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高知県地震防災研究会・２０１２年度技術発表会 

日時：平成２４年７月２１日（土）１３：３０～１６：５２ 

場所：高知県建設会館４階ホール 

主催：土木学会四国支部・高知県地震防災研究会、（社）高知

県土木施工管理技士会 

後援：高知新聞社、ＲＫＣ高知放送、ＫＵＴＶテレビ高知、

ＫＳＳさんさんテレビ、ＮＨＫ高知放送局  

プログラム： 

13:20～13:25 開会挨拶 

 高知県地震防災研究会 会長 吉川正昭 

13:26～15:29 新想定と次の南海地震への備え 

        独立行政法人 海洋研究開発機構 リーディングプロジェクト 

 地震津波・防災研究プロジェクト プロジェクトリーダー 金田善行（理学博士） 

15:29～15:35 休憩 

15:35～16:08 地震予知その４（東北地方太平洋沖地震は予知でいていた？） 

 ○（株）第一コンサルタンツ 中村和弘（技術士） 

       （株）第一コンサルタンツ 関山雅彦（技術士） 

       （株）第一コンサルタンツ 北澤聖司（技術士） 

16:08～16:26 コンサルタント業におけるＢＣＰ策定について 

      ○（株）サン土木コンサルタント 大野将志 

       （株）サン土木コンサルタント 和田達夫（技術士） 

       （株）サン土木コンサルタント 坂井 陽 

       （株）サン土木コンサルタント 沖 克也 

16:26～16:51 原発耐震（ｐａｒｔ２）－放射能は大丈夫－ 

 高知県地震防災研究会 会長 吉川正昭（工学博士・技術士） 

16:51～16:52 閉会挨拶 

        高知県地震防災研究会 事務局長 小川 修（技術士） 

 

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               

・Ｍ９は起きないと地震の専門家から言われていたが、それが起きてしまった。地震列島の日本

にすんでいるので、地震が襲ってくることはわかっているのですが、工学的判断として、免震、

制震、耐震をやってきた。これはこれまでの地震が少ないなかで（計画や設計を）やってきた。 

・本日は２回目となるが、海洋研のＤＯＮＥＴを計画、構築した金田さんに来ていただいた。 

・南海地震が１５０年おきに、宮城県沖地震が５０年おきに、ほぼ同じところで起きている。 

・○○先生が、凝結帯があって、アスペリティのモデルがあって、ズルズル滑っていて、何年お

きかに滑っているというのは、このようなモデルはパットしないのではと私は思っているのだ

が、金田さんはどう考えるか。 
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・１．５ヘルツほどの地震動、キラーパルスが少なく、建物に被害が少なかった。しかし、原子

力では高振動の揺れが怖いので、これを質問したい。 

・予知の話をうかがいたい。 

・和田さんから、ＢＣＰ、ＢＣＭ 地震後にすぐに対応できる体制を

作っておくことが大事。この話を。 

・私からは、メルトダウン なぜこのようなことが起きてしまったの

かつっこんでみたい。 

・本会は、難しいことを優しく、優しいことを丁寧に説明することに日頃から気をつけているの

で、よろしくお願いします。 

 

13:26～15:25 新想定と次の南海地震への備え                        

○講師：独立行政法人 海洋研究開発機構 リーディングプロジェクト 地震津波・防災研究プロ

ジェクト プロジェクトリーダー 金田善行（理学博士） 

○プロフィールなど 

・黒潮町で３４．３ｍといった津波の想定を発表した会の委員もやられている。 

・今日は、お話しを９０分間、質問の時間を３０分間と思っている。 

 

＜東日本大震災実態＞ 

○東日本大震災の地震の大きさ 

・Ｍ４は１ｋｍぐらいの断層が５ｃｍ、Ｍ８だと１００ｋｍぐらいの断層が５ｍ、Ｍ９だと５０

０ｋｍの断層が平均して２０ｍほど動いた。 

 

○地震の揺れ 

・きわめて強い地震動 ３０００ガル 

・短周期の地震道は減衰が激しいので、遠くには到達しない。これに対して長周期の地震道は減

衰が小さいので、遠くでも被害が生じる。 

 

