

ることになりました。それでも重点というのがつ

かないところに、まだ差はあるのですけれども、

大分違ったと考えております。

第3期科学技術基本計画が始まるに際して、第

2期はどうだったかという総括を総合科学技術会

2 

第2期基本計画における

安全・安心関連研究の総括

スライド2

(総合科学技術会議;2006.3.28.) 

(1) r安全Jr国土再生とQOLJr国際協力』を軸とし、

(2) r安全Jr美しい日本の再生、質の高い生活の基盤

づくり」を重点領域として実施。

(3)防災科学技術において一定の進展があった。

議がやっておられます。関係されている先生方も

おられるのではないかと思いますが、その結果、

安全とか安心に関連した研究の総括として、安全、

国土再生とクオリティー・オプ・ライフ、国際協

力を軸として、安全、美しい日本の再生、質の高

い生活の基盤づくりを重点領域として実施してき

て、防災科学技術においては一定の進展があった

という評価を受けております。国際協力というの

は、いつの間にか途中で消えているのですが、少

なくとも、防災科学技術に対しては過去5年間、

それなりの評価をいただいております。

世界最高レベルの
防災科学技術を保持した

Tことえば、

①地震勤予測地図の完成

②首都圏直下プレート構造の解明

③世界最大、最高性能の振動台完成

(E・ディフェンス)

スライド3

世界最高レベルの防災科学技術を保持したとい

うように書いてありますが、その例として地震動

の予測地図を日本全体にわたって完成させた。そ

れから、首都圏直下のプレート構造の全部ではな

いのですが、一部が解明された。まだあちこちド

スンドスンとやりながら、日本中やっております

が、一部が解明された。後ほど動画も含めてご説

明したいと思いますが、世界最大、最高性能の震

動台が完成した。これをEーデイフェンスと呼ん

でおります。

今後の課題として、総合科学技術会議はどうい

うことを挙げているかといいますと、我々の分野

に対して防災科学技術への期待はまだ高い。それ

から、神戸の地震の後、日本中に張りめぐらせた

地震観測システムが10年たって更新の必要があ

る。単に首都圏直下、東海地震だけではなくて、

最近いわれている東南海、南海の地震、宮城県沖

の地震とか、活断層に伴う直下の地震に対する対

策が非常に大切である。単に物を堅固につくると

いう防災の技術から、もう少し社会的な問題を含

めた防災技術から減災技術への変換が必要だo 一

へ

へ



スライド4

今後の課題は

(1 )防災科学後術への期待は高い。

(2)地震観測システムの更新が必要。

(3)首都圏直下、東海・東南海・南海、宮城県沖、活断層に伴
うI也怨対策が喫緊の線題。

(4)防災筏術から滅災筏術へ。

(5)国際的な大災害時における貢献。

(6)地震以外の自然災害軽減技術の高度化。

昨年の、スマトラれl'の地震の津波のときにもいろ

いろ IIIJ 胞になりましたが、国|際的な大災害II:，~:に 11

本がどのように恨る排うかをよく考えるべきだ。

それから、これが残念なのですが、今は、地j;'~に

大きな重みがinかれておりまして、地以以外の(1

然災!jÎ~:!I毘減技術の日)文化は6帯日に一つ、 くっつ

いているだけです。

ご存じのように、我が国はほとんどの白然災害

がやってまいります。やってこないのはバッタや、

そう いった虫が来て殺物を全部食べてしまうよう

スライ ド5

わが国を室長う代表的な自然災害

地震、火山噴火

台風、豪雨、洪水、地すべり、土砂崩れ

雪氷災害

スライド'5a

な、アフリカなどでは大災害なのですけれども、

これだけはさすが日本にはあまりありません。そ

のほかの1:':1然災特はほとんどやってま いります。

スライド6

一書問題になるのは、1995年のネ111戸の地伎で

す。このときは最終的には6，000人を超える方が

亡く なりました。

スライド7

地震防災分野における
防災科研の代表的な研究成果

① 地震観測網の整備及び高度化

② リアルタイム地震伝達システムの構築
③ 地震動予測地図の完成
④ Eーディフェンスの完成

こういうことに対して、防災科学技術研究所が

地以防災分野でどんな ことをやってきたかという

と、過去 5、 6年、それ以上のJ~J 111]にわたり 、干111

戸の地足以降の部分が含まれておりますが、一つ

は、地民的'lìHU網 を け オ~'1-'に雄官iiiいたしました。そ

れから、控備した地瓜観測網からの情報を伝達し

て、リアルタイムで地ぷの危険度を伝達するとい

うシステムを椛築いたしました。スライ ドに弘!?い

た「地ぷ伝達」は111]:isいで、 「地災情報伝達Jと

主i:くべきと ころでした。Hドド3)Jには地震動の予

iJllJ地|ぎ|を完成いたしました。大型の非常にお金の

かかった浜動台を完成することができました。こ

ういった変化のインパク トは、実はほとんど阪

和11.淡路の大震災からやってきております。
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スライド8 一つの現状評もlJi、一つの長期予測にして広報して

いこうとするこ とは、非'i;?に立I!;jとカfあると思って

おります。

阪神淡路大震災のインパクト
予知から調査研究へ

地震防災対策特別措置法(平成7年6月)

地震調査研究推進本部の発足

地震調査研究の推進について

一地震に関する観測、測量、調査及び研究の
推進についての総合的かつ基本的な施策
(平成11年4月23日)

