
日本における強震計の開発と初期の強震観測

DEVELOWENTOFSTRONG･.MOTIONACCELEROGRAPHSAND

STRONG-MOTIONOBSERMrlONSINTHEEARLYYEARSINJAMN

田中貞二

TeijiT;maka

Ahistorical reviewofstrongearthquakemotionobservations inJapan is
brieflydescribcd. First,developmentoftheSMACandtheDCtypestrong-motion
accelerographsbythe !'StrongMotionAccelerometerCommittee'' ispresented, and
sccond, thestrongmotionobservationprogramandtheactual installalionofthe
accelerographsduringthefirst lOyearsarereviewed.

KeywoF･LZF:Strong-MotionAccelerograph, Strong-MotionObservation.
強震計，強震観測

1 ．はじめに

日本における強震動の観測はSMAC型強震計が開発

され、第1号機が東京大学地震研究所に設置された

1953(昭和28)年に始まる。以来約40年の間に強震観測

を推進してきた関係各機関の努力と地方自治体や民間

諸機関の多大の協力によって、わが国における強震観

測の規模は世界でも1， 2を競うほどに大きく発展した。

一方、近年における強震観測の機器や方法の質的向

上に対する要求を背景として、強震計はSMAC型に代

表される機械式アナログ記録方式からディジタル記録

方式へと急速に改良され、また絶対時刻の刻時や遅延

回路による初動からの波形記録、テレメータシステム

による遠隔記録など、観測方法そのものの近代化も進

んできた。 この間、その初期から日本の強震観測を支

えてきたSMAC型およびDC型強震計は今なお1000台を

越える台数が存在しているものの、機器の老朽化によ

る観測停止や新機種への更新によって実働台数は急速

に減少しつつある。加えて最近では強震計記録紙の製

造停止という問題も発生するに至って､機械式強震計

はその使命を終える時が近づいていると言えよう。こ

のような時期に、 日本の強震観測を担ってきたSMAC

型およびDC型強震計の開発の歴史を正しく調べておく

ことは意義のあることと思われる。

SMAC型強震計の開発に当った「標準強震計試作試

験研究会」の議事録や関連資料のいくつかは、東京大

学地震研究所の強震計観測センター(現、地震地殻変動

観測センター、強震観測室）や建設省建築研究所に保存

されている。そこで、強震計観測センターに関わった

者の一人として、 この際わが国における強震計開発の

経緯を調べておくことにした。したがって、本報告は

SMAC型およびDC型強震計の開発当時の状況を委員会

議事録ほかの現存資料に基づいて、できる限り誤りな

く紹介することが主な目的であるが、初期の強震観測

の状況についても併せて調べたものである。

なお、本稿はさきに(株)大崎総合研究所から刊行され

た同名の研究報告[田中（1994)］の要約である。

2．強震計の開発

2.1 開発の動機

わが国における強震計開発の動機についてお詳しい

金井清先生によれば、その概要はおよそ次のようなも

のである［例えば、金井(1986)]・

『福井地震の後、 「北陸震災調査特別委員会」が学

術研究会議(学術会議の前身のようなもの)の中にでき、

米軍占領下の事情で理学、工学、農学系が一緒になっ

た一つの組織として作られた。そして、金井先生が理

学系から工学系への連絡員になっておられた。

工学系の調査団の最後の総会が東大工学部で開かれ、

土木、建築、農学の委員、関係者によって報告と討論

が行われた。そこで、建築物や土木構造物の破壊状態

などから見た地震力の推定値や、地震動のどのような

量で構造物が破壊したのか、という点が各々専門の立

場で違い、噛み合わない議論が繰り返し続けられた。

会の終わりに近い頃に、土木の沼田政矩教授が「こ

れでは地震の方にちゃんとした強震の記録をとって貰

わなければ、どうにもならない」という意味の発言を

され、金井先生がこの話を理学の会で報告された。会

のあと高橋竜太郎教授との雑談の中で「スターターを

元、東京大学地震研究所理博 FonnerlyBTheEal･thql1akeReseaI℃hlnStitute,UmvLof'Ibkyo
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た原文を参照されたい)。それによると、当初は週1回