＜ＪＡＭＳＴＥＣによる緊急調査＞ 

○海底で起こった現象 

・太平洋プレートはほとんど動いておらず、北アメリカプレートが５０ｍほど動いている。 

・日本海溝あたり 

・しんかい６５００による調査 スロウリ貝が居た。亀裂が発生し、湧出物があるからだろう。 

 

＜見えてきた課題＞ 

・複合災害 地震、津波、火災、液状化、 

・液状化の厳しさは、１年たっても復旧・復興されていないこと。地盤のレベルが変わってしま

ったので、どこに合わせればいいのかが決まらない、地盤改良には莫大な費用がかかってしま

う。 
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・南海トラフは３～５分間 それ以上の揺れが続くことが想定される。軟らかい地盤が厚く堆積

しているので、揺れが長く続きやすい。 

・長周期地震動 大阪でも観測され、エレベーターに被害があった。 

 

・広域複合災害 地震動、地盤沈降、液状化、津波、倒壊、津波火災、漂流物 

・東日本大震災では倒壊物、漂流物による被害の拡大など、地震・津波の直接被害以外にも、多

くの複合被害が発生 

・２次的な被害、撤去の問題 

 

○東日本大震災と阪神淡路大震災の比較 

・東日本大震災では約２万人の死者・行方不明者と６千人の負傷者。 

・阪神淡路大震災では構造物被害による６千人の死者と４万４千人の負傷者。 

・東日本大震災では、津波がキーワードとなっているが、南海トラフでは、津波と建物被害の複

合となる。 

 

○ＤＯＮＥＴによる沖合津波波形と沿岸波高 

・浸水がどこまであるのか、津波の波力はどれほどか、それがわからないと対策できない。 

・ＤＯＮＥＴが津波を記録 沖合の津波が沿岸では３～４倍の波高となっている。 

・１５分ぐらい前に津波の実態を把握することができた。 

 

＜南海への備え＞ 

○南海トラフで発生する巨大地震 

・南海トラフとは、東海沖から宮崎までを指している。 

・これまでの南海地震は、１６０５年慶長地震、１７０７年宝永地震、１８５４年安政地震、１

９４６年昭和南海地震、いずれも同じ発生パターンではない。 

・昭和南海地震は、これまでのこの地方の地震の中では極端に小さい。 

・宝永地震は連動地震で、これまでは、我が国で最大の規模の地震と考えられていた。 

・２０時間以上も津波が継続する 

・宝永、安政など、地震によって、必ずしも津波の大小関係が一定ではない。 

・敵の姿を知るために、素性調査を行っている。 

・歴史津波の痕跡 龍神池 大分県佐伯市 日向灘まで滑ったと考えないと、ここまでの津波が

発生しない。 

・津波石 岩をここまで押し上げるには、津波の流速が４～８ｍ／ｓ必要。 ８ｍ／ｓの速度と

は、１００ｍを１２．５秒で走る全力疾走の早さ。 

 

○第二期（ＤＯＮＥＴ２）計画 

・ＤＯＮＥＴ２ 海洋町と室戸にケーブルをあげる ３４カ所の観測網 

・Ｐ波だと５秒間 Ｓ波だと１０秒間ぐらい前に観測できる。 
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・津波については５～１０分間ぐらい前に観測できる。 

・振り切れない強震記録をとる。 

・期待される地殻変動観測データ はがれ が観測できることが期待される 

・海域における観測地点はまだ少ない。特に、地震発生が懸念される南海トラフに。 

 

＜シミュレーション＞ 

・データ同化実験 

・南海トラフによる巨大地震津波シミュレーション 今村文彦（東北大学） 

・免震構造であっても、地震動が長時間にわたることで影響、被害がでる可能性がある。 

・南海トラフの地震は長周期と短周期の両方の地震動がくる。 

・リアルタイム情報発信 早く逃げる それには早く伝える。 

 

＜新想定と１０ｍメッシュの津波被害想定＞ 

・１１ケース これで全てではないが、代表的なもの。 

・次に起きる南海地震ではなく、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大地震・津波を検討。 

・決して南海トラフ沿いにおいて次に起こる地震・津波を予測して検討したものではない。 

・次が最大級となるとは思わない。最大級の地滑りを起こさせるような種が見えない。 

 