地誌|刻述の研究といってもたくさんあります

が、これは勝手に、私どもの独立行政法人防災科

学技術研究所がやっていた研究をリス トアップし

たものです。

地震の問題というのは、地民学の分野のIIlH越と

工学の分野の問題の二つがあるわけですが、地良

学の分野では、 それまで地í~予知に非常に大きな

重みが置かれていたのが、より基礎的な澗査研究

へ移るべきだというよう に流れが変わっ

地誌による被告軽減に資する調託研究といって

もいろいろあり、本来なら、ここにほとんど全部

入らなければいけないのですが、例えば、先ほど

11'し上げました地震観測制をどのように辿mして

いくか。その結果をどんなふうに リアルタイムに

使って-地誌被害を軽減するか。それから、地震動

の予測地図をつくって、自治体などにどうやって

てまいりました。それで、政府の中に地

良制査研究推進本部というのが発足して

おります。これは推進本部の.fm進の l.fffU
と本部の「本」をとって 11m木(スイホ

ン)Jといっておりますが、ほとんどの

人はわかりません。 トクホンとは追って

推本(スイホン)なのですけれども(笑

声)、そう いう符牒で呼ばれております。

これはどういうものかといいますと、

たくさんの調査観測機関がございます。

大学と か、怪|の研究機|刻とか、独立行政

法人といったとこ ろが地震を観測して、

その結果を気象庁や、その他の|剥述機関

を通して抗木の地震調託委11会に上げま

す。これをもとに日本の今の地震活動は

どのように推移しているかを議論して、

総合的な評価を行い、これを国民に流布

する。 さらに、予t}~の IlllJ笛とか、基本的

な|問題に対して、どのように施策を打つ

べきかという こと を政策委μ会で議論し

ながら、新たな調在飢iJlリ計四があれば、

それを追加しながらぐるぐると流れを回

していくというもので、神戸の地震の後

で政府の中にできた機関としては非常に

評価すべきものだと思っています。それ

までは個々の研究機関が勝手に測って、

勝手に発表していたものを、少なくとも、

4 

地震防災関連の研究

地震による被害軽減に資する調査研究

- 地震観測網の運用
・リアルヲイム地震情級の伝達・利用

・ 地震動予測地図の作成

・ 関東・東海地械における地震活動

・ 地震発生後構

実大三次元震動破壊実験施設の整備・運用と
それを活用した地震防災研究

- 実大三次元震動磁爆実験施!Il:(E・ディフェンス)のtIl備

・ 磁i車実敏シミュレーションシステムの開発

地震防災フロンティア研究

-地震災容過程の総合シミュレーション

・地震時危険管理のための情報システム
・都市1昌造物の地震時磁縫t脳陣と都市の脆弱役目手箔

スライ ド9

， .活断層鋼釜.地置の発
生可能性の長期解価，強11
動予測等を統合した絶量動
予測地図の作成

2.リアル;イムによる地震
情報の伝達の権進

3大規畿地質対瞭特別Ilt
置法に基づく地蜜防災対簸
強化地滋及びその周辺に
おける観測等の充実

4 地震予知のための鰻測
研究の推進

スライド10



|二手に使ってもらうか。非常に大きな反 スライド11

動破壊実験施設をつく って 目の前で、物を

峻すことによって、依壊実験の結果から

椛造物を強くしていくという方向に動い

ていこう 。それから、先ほど防災から減

地震に関する基盤的調査観測計画(平成9年8月29日)

|・地震発生の長期評価 11・地震動予測地図の作成 |

災へという言葉ーがありましたけれども、

qtに物が強いということだけではなく

て、災ti干の過桂を全体として シミュレー

ションしようとか、危機包，:l_¥llの111]題とか、

十iIit!1システムの1111~起を lrll.り_I-. ~fょうとい

うことが/1¥てきております。

地震に|則する基椴的調査官~lìJll1 ，;;Ii!!!iとい

うのは、神戸の地ぷの後、大々的にスタ

ー卜したものです。二三つの性からなって

おりまして、 一つは、 地~rtJlìJ!リ制を日本令体にっ

くり上げる。 もう 一つは、 GPS(グローパル ・ポ

ジショニング ・システム)といって、地?投の動き

を非常に判官な ljí.1立ではかり ~\)'dt るというもの。

さらに、 iïfi断層を~I祭に掘って，V，\]べるという 三本

れからなっております。そのうち、防災科学技術

研究所が地i:1WliJ!ll制、国土地fll!_院がGPSの観ij[ll

制。これも約1.000点の観iW1.'，'，(から成り立ってお

ります。

また、 11--1>.:にたく さんあります断肘の うちで

併IB1題を起こしそうな断用について、 jJ際に掘っ

て調べると いうことは地質Iv.¥j究所、 今は

産業技術総合研究所の"，の一部になって

おりますが、そこがやっております。こ

ういうものをもとにj也ぷ発生の長則前守IlIi

とか、地l必動の予iJ!ll地|災|をつくろうとい

うわけです。

地震悶lillリ制の控イJiii、山l主化というのは、

実際にみていただいた方がいいと思うの

ですが、 11本1ドにたくさんの地誌討を，it'I':

いて、ともかく、その記録を集める。

日本のいろいろな地域が地以に対して

どんな危険度のレベルに達しているかと

か、強い地j;~~の揺れがどんな性質で、ある

かということを調べる。それを 1没計に生

かそうということをやっております。

スライ ド13、強震;Hーのネットワーク、 ](-NET

とうii:いてありますが、これがや11戸の地民の後、

τ二子 〈二子
地震に関する基礎的な調査研究

基盤的調査観測

スライド12

地震観測網の整備及び高度化

平成17年末現在、高感度地震計755箇所、広帯I或地震計73
箇所、強広言十1.700箇所

高感度I也~観測データの気象庁・大学へのリアルタイム配
{言

ー気象庁i震源決定において貢献度50%以上

新・強震観測網の開発、データ収集の迅速化、震度情報を

気象庁経由で関係機関に提供

スロースリップや深部低周波微動などの現象の発見

ー地震に至るi也学的プロセスの解明につながる可能性

スライ ド13

地震観測網の整備と

データの流通

年後にでき 上がったものでありまして、約1.000

点、日 本'1'に散らばっております。25キロメー

EA] InformaiLion No.130/2006年9月 5
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スライド14

一一 一ノ一一ー - i
防災科研

地震観測網
(2005年3月現右

高感度地震計 755

強震計 1，700 

広帯減地震計 73 

スライド15

Hi-net / KiK-netの整備

"" 

E国

阪神淡路大震災後

ド」笠生!!....-
'"'' 

B窓:づ

スライド16

地中と地表の揺れの比較(KiK-net)

2000年10月6白鳥取県西部地震 (M7.3)

地表

34 
132 

地下IOO-200m

. 