＜まとめ：今後の減災に向けて＞ 

○重要なポイント 

・海溝型巨大地震災害：地震・津波災害 

・１０ｍ以上ではなく、２ｍを超える津波で甚大な被害が発生する。 

・二次災害：液状化、漂流物被害、火災、長期孤立化 

・災害を最小限に → 早期回復が可能 

・内陸誘発地震も視野に 

・発災時の情報発信と適切な行動 

・被害状況の把握にはシミュレーションの活用も 

・減災意識の向上、応用防災教育 

・レベル１とはどう考えたらいいのか。１００年級の地震津波対策が喫緊の課題 

 

15:01～15:29 質疑  

吉川Ｑ：あんまり地中でひっつくこともないと思うのだが。 

金田Ａ：不均質で、スピードも異なり、南海トラフを見ても、東海側と南海側では動いているスピ

ードが違う。固着度が違うので、一部は引きずられて滑っていたり、そのまわりは引きずられ

ていなかったりする。 

吉川Ｑ：水があってしずみ込んでいく。水が水素と酸素など、核融合や核分裂のような・・・ 

  地球のサイズが６０００キロあるなかで数十キロの表層のこと、貧乏揺すりが地震ではないか。

聴診器をあてたことから、状態を診ているようなことではないか。 
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金田Ａ：間隙水圧 どこかが動くと間隙水圧が変化し、滑りやすくなり、また、柔らかいところが

あると滑ることが連続しなくなる。そこで、破壊が起こりやすい領域がある。 

  キラーパルス ５００ｋｍ×２００ｋｍが一様に破壊するわけではない。東日本大震災では、

１ヘルツや２ヘルツが卓越することがなかった。 

吉川Ｑ：私も茨城県にいたが、あそこはＭ７ぐらいまでで８は起きないといわれていた。なぜ、１

ヘルツあたりの地震動が起きなかったのか。 

金田Ａ：   南海トラフは、長周期と短周期の両方がくるだろう。 

 

男性Ｑ：レベル１の津波の話をしていただいた。レベル１の設定についての国の考えが早く出るこ

とを期待しているが、いつ頃になるか。 

金田Ａ：個人的な感想だが、８月中には何とかでるのかなぁと思う。 

  ２００３年の中央防災会議の評価が頓挫するわけではなく、これをレベル１にしろとの議論が

あるし、これに幅を考えろとの議論がある。 

  ３．３１で公表した地震動は、どれほどの蓄積エネルギーを放出したかをふまえてエネルギー

効果量を４メガパスカルト仮定した結果。 

 

男性Ｑ：南海地震単独で起きた場合、８．２という数字があるが、モーメントマグニチュードは８．

４。気象庁マグニチュードとモーメントマグニチュードをごっちゃにして表現されていないか。 

金田Ａ：短周期の強震動の場合には気象庁マグニチュードを使うことがあるが、我々はモーメント

マグニチュードで表現している。気象庁マグニチュードで８．４としても、モーメントマグニ

チュードは大きくも、小さくもあるだろう。 

男性Ｑ：室戸沖の海山は富士山の何十倍のボリュームということだが、 

金田Ａ：強震動生成域 過去の地震で、あの地域が動いたという解析結果はある。 

 

男性Ｑ：東北大震災で自然災害のすごさをまざまざと見せつけられた。免震構造がかえって揺れる

こともあると紹介いただいた。スカイツリー いろいろな構造物を作る場合の歯止めの議論が

出ているのか出ていないのか。 

金田Ａ：これは国交省の防災ヘリ「みちのく号」の空撮映像だが、３．１１で超高層ビルの免震の

施設がかなりダメージを受けている。免震装置は余震などで２発目が来たときにどこまでがん

ばりきれるか、５分や１０分間揺れるような経験を今まではできていない。シミュレーション

なども使いながら検証する必要がある。１５時２３分には仙台空港はヘリが飛べた、仙台市内

は車が渋滞している。津波火災も起きている。 

 