133 

-

医罰NIED

1加

トルrll]1何で、これは強い地震が来ても振

り切れない地災計です。

広帯域の地足音，.というのは数十点しか

ありませんが、非常に研究的な要素の向

い地震計・のネットワークです。

上の左にあります高感度地震計という

のは、強いのが来ると振り切れてしまう

のですが、ともかく 365日24時111]ずっと

飢?JlUを続けて、非常に微弱な地24であっ

ても測り続けるというもので、これが

700点ぐらいあります。これがあるとこ

ろには、地表と地中に強い地震のときに

も振り切れない地震計がペアで泣いてあ

りますので、それを全部足しますと、お

よそ三千数百台の地震計が、今、日本1-1=1

に配備されているということです。

スライド14は今、防災科学技術研究所

が管型11している地震観iJ[IJ網です。2005

年3月末現在ですから、 2006年になりま

すともう ちょっとふえても いいのです

が、これ以上ふえても、ほとんど笑質的

にはその迩いはわからないと思います。

いろいろな色は税額の述う地震計を示し

ております。

スライド15、|坂和11.淡路大災災の前と

後を、例えば、山国、 "1医|、九州地方で

比べてみますと、これだけの迎いがござ

います。これだけ追いがありますと実は

いろいろなことがわかってきます。

スライド16、例えば、 2000年10月61=1

に鳥取県間部地民が起こって、それなり

といっては申しわけないのですが、かな

りの被告を出しました。右側が地下です

が、色が赤っぽいほど強い揺れです。地

下100から200メートルでは、これぐら

いの捕れであったものが、地表に述する

と左側のように非常にI仲間されるという

ことカfわかってまいりました。前.t?:では

何度もやられたことがありますけれど

も、実際に測ったものとして示されたの

はこれが初めてでございまして、こうい

うことカfできるようになったのも、たく



さんの地災計があることが理山になって

おります。

それから、たくさんの地反計があって

いいのは何かといいますと、地山が起こ

りますと地誌の記録がとれます。当然で・

すが、地泌が起こったところに近いとこ

ろから)llfi需に記録されていくわけです。

スライド17の地震の坊・合ですと、 一罫

上が一帯近くにあった制測点で、そこか

ら記録が採れ始めます。だんだんj主くに

行くに従って、地Lfdj皮が伝わっていくだ

けの時111]が必要ですから記録がおくれて

保れることになります。このうちの数点

の記録を上手~こ使ってやりますと、起こ

って数秒のうちにどれぐらいの大きさのJ也ぷがど

こにj包こ っ たという↑I'i ~出を決めてやることカfで き

ます。そうすると、ちょっと離れたところに工場

があるとか、大切な産業施設があるところに、こ

ういう地泌が起こったから、何秒後に、この程度

の揺れが伝わるかもしれないという'防相を伝えて

スライ ド17
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やることができます。

スライ ド18、高位以IJ時的地以十lけ11伝達制といっ

てお りますが、いかにも予tH生仰のための縦しい

-; 1・諜-です。 私どもはリアルタイム地í~'h'itl{ といっ

た方がよほどスマー卜だと思うのですけれども、

山皮即時的地震情報の方が文科省受けはするよう

でございます。

例えば、 t止印のところにj~ こ った と して何秒か

後に)11([併に伝わっていきますので、非常に大きな

地京であれば東京にも 1j;'~特がある 。 そうすると、

京京ま でには45{少の11す111]廷が紘げるというわけ

です。ダIJ' 11の速度を緩めるとか、プラン トのjf~J き

を停止.するとか、コン トロールするということが

できるわけでして、 ~I~#:i~.にいいことのように思わ

スライド18

高度即時的地震情報伝達網

135・ 136・ 137' 138' 139・ 140. 1dl' 
37' 

フラントの停止など

亡キ
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れますが、大問題は、すぐそばで起こってしま っ

たらどうしようもないということです。

実は、すぐそばで起こってもどう しよ うもなく

はなくて、 o.数秒とか1秒というような時1111は稼

げる。今の世の中、 o.数秒でも 1秒でも稼げると

いうことは、それで仮に何かがコン トロールでき

るのであれば、地震の揺れが来てしまった後で、

これは震度5だったとか、 7だ、っ たというものに

比べると全く革命的に逃った情報が繰られると考

えております。

スライド19

リアルタイム地震情報の伝達システム

震源決定の新アルゴリズムの開発

5秒程度で99%の地震について正確な震源決定が可能

「経済活性化のための研究開発プロジェクト(リーヂィングプロジz
クト)J

ー気象庁と共同で開発中のシステムに新しい震源決定処理手
i去をインストール (2006年度から本格運用)

- NPO;去人(REIC:Realtime Earthquake Information Consortium) 
と協力し、 緊急地震速報の具体的な利活用方法を検討

ー学後、エレベ--9、ホームセキュリティなどへの活用

震源決定のために新しいアルゴリズムを開発い

たしましたし、今、大体5秒で99%の地誌につい

ては正雌な震源決定が可能で・あります。残りの1%

のときにどう するかというのが一帯問題なのです

けれども、こういうことがわかった上で、使ってい

ただかないと|利ることになります。

こういうこと をやってきて、今回、 一

帯大切だ司ったのは、お役所の問でなかな

なり実川に耐えるシステムができつつあります。

このNPOには、今のH寺代に珍しく民間の会社が

100社以上、興味を示してくださっております。

ということは、非常におもしろいか、または会費

が安過ぎるか、そのどちらかだと忠っております

が、多分、会貨のせいで‘はなくて前者であろうと

思っております。

スライド20

地震動予測地図の作成

主要98活断層および海溝型地震の発生確率評価に基づ
き、「会国を概観した地震動予;RII1也図Jを公表(平成17

年3月)

地震ハザードステーション(J-SHIS)のウェブページによる
一般公開を開始(平成17年5月)ー1ヶ月で10万件のア
クセス

断層における大地霞時のすべり分布と、実際に記録され
た地震動波形を用い、強震動発生原因を検討

それから、 地泌動の予測地図が、 H本全体につ

いて一番新しい方法でつくられ、 Hドド3月に発表

されています。これはウ ェプページで5月から一

般公開されておりますけれども、 1ヵ月で10万件

のアクセスがありま した。こういうものを使いま

すと、実際に記録された地震のときの波形と予jJlIJ

の成果とを比べながら、いろいろなことを議論す

ることができます。

地震動予測地|京|にはいろいろなものがあります

スライド21

2種類の地震動予測地図

か壁がある中で、気象庁と共同でIJf.J発を

行い、IJf.J発されたシステムを気象庁が本

年度から一部本格運川するときに、シス

確率論的予測地図 シナリオ型予測地図

テムの'11に組み込むことが実際にできま

したし、さらに、そういうものをイ史った

らどんな応)1)方法があるかに閲して、

NPO法人リアルタイム地災情報利用協

議会の協力で具体的な利活川を考えてお

ります。学校とか、エレベータ一、ホー

ムセキュ リティーといったところに{可カf

どんなふうに使えそうかに|則しては、か

8 

今後30年間に

大きな慣れを

受ける確率

Ea同hquakesIn Itolgawa・Shizuoka
Tectonic line faull zone 

糸魚川ー静岡構造線断層帯

の地震が発生した場合の
予測地震動分布



(スライド21)。例えば、 一番た側の日本地|ヌ|が ートの50年間、 5%という超過雌本でどれぐらい

半分ぐらい赤くなっているものは、今後、 30iド

1111に山民5弱以卜.になる確率はどれぐらいかをノJ'