男性Ｑ：３．１１の公表結果については、本日の講演会で説明いただいたように、起きうる最大規

模を検討したものであり、次に起きる南海地震というわけではないことは、本日の会に参加し

たようなエンジニアには理解されているが、行政や住民はそうはなっていない。これはマスコ

ミの報道の仕方によるものもあると思うが、次回の公表にあたっては、公表の仕方を工夫しよ

うといった検討がなされていれば、紹介いただけないか。 
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金田Ａ：内閣府でも３．３１のあと、いろいろなところから反響があったようです。どう発表する

かは内閣府で、私たちは被害想定を検討する立場ですが、黒潮町で３４．４ｍという数字が出

たが、黒潮町全体が３４．４ｍになるわけではなく、少しはずれた一部のところだけ。また、

次に起きる南海地震がこれというわけではなく、起きうる最大のものがどれほどかを示したも

の。このような事態も起きうることを念頭に置きながら、１００年に一度起きるような地震津

波への対策を着実に進めていくことが大切。この数字であきらめてしまい、対策をしなくなっ

てしまっては、公表した意味がない。次の公表についての質問で８月頃ではと答えたが、１０

ｍメッシュの解析値を出すときには少しずつ説明をしながら公表するのではないか。 

 

15:29～15:35 休憩  

 

15:35～16:08 地震予知その４（東北地方太平洋沖地震は予知でいていた？）          

○講師:（株）第一コンサルタンツ 中村和弘（技術士） 

○東北地方太平洋沖地震からの推察（長期予測） 

・貞観自身（８６９年発生） → １８年後仁和地震発生 

・東北地方太平洋沖地震（２０１１年） → ２０２９年？ 南海地震 

 

○次の南海地震は連動型の巨大地震？ 

・産総研の宍倉正展氏は海面付近に生息するヤッコウカンザシの遺骸群集の痕跡から次のように

発生間隔を割り出した。 

  通常型タイプの地震発生間隔は １００～１５０年 

  連動型タイプの地震発生間隔は ４００～６００年 

・連動型タイプの地震 

  仁和地震   ８８７年 
                  ４７４年 
  正平地震  １３６１年 
                  ３４６年 
  宝永地震  １７０７年 

・宝永地震から現在まで３００年余り経た今、早ければ連動型巨大地震の可能性がある 

 

○大気イオン濃度測定による地震予知 

 

○南海地震の宏観異常現象 「南海地震は予知出来る 中村不二夫著」より引用 

①異常潮位：宇佐など地盤隆起による引き潮 

②井戸水の変調：種崎、宇佐、須崎市などの井戸枯れ 

③海水汚濁：宇佐、徳島県美波町 

④異常発生現象：四国南海岸一円、空が真っ赤になっていた 

⑤地震直前の地鳴り：黒潮町、土佐清水、種崎、室戸市 

⑥地震前の暖気：数日前から異常に暑かった。 
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○自己責任による地震予知と避難行動 

・短期予知が可能と言われているのが「東海地震」である。 

・しかし、1 日あたり７，５００億円の経済損失があると言われている状況で、空振りのリスク

を抱えている「地震警報」を出すことが出来るだろうか。 

・ついては、自分で地震予知を行い、避難などの対処を自己責任により行い、空振りであれば、

「地震が来なくて良かった」と受けとめればよい。 

 

16:08～16:26 コンサルタント業におけるＢＣＰ策定について                 

○講師：（株）サン土木コンサルタント 大野将志 

○事業継続の考え方 

・欧米：原因となる災害・リスクの種類を問わず事業継続を重視し備える テロや火災も含む 

・日本：災害想定をまず行って、その災害を前提に対策を講じている 

 

○事業継続と共に求めるもの 

①生命の安全確保 

②二次災害の防止：重要な業務システムの保持や施工中物件の早期再開と品質管理 

③地域貢献・地域との共生：一般的なこととして援助金、敷地・物資の提供がある。技術者の派

遣、ボランティア活動など企業の特色を活かしたサポートが望まれる。 

 

○日本におけるＢＣＰの特徴 

・諸外国と比べて、地震や風水害が多く、広い範囲で被害をもたらす。 

・災害対応 → 地元地域や他企業と協調した取り組み 

        企業の地域貢献への期待が高くなる 

        過去の災害時には、商品の供給等における同業者との連携 

 