しておりまして、色の濃いところほど確キが111jい

ということです。;(i側の方はシナリオ噌と呼んで

おりますが、ある If)Í"}~1が動いたとするとどんな地

以動が予測されるか。 これは1'1治体等の被ソ~: )':-iJ!リ

に ~I:'i;\' に役に立つ'1'1'1 "':出であります。

似たようなことですが、例えば、関東地民のと

きに動いた|折府がl，iJじよう な動き )Jをしたらイ本

どうなるだろうか。それから、 2000年からスタ

のJZれが米るか。今度は赤いのが折れです。そう

すると、ぷ)立が7ぐらいになるところもあれば、

i}lJ丘4強ぐらいで済むようなところ、もっと小さ

くて4!hJぐらいで消むところも日本"1にはあると

いうことがわかります(スライド22)。

こういった地山学の1111題と、もう つ別の111])越

は、桃j立物の側からの1111:起です。

これは私だけかもしれません。相|り iの地淀が起

きる Ijijには、もうけ本の都市は、地山に対してキ11

当強くなったのではないかという品川、込みがあり

ました。物を強くするよりも、これから

スライド22 はシステムだと考えておりました。 シス

地震動予測地図 | テムという )jが}'j'似才1でが!となく II吋た

確率論的予測lの伊l想定地震による予測の例
1913年関東地広 1()()O年からの50年間の超過確率5%

りがいいということもあって、物よりシ

ステムということをかなりあちこちでい

っておりましたけれども、尖はそうでは

ないことが仲)iの地以で非常にはっきり

と示されたわけで、す。例えば、情報、水、

15何とかのライフラインとか、それから

続前十日失といっても、料消の流れが般綻

することによるffi失とか、火災一これは

システムというのはちょ っと強引なので

すが、火災をii'iすシステムというのはJI2

スライド23

都市震災の特徴
神戸の震災以前、「ものよりシステムJが重要に

なりつつあると考えていた。

情報

ライフライン

経済損失

火災にれはちょっと住民が遣うが.消防システムと考えれば・・・)

実際、これらはすべて起こったが、 ...

神戸の地震の後

『やはり、ものが猿れて人を殺すj

基本になるのは情遺物を強くすること-

何が地震対策として大切か。
① 地震予知 ② 構造物の強化 ③ 保険

スライド24

E・ディフェンスに本格的に取り組んだひとつの理由

'j;?に大切ですから、そういったことを与・

えた火災というもののブjが大切だ、と。実

際、神)iとその川辺の地域ではこういったことが

全部起こりました。

こういった111で忘れていたのが、やはり人を殺

すのは物が壊れるときだということです。物が壊

れて人を殺すという現実をまざまざとみせつけら

れたのが神戸の民災でした。北本になるのは、や

はり梢造物を強くすること。 もちろん水道も大切

ですし、十!?報も大切ですし、7E訴も大切ですけれ

ども、物を強くしないことには訴にならないとい

うことが改めて明らかになりました。

その後、私は、地以対策としてやJが大切かとい

うときに、地以の予知し椛造物を強化すること、

{呆険である、 とあちこちでIcllし!こげてまいりまし

た。ただし、本当に役に立つ知則的な地震予知|は

まだしばらくはできません。これができれば、少

なくとも命に|剥してはほとんど100%、長らえる

EA] Informailion NO.130 2006年9月 9



ことができます。ただし、 地震予知iができても、

構造物を強くしておかなければ構造物が壊れるこ

とは変わりません。保険ですけれども、 これはあ

したからでもお金を払えば保険には入れますが、

保険に入ったからといって家が強くなるわけでは

全く ありませんから、やはり壊れるときは壊れま

す。地以のときに、けがもしないで引ミき伐ればお

金をもらえるといういいことがありますが、これ

も構造物をきちんと強化 しない|以りはなl床がな

い。 ll~ff:冬的には構造物を地誌に対して強くする 。

いろいろな意味で強くするということが一帯大切

だと思っております。

これは後ほどご説19 Jいたしますが、大型の~動

向、 Eーデイフ ェンス というものに本格的に取り

組む理山の一つになりました。

スライド25

破壊のメカニズムを知る

物が峻れるということを19Jらかにしたい、壊れ

るというのは非常に非線形性の強い現象ですか

ら、なぜ壊れるか、一体どこまで域れるか、どう

いうふうに峻れるかということを本当に知りたい

と思うと、本物の構造物を けの前で、しかも、 三

次元の本当の揺れで岐すことが必要になります。

これは後ほど、実際に木造家屋を抗らしたとき

の実験をお示しいたしますが、そのときにも一つ

の家は補強して、 一つの家はもってきた竹い家を

そのままにして実験した。百十ti=J-.は両方壊れでも

おかしくないとか、もしかすると補強した方が域

れるかも しれないといわれて、我々、実験する側

としては本当に冷や冷やでしたけれども、実際に

壊れたのは、やはり補強しなかった方です。です

10 

から、こういうものはあるな味で紙一重ですし、

物が壊れる、壊れないというのは計鉢だけでは追

えない部分がたくさんあります。

Eーディフェンスの完成

2005年3月 Eーディフェンスの完成

負荷状態での総合性能獄験

スライド26

米国とEーディフェンスで行う実験内容等に関するMOUを締結

2005年8月実験開始

2005年 10月-11月木造住宅の破i裏実験

2006年1月 6階建てRC建物の破筏実験

2006年3月 土ー杭-f荷造物系の硲i車実験

s'l構造、橋祭等の耐震実験をとおして世界をリードする研究を
実施する。

先ほどから何度かいっておりますEーデイフェ

ンスというのは、 111コ年3月に完成いたしました。

111'(，1三5)-Jから実験を開始しております。一つは委

託1!JI究として、 bj(子力の施設で低レベルのJ出来物

を栴納するキャスクの安定性の笑験をいたしまし

た。それから、 10月から 11)Jにかけて木造住宅

の俄壊尖験をいたしました。 l 月に 6 1肝~ての鉄

筋コンクリートの建物の実験をいたしました。こ

れは全部尖物大です。今年の3月に土と杭と構造

物の破壊尖験をいたしましたが、これはさすがに

尖物大というわけにはいきません。!よがりと深さ

をもっ土の土j刊を全部尖物大でやる ことはさすが

に無理です。

これをほかの持動向と比べてみますと、 b;(子力

スライド27

E-ディフェンスと他施設の比較

研究働側 愚大1置厳 面積 1101痘 加速度 速度 変位

軍fトッ-】
(n1) 方向 (Ga1) (cm/s) (cm) 

E-ディフzンス 1，200 300 3方向 900 200 100 
(兵庫県〉

原子力発電 1，()()(コ 225 2JJ向 1.900 75 20 
彼憎

(多度;事〉

主木研究所 300 64 3JJ向 1.OC氾 200 60 
〈つくば〕

防災科研 500 217 1方向 500 75 22 
〈つくば)

，. 



発泡機構の多度津の災動台は今はもう I~'J じました

けれども、それまでは一帯大きな地以の震動計で

した。ただし、加振方向が2方向です。

これに対して、私どものものはid大のJ5純屯ill-

がl.200トン、 l侃.fl'iが300-'1-:方メー トル、 3方向で

加振して)111速度、辿度、定位。特に速度とか変位

が大きいというのが特徴です。物を壊すのは、必

ずしも加辿度ではないということを何とか反映し

たいという立l床もありました。

スライ ド28 スライド28、これは何をやったか。新

つくばにある振動台を
用いた1/5模型

五重塔の振動実験

ω Ir旦m下"川I:Ji'o、巾A-Kobcト-NSI 40nn1111 11 E 

一4柑o!j ム山h加胤災λι1川叩川川口i.川.，山'E "v  1 ， " 
三 2却。I I ， ; 
ι I '1.11 I 
巳 Ol- {"I.'!、 1

2:;i(|トド一一!
-60 一一一ー一一o 10 :!O 30 40 ~O b。

"limclscc.) 

基礎の掘削 (2000年1月)

スライ ド29

スライド30

基礎コンクリート (200，000トン)打設
(2000年6月)

し いj~~~助台ではないのですけれども、つ

くばには古い民動台もあって、ごく1IiI:;近、

新聞にもちょ っとIHましたが、古い反動

計でTr.if(塔の振動実験をやりました。こ

れはたいして大きくないのは、後ろのカ

メラマンとjLif(J~の関係をみていただけ

ればわかりますが、せいぜいカメラマン

の3桁 ぐらいの11.4さしかございません。

ただし、Jr::iJ1:椛はなかなか立派なモデル

をつく っておりますので、評判はよかっ

たのですけれども、借り物ですから壊し

ませんでした。

スライド29、本物の二三木の災動台、制l

) iの北側にある-木市につく って、これは兵庫民L

に非常に強い誘致jjK動をしていただき、土地も蛇

fjbしていただきました。提供していただいた剖に

は七地代を払わなければいけないのですけれども

……。 また、そのー百1$を研究~~として辺広してく

ださるといっていただいておりますので、そんな

に必くは思ってお りませんが、 2000年1)Jに恭慌

のfJ:J!i'iiJを始めました。li'Jこう世[IJがμ動向の基礎に

なるとこ ろで、 -帯広いところで一辺が200メー

トルの11'(符をも った穴です。

この"，に鉄筋を何~WII: して、 20万トンのコンクリ

ー トを打投いたしました (スライド30)02000年6

)Jです。れのブjにみえておりますのは、さらに官

に鉄筋を配位して、ここにμ動計が，1主っかります。

施設が完成したのが2004年10)Jです (次引ス

ライド31)。

次!'iスライ ド32、ピットがあって、その""に災

動台が射わるということになります。今、ちょ っ

とみえておりますI'J形のものとか、 IIん"，にあり

ます円形のものの上にi;'dVj台の・番大切なアクチ

ュエー夕、押したりヲ|いたりする部分がil夜っかり

ます。

EAJ Informaition i¥o.130 2006イ1:9)J 11 



スライド31

施設の完成 (2004年10月)

スライド32

震勤台ピット(2004年5月)

スライド33

油圧アクチュエータ

7.1m 8.7m(中立位置1)

アクチユヱ-$1 3・Dユニバーサル・ジョイント

これがrlll圧アクチュエー夕、水平のものですけ

れども、長さがジョイン トを入れて15メートル。

左手の一番直径の大きいところで2メートルあり

けではなくて、それに追随しなければいけません

から三次元の特殊なアクチュエータが使われてお

ります。

スライド34

iE勤台をピット内に設置(2004年5月)

一昨年の5月に、 Ei動台そのものをピットのql

に設1泣いたしました。以動台そのものが約800ト

ンの重さがあります。もちろん慨垢のものはでき

ませんから秤!なので・すけれども、 ~~i を小さくつく

ってきて現場で溶接してっくりました。そうする

と、少し長而がでこぼこしますので全部削り取っ

たのですが、この削り代だけで10トントラック

何台という鉄が出るほどです。 )]~動台そのものの

大きさが}~iJ りにいる人と比べていただければわか

ると思います。

スライド35

震動台上に設置された木造住宅
(2005年1月間所式典)

ますから、非常に大きなアクチュエータです。ユ 111::年1月、|剖所式典を行いました。これは本物

ニパーサルジョイン トが必裂なのは、台が三次元 の家です。ちょっと立派過ぎて壊れなかったので

で動きますので、 ただ勝手に押し引きしているだ すけれども、これは耳目1:11もあって、完全に城す気

12 



はありませんでした。その後でも う一度実験を し

まして、いろいろな形で破壊の性状も制べました。

この模型をつく った会社は、一条工務附といって、

故近、テレビでもこれを使った仏・告をやっている

らしいです。私はみたことないのですが、家族が

みたといっていました。

研究成果の実用性と
次世代技術・学術への貢献

-構造物破寝過程解明の重要データの取得

.より高度で合理的な設計法開発

スライド36

・既存構造物の耐震評価・補強技術の開発・高度化

-三次元シミュレーション解析手法開発

-実験の公開、マスコミ報道により、耐震繍強の

必要性の国民へのアピール

こういうことをやってイ可カfわかるか。さきほど

からrpし上げているとおりですが、上の4項目は

必然のことでして、私は一帯以後の部分が非常に

大切だと思っています。例えば、兵庫県などは神

戸の地誌の後でお金の補助のHilJ肢をいろいろつく

って、木造の家出を補強してくださいと県民に訴

えかけてもなかなか進まない。こういう実験施設

で本当に物が壊れるところをみせることが、いか

に効県があるかという ことをlltLのブjは大変に強制

しておられました。実験の公Bf.Jをいたしますと、

たくさんの方が見に来てくださいます。大体一つ

の実験に 1.000人ぐらいのブjが見に来てください

ます。専門家はその中の100人とか150人で、 一

般のブjに来ていただいておりますし、それから、

マスコミが報道 してくれます。

Eーデイ フェンスのマスコミ報道は、昨年1年

IIIJで広告換算で約20億円で した。我々 、 いつも

そういった数他をプロ に頼んで調べてもらうので

す。一体とずれに何分ぐらいlI'rて、どういうものだ

と幾らかというのを調べてもらいますが、結構詐

しくやって くれます。新聞ですと、 00新聞の第

何而にどれぐらいの大きさで色がついているか、

ついていないかと淵べてくれます。テレビですと、

ゴールデンタイムのニュースで何分放映されたか

が非'市にil.6く許制liされます。

ですから、_I..のIILIつは当然のこととして、以後

の耐 í~~*MITlの必要性を国民にアピールするという

ことは、非常に大切だと考えてお ります。

地認のことばかり話したので、地足以外のプロ

スライド37

地震以外のプロジェクト研究

火山災害、気象災害、土砂災害等の
災害対策に関する研究開発

-火山噴火

-雪氷災害

-豪雨による土砂災害

-災害に強い社会システム

-全球水文モデルを使った災害予測

-風水害防災情報支援システム
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のi1iiU立をiWJる器械で、今は4波長、 5波長と古い