○建設コンサルタントとは 

・社会資本整備に関するプロジェクト（道路・橋梁・建物等）の調査、計画、設計業務を中心に

官公庁や民間企業を顧客としてコンサルティングを行う業者。 

 

○災害発生時の対応 

・地震や津波、風水害等の災害で土木構造物に影響が出た場合、復旧・復興を優先し取り組まな

ければならない。 

   ↓ 

・被災状況の把握や復旧・復興について具体的提案が速やかに行える体制を整えることが重要 

 

○建設コンサルタントが行うべき事 

・データのバックアップ 

  顧客とのやり取り（電子メール、協議資料など） 
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  過去業務の成果品 

  仕様書、参考書等 

・ネットワークに繋がったパソコン、調査機器 

  パソコンや調査機器のレンタル先を構えることも一つの方法としてあげられるが、大規模な

被害を想定した際、他県の業者と連携を結び、災害時に人員を移動させることで離れた場所で

も平時に近い状態で事業継続を行うことが可能である。 

 

○災害発生時に考えられる新たな事業 

・避難所施設のコーディネイト（環境づくり） 

・ライフラインの復旧状況に合わせて、多くの人が寝食を共にするための生活環境を整えるなど、

より快適で安全な避難所をマネジメントするのも建設コンサルタントにとって大きな役割と思

われる。 

 

16:26～16:51 原発耐震（ｐａｒｔ２）－放射能は大丈夫－                  

○講師: 高知県地震防災研究会 会長 吉川正昭（工学博士・技術士） 

・強い揺れは短周期でキラーパルスと呼ばれる。霧笛のような長周期成分は遠方まで届き、被害

を起こさせた。 

・超高層を作る地盤は軟弱な地盤に作ってはいけない。軟弱な地盤では長周期の地震動が増幅さ

れる。 

 

・ｐａｒｔ２になるが、原子力の問題。 

・私たちが日頃行っているのはニュートンの慣性力の問題。素粒子など微粒子の問題であるアイ

ンシュタインの問題は複雑。 

・これまではニュートン慣性力と、復原力のフックの問題で、単純だった。 

・しかし、原子力の問題は素粒子などのアインシュタインの世界に入ってくる。 

・放射性物質はどんなに少なくても身体の中に入れてしまうと問題である。 

 

・石炭から石油に変えたときに、多くの失業者を出したので社会補償制度を設けた。 

・オイルショックの時に、新たなエネルギー源として原子力発電を国策としてやってきた。 

・日本は敗戦の年から１０年間押さえつけられてきて、安いエネルギーを手に入れられるという

ことで原発を進めてきた。 

・減衰に「水」を使っている軽水炉がある。 

・高速増殖炉ではナトリウムを使わないといけない。この技術は、我が国が世界に提案した技術。

「もんじゅ」。 

・「ふげん」 廃炉にした原子炉 原子炉からテストピースをとり試験をやってみると、必要とし

た強度のないものがあった。施工不良である。 

・設計で想定した以上の地震を受けることが起きた。 

・地震の少ない時期に原子力発電所を設計したので、ちゃんと設計しておけば、福島第一原子力
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発電所のようなことにならなかったのではないか。アメリカはテロに対して徹底的な対策を行

っている。 

・重要な損傷は地震で起きていたのではないか。津波でやられる前に損傷は起きていたのではな

いか。 

・ダムを造らず、依存せずということで、電気をどうするということで、今、我々は電気に依存

しすぎているところがある。 

・我々も電線を切られてしまえば、終わってしまう。 

・６０億個の細胞は、放射線と同じくらいの大きさ。自分は大丈夫でも、産まれてくる子に影響

が出ることがあり、みんなでよう考えていかないかん。 

 

16:51～16:52 閉会挨拶 高知県地震防災研究会 事務局長 小川 修（技術士）        

・来年も引き津好き研究発表会を行いたい。本日参加の皆さんにお知らせしたい。 

・金田さんの資料は白黒での配布となったが、カラーの pdfデータをいただいているので、事務

局に連絡いただければメールします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海抜知～る（高知駅南口前の海抜は１．３ｍほど） 