てありますが、ほほでき上がっている最新のもの

は、この数十倍に当たる波長でいろいろな特性を

制べることができるようになっております。一番

の川姐は、飛行機を借りなければいけないのでお

金がかかるのと、お天気が悪いとうまくいかない

ということ。これも111]地でして、飛行機を仙-りて

飛行場にi泣いたままずっと雨に|咋られ、お金ばか

りかかったということが実際にありました。

火111の活動というのは特殊な地震の活動に|則辿

していることがわかっておりま して、低周波の地

長前動というのが火山の下で、起こる。これは、

1980年から2000!.1三前後まで、の75士山の下で起こ

った低阿波地以活動の推移です。どこが1990年

か、 2000!.1::かよくみえないのですけれども、

2000年前後に非'itに活発化して心配いたしまし

たが、 一番上のところで大体もとの角度に戻って

おります。それ以降は特に低1，'iJi皮地以前動が~iÎtい

ということはなくて、大きな心配はないという見

方であります。

'~7J(JK~I;-に|剥しても、我々、当国に住んでいな

い者はIf!i艇から部ちるとか、原根から雪が|咋って

くるとか、新聞によく mることしか知りませんけ

れども、 言、国の}]"にlifJきますと、 一番大きなIIIJ題

ジェクトも当然話さなければいけない。私どもの

独立行政法人防災科学技術研究所でもいろいろや

っておりますし、日本を襲う災害は、もちろん地

24だけではありません。今年はH百和38年の雪氷

災害以来、初めての非'itに大きな当氷災25があり

ましたし、火山l噴火は三宅島以来、そんなに大き

いものはありませんが、日本は火山噴火もあちこ

ちで起こっております。豪雨による土砂災害とか

風水害の被害は毎年のようにどこかで起こってお

ります。そういったものに対して、 ljiに榔造物を

~g! くするだけではなくて社会システムとしてどう

対応するか。やや中・長期的に考えてiffitl暖化とか、

そういう地球全体の変化をもとに一体災害はふえ

るのだろうか、減るのだろうかという ことも今で

は非常に大切な研究の課題になっております。

火山l噴火の予知!も大切です。地，_;Sよりは起こる

ところがある税度見当がついているだけまだまし

ですが、それでも難しいところがございます。三

宅島のときには非常に早いl時点でI~'t火の可能性を

指摘することができましたが、いったん噴火が起

こってしまうと、では、いつになったら船山でき

るか。この判断が非常に難しいのが火山の問題で

す。

スライド38の左上にあるのは、飛行機で火山

スライ ド38

火山噴火の予知

低周波地震活重加地移 (1980-2002/1) 
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は道路を走っているときの吹二Eで、これが何とい

っても怖い。地IlX当が一番怖いと。

今、やらなければいけないことは、気象の間報

をもら って、それに地域の情報を力11えて、一体ど

んな雪がどの辺に|咋るか、その雪がH守川

雪氷災害の発生予測

数値気象情報

災害発生予測モデル

スライド39

スライド40

のたつ1111にどんなふうに変質していくか

を予測しながら、そういう当・であれば省

出が起こるのか、雪氷災;!?として地IlX当

を起こしやすいのかという ことを決め

て、予測のあ11栄を発表する。プロトタイ

プはできつつあります。ただし、当が|咋

るか、|咋らないかということが一番難 し

いですし、そこから地戚の気象モデルで

!当の[/11題を IYIらかにする。これ自体がも

う大問題でありますので、下の二つがう

まくいっても、上の二つがまだわからな

いというのが実情であります。

気候変動による気象・水象災害の予測

スライド40、日本では沿水というのは

余り |問題にはなりませんけれども、それ

でも尚水が大きなnr)J出になったときがあ

りました。例えば、左下の降水iitのjFの

変動をみていただきますと何年かにー

1111、非常に降水世が少ない年があります。

民'i;t気象の長JYI変動予測とか、 沿jぷ災~il~:

自然科学的評価

予測技術の開発及び災害発生要因の解明

w常気象の

長期変動評価と

推移予測

洪水・渇水災容の

長期危険度

変化予測

マルチパラメータレーダ

従来のレーダアメダス
30分間隔、2.5kmメッシュ

MPレーダ
1分間隔、 500mメッシュ
雨量計の少ない山間地で

威力を発俸

沿岸災容の

長期危険度の

変化の予iH11

71<環完売 ・水資源システ
ムの安定性卸価

スライ ド41

の予illll、|冷水1止と含めて水環境、特に水

資源の安定性の許制liは、 11本では大変大

切なことになっております。 H本でなく

ても大切です。

スライド41、これも比較的新しい装位

ですけれども、マルチパラメータレーダ

というレー ダがあります。ニ汗通はせいぜ

い一方lilJだけの偏波しか位わないのです

が、これはj，'げ(Jて方IrlJの1Mj!Jiを使います。

そうすると、降っている雨粒といいますか、水の

i'{r:がhlli 、 I ~かどうかということもわかります。 もち

ろん通'市のレーダアメダスでも、こっちにrrlJかっ

ているか、 iiIのいているかということはあるれ皮

わかりますが、そういったことが非'出・にいい村山

で、わかってまいります。現夜、レーダアメダスは

30分1111隔で2.5キロメートルメッシュですが、今、

試験的に設置しておりますマルチパラメ ータレー

ダは1分1111隔、500メーターメッシュで記鍬を保

り続けます。
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スライ ド42、 同じJY川u 、 同じ時I:u ;~ri に阿方でと すし、これが集'1'豪雨みたいなものと非常に関係

るとどれぐらい追ってくるか。大体の傾向が似て しますから、特に色の白っぽいといいますか、集

いるのは当然ですが、雨が降る場所の筋みたいな rl~'豪雨みたいなものを予測 しようとすると、こう

ものは有の図の方が圧倒的にきちんと出ておりま いったものが実際に必要になってまいります。

スライド42

レーダアメダス

-80・60-40 -20 0 20 40 60 80 
X(l:m) 

MPレーダ

円
-

R
H

』
V

〉

スライド43

災害に強い社会システム
圃同・喫回限引r.m胃明日，.豆諸..-・~f_-' :I'!"::.Jo.

川f......例咽'・a・‘ 岨・Lr・‘..・同r"...・マ川崎

防災から減災へ

J、ード対策からソフト対策へ

ダムづくりばかりが洪水対策ではない。

住民が参加して客観的な災害のリスクを
評価し、必要な意思決定を行う。

且
防災対策決定支援

システムの開発

16 
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伊豆半島のつけ縦あたりにmがたくさん|係った

ところがありますが、こういうところは地形的に

も当然集中豪雨で土砂崩れが起こりやすいところ

ですから、土砂災害の可能性はlhjいわけで、 j血付}

りのデータと MPレーダのデータを組み合わせる

ことで、実l時rII¥Jでゴ:砂災害を予測することが将米

的には可能になるとιlっております。ただし、今

のところMPレーダというのは数が少なくて、

例しかないのでとてもできませんが、大体-fhぐ

らいあれば|剥東地域はカバーできます。ですから、

そんなに数はなくてもカバーできるわけで、ある

l時期、 レーダの更新JYJが来たときに、 MPレーダ

に更新すべきだという方向でiHJi取りができれば

そんなに離しい川姐ではないと思っております。

スライド43、これがどちらかというとソフ トっ

ぽい研究の例で、例えば、私も l二木工学の卒業で・

すが、洪水対策というとダムをつくろうというこ

とにほぼ尽きていたわけですが、当然ダムをつく

るばかりが洪水の対策ではございません。そうな

ると、そこに住んでいる人たちが参加して、許制

的な災1;:の リ スクを自分たちで元I'fd li して 、 I~I 分た

ちでむ〈忠の決定を行うということが大切になって

きます。ある程度の氾肢は受科するというのも F

つの解決であります。それに対して、そういうこ

とができるようなシステムに到達するための手伝

いをすることも非7tに大切になってき て、そのた

めのシステムをつくろうということも行われてお

ります。

スライ ドとしては以後になりますが、スマトラ

でiiltr，此が起こった後で、アジア ・太平洋 ・インド

洋地域における地ぷとか火山の研究観測網の桃築

ということが打ちmされました。残念ながら、あ

まりきちんとしたものは整備できませんでしたけ

れども、それでも今、日本はこの*1院は外凶と協

力しながら観測制もも っております。もっとふや

すべきだという立見もありますし、この程度で十

分だという意見もあります。あのj血ぷの後ではド

イツとか"1岡が、ともかく地2ミ訂-を、うちのブJカf

-fîでもたくさんit'"1~ くぞという I~I際競争がスター

トしましたが、そういった競争ιこ余り巻き込まれ

る必民もないというよL方もあるかもしれません。

在、が・番大切だと思いますのは、ああいう災科

が起こってから、それでは協力するかとか、我が

回も J血j}~計をたくさん山 しましょうということを

いつでもなかなか難しい。そういうときに成県を

上げようとしますと、常時どういう協力体制で制

スライ ド44

アジア・太平洋・インド洋地域における

国際地震・火山研究観測網の構築

現状
O観測点が少ない
Oデータは方フライン
0研究者 ・妓術者が不足

高修業内容
O研究観測網を展開

(広裕l或地震計約130箇所等〉
O陸上データをオンラインで収集
。観測データの国限的共有〉
0途上国との共同研究、

手立青 ・研修機会の促供

効果
O地震発笠メカニズムの解明
0地震 -on火 ・津波予測の迅速化、

高椅度{じ

O国内の震源情報、津波予測の
籾皮肉上

0関係i也l或の人材育成

-40・Rー 」
ω-ω100'  120' 

ロ圃 新i量級潤点{予定)

‘ 既存観測点

... 短周期総測点

d‘ 

白 河骨強観潤点

目 既存1lIl!点{新規デ-$>交検)

印.

40' 

20' 

O' 

-20' 

.40' 
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究をしているかが非常に重要になります。実際、

地震の後で、ある会議でインドネシアに参りまし

たが、そこで若い人たちが向こうの研究者と一緒

に自分たちが設置した機械をずっと面倒をみなが

ら、何ヵ月かに一回、行っては一緒に働くという

そうで難しいのが4番です。研究者というのはあ

まり自由に話さない。あまり風通しもよくないの

です。大した数の人聞がいるわけでもないのに、

風通しがよくないということがあり、こういうこ

とは研究機関を運営していく上では非常に大切だ

体制をつくってきたわけですが、そういうことが と思っております。

一番大切で、あって、地震、津波が起こったから機

材だけをどーんと送れば何とかなるというもので

はないという気がいたします。

防災科学技術研究所理事長方針

(1) 基礎研究で世界をリード、

プロジヱクト研究で社会に貢献

(2) 新しい課題への棋戦、

自然災害情報の世界への発信

(3) 国肉外の研究者、研究機関との

協力・連鵠の推進

(4) 自由に話せる、風通しの良い研究環境

(5) 研究を第ーに考えた迅速な事務体制

スライド45

スライド46

防災科学技術研究所の行動目標
(平成15年4月1日)

(1 )世界ーの自然災害研究の場を目指す

(2)より働きやすい研究環境をつくる

(3)Eーディフェンスを成功させる

しばらく独立行政法人として動き出してから、

それでは少し具体的に何か書こうかと、その中で

もこの三つだけは何とかしようと。

私は、防災科学技術研究所という独立行政法人

は世界ーの自然災害研究の場になり得ると，思って

おります。少し規模が小さいですし、多少研究者

が遠慮がちなところはありますけれども、皆さん

非常に優秀ですし、その可能性は非常に高いと思

最後に、多少自分たちのことですけれども、防 っております。ただし、風通しのいい、働きやす

災科学技術研究所は5年前に独立行政法人になり い研究環境というのは、言うは易くて、なかなか

ました。 実現は難しいところがあります。さっきいいまし

理事長の方針というのを5つ挙げました。これ たが、 Eーデイフェンスを成功させる。

は、きょうここに来ておられます早山理事が、こ

ういうものは絶対つくるべきだといわれて、私が

鉛筆なめなめつくった理事長方針ですが、 7つ、

8つでは多いから5つがいいというので5つにしま

した。 5つにしたせいで、関係のないものが一つ

に押し込められているのもあるのですが、それが

どれかはいいですけれども……。

私は、国のこういう機関というのは、プロジェ

クト研究で社会に貢献することが非常に大切だと

思っております。これなしで、大きなお金をもら

って大学と同じことをやっていたのでは意味がな

い。もちろん、その中で基礎研究をする人たちが

いて、基礎研究で世界をリードするのは必要です

けれども、プロジ、ェクト研究が一番大切だと思っ

ております。

このような研究機関を運営していく上で、簡単

18 

スライド46a

防災科研は
世界一の自然災害研究の場を目指す

.他の研究機関には無い研究施設や装置を
利用した研究
例)地震観測網、r&Pレーダ、雪氷防災実験練等

-組織的な取り組みを必要とする研究
倒)地震動予測地図、地すベり地形分布図 等

なぜかというと、世界ーの自然災害研究の場を

目指そうとすると、これだけではありませんが、

どこにもない研究施設や装置をもつことが非常に

大切です。その一つが、ここには書いていません

がEーデイフェンスであります。

Eーデイフェンスの成功というのは、防災科学

へ

へ



スライド46b

Eーディフェンスの成功

• r世界ーの自然災害研究の場Jを目指すため

には、「どこにも負けないj分野・施設を持つことが必

要

-耐震工学研究分野で世界をリードしていくため、 E一
ディフェンスの成功が不可欠

翫h
技術研究所のような1:1 本の 11' ・小規般の研究機I~J

が、どこにも負けない研究機関になるためにはど

うしても必史ーだと，也ってお りますし、特にi耐震工

学研究分野での世界をリードしていくことを考え

ると、その成功は不可欠だと思っております。

ちょっと実験の様子をおみせいたします。数分

にまとまっていると思います。(以下VTR省略)

これは、手前が補強してないもの、拠が補強し

であるもの、どちらも壊れるかもしれない。もし

かすると補強しである方が先に壊れてしまうかも

しれないといわれて、冷や冷やしながら尖験しま

した。

，w，にM行人と並んでいるのは全部見学者でござ

います。

ちょっと大きいIlhi而がないのですけれども次は

鉄筋コンクリートで、下のお側が51軒、プr:~lIJ が2

|情の室内でございます。それをみていただきたい

と思います。

被害はドの|措の方が大きいのですけれども、実

|探に家具の転倒といったものは、 l惜の111jいところ

で大きな被告が11¥ている ことがわかり ます。

次は、柱に注目して被害をみます。

この辺の柱をみていただきたし、。これがすべて

新しい発見かといわれるとちょっと困 るのです

が、要するに、これだけの被詐のプロセスを目の

前でみたことは点門家もないのです。地反が起こ

ってしまって全部が済んだ後で、起こるべき被引

が全書111巴こった後で、行って調査する。これはたく

さんの人がやっていますが、十j'lj造物のどの部分か

ら被害が起こって、それがどんなふうに波及しな

がら、とsの音11分で:'11立後は耐えるということをJlln帯

にみていくのは、 ら4;は ~1j.J" J家といえどもやったこ

とがないのです。これは相当な被害を受けました。

これ以上、もう稲すりたくなかったのですけれ

ども、新聞記者のブiが来られるというので何 とか

括することにしました(笑戸)。担当者は、もう

揺すりたくないといったのですが、本物の地以の

6割に力を減らして実際に掃すったそうです。私

はそれに行きませんでしたが、さらに柱がも っと

ひとεい被引を受けて、多少JJfを冷やしたようでご

ざいます。

以J土上で、きようの私の訴を終わりにしたいと)

います。この実験装i世丘は、 これからが使っていく

山場ですし、これだけのものを使っていくために

は、産業界を含めてたくさんの方の協力が必要で

す。ぜひともご協力をいただきたいということを

お願いして、私の訴を終わります。どうもありが

とうございました(拍手)。

司会 ありがとうございました。

我々が11常生前で、いつ起きるかわからないと

いった地以、 雪氷被害、あるいは土砂崩れという

ものに対しての予知、予報と いう技術の大変な進

歩、進みぐあいを、大変丁停にご解説いただきま

してありがとう存じました。

時111]が迫ってはいるのですが、どうしてもここ

でnllrJをしたいという方がおられましたら一つ、

二つ、よろしゅうございますか。

片山 はい。あちらにおられる早山血事に符え

てもらった方がいいような部分もあり ますが。

森英夫 この111]、原子力発屯所の裁判ではガル

で議論されておられたのですが、今のお話はガル

は必ずしも話題にされてないとおっしゃったの

で、どういうふうに したらよいのかというのを…

。

片 山 これは訊・せば難しいことになるのですけ

れども、 alli的にも関係してまいりますが、構造物

が壊れるか、壊れないかというのは、必ずしも単
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純に加速度の大きさだけでは決まらない。

一番よく行われる設計の方法というのは、構造

物にあるレベルの加速度をスタティックにかけ

る。そして、その加速度に対して壊れるか、壊れ

ないかということを確認するわけですが、実際に

下から来る揺れはそんな単純なものではありませ

んから、ある場合には非常に速い揺れが来るかも

しれませんし、ある場合にはゆったりした揺れが

来るかもしれませんo それに従って上の構造物が

同じように揺れるかどうか、同じような性質をも

っているかどうかで全然違います。ですから、高

い加速度というのはあるレベルまでは必要ですけ

れども、エネルギーが物を壊すということを考え

ますと、速度というのは非常に大切なものだと思

います。

ですが、今、お示ししたように神戸の地震レベ

ルの最大加速度は十分再現しておりますので、そ

ういう意味では加速度が小さいということではな

くて、十分大きなレベルの加速度をもちながら、

しかも大きな変位とか一変位は大きいといったっ

てたかが知れていますが、プラスマイナスlメー

20 

トルですが、大きな速度をもっということが、物

を壊すという意味では非常に大切だとお考えいた

だければ。あまりうまく説明できなかったのでは

ないかと思いますが、済みません。

森 どうもありがとうございます。

武見健二 非常に幼稚な質問で恐縮ですが、アメ

リカはすごい竜巻がありますが、我が国を襲う代

表的な自然災害の中に竜巻の例はないですか。

片山 ありますが、アメリカのように人が何十

人も死ぬとか、家が吹っ飛ぶとか、車がはるか向

こうに行ってしまうような竜巻はありません。せ

いぜい数戸の屋根が飛ばされたとかいうぐらいで

す。本当は書いておいた方がよかったかもしれま

せんね。

司会 まだ質問をおもちの方がありましたら懇

親会の方で続けていただくとありがたいと思いま

す。

それでは、先生のご講演に対して、もう一度、

拍手をお願いします。(拍手)

これで特別講演会を終わります。

へ

へ
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