のペースで研究会が開催され、強震計の早期開発への

熱意がうかがえる。

強震計の試作は、まず地震研究所で第1次試作（試

作の試作）を行い、試験と改良の後、明石製作所で第

2次試作を行う方針とした。そして、強震計の主要な

スペックは最初の2， 3回の会合で固まり、第1次試作

のため、以下の主要部分の設計、検討とテストが勢力

的に進められた（カッコ内は担当者） 。

].、既往の電気式スターターの長所、短所の検討、新規

設計と試作（高橋）

2． 強震計本体および紙送り装置の設計（萩原・明石)、

ガバナーの設計、試作（那須）

3． 振子各成分の他成分による影響の理論的検討（河

角） 、記録針先保持薄バネの振動性状に関する理論

的検討（金井）

4． 市販のレコード針の摩擦試験（萩原・明石）

5． 乾電池の性能、耐久性の検討（高橋）

6． スターター、起動器の振動台試験（金井）

7． 観測小屋、地震計台の設計（竹山・中川）

このほか、アメリカのStrong-motionseismogIaPhの

機械的構造部分についての討論、建設省の来年度の強

震計配置計画の審議、 9月21日に実施した公開実験の

結果改良すべき点、故障発見を容易にするための装置

の検討、文部省科学試験研究費補助金の研究報告の執

筆分担などが討議されている。また標準強震計の「研

究計画と設計」 、 「同理論」が高橋教授および河角教

授によって9月18日の地震研究所談話会で発表された。

「第一次試作強震計」の原動器や機械的起動装置は、

古い地震計の部品を使って手作りされ、よく出来た部

品から引いた製作図面を明石製作所に渡し、さらに改

良が加えられて「第二次試作強震計」に組み込まれた。

振子と記録装置については、 10数年前に開発された小

型の航空機用の加速度計、 「石本・萩原加速度計」 ［萩

原(1937)]を原型として新たに設計された。

つけて、大きい地震が来ても壊れないような地震計を

作らなければいけないな」という話になり、お二人で

その目的の地震計の大体の構想を話し合われた。

その1ヶ月ほど後（昭和25年5月頃）当時、新宿百

人町にあった建設省建築研究所で実大試験家屋の振動

試験用に開発した49型大型起振機の試運転があり、そ

の見学会の場で上記の高橋先生との話を金井先生が披

露されたところ、 「ぜひ強震計を作るべきだ」という

ことになり、武藤清先生をはじめ何人かの方々と具体

的な相談をされた。 』という。

2.2 SMAC型強震計の開発

2.2.1 開発研究費

開発研究費の獲得にあたっては文部省との交渉など

で武藤清先生がたいへん尽力され[武藤(1975)]，結局、

研究課題を「標準強震計の試作」 、主任研究者を高橋

竜太郎教授、分担研究者は那須信治、萩原尊礼、河角

広、金井清、武藤清の諸先生と、明石製作所の明石和

彦社長を加え、昭和26年度の文部省科学試験研究費補

助金を地震研究所から申請した。研究経費の申請額は、

「強震計二様式各一組」の試作費が435万円、消耗品

費、その他の経費を含めた申請総額は450万円であっ

た。その結果、試験研究審査会から「強震計試作計画

の二様式各一組のうち一様式一組の試作に止める」と

の査定があり、昭和26年2月9日付けで総額90万円の試

作費の交付が内定した。

2.2.2標準強震計試作試験研究会

標準強震計の試作試験研究費の内定通知を受けて、

「我が国の事情に適合した優秀な強震計を試作、試験

する」ことを目的として「強震計試作試験研究会」 （ま

たは「標準強震計試作試験研究会」 ）が結成された。

研究会の設置年月、構成等は次のとおりである［強震

計試作試験研究会(1951)] 。なお、研究会の英語名は

''SIrongMononAccelerometerCommittee''である．

強震計試作試験研究会

1.設置年月昭和26年5月

2.設置場所地震研究所

3.設置目的来年度全国各地に設置される強震計を試

作、試験する

4.構 成高橋竜太郎(主任)、那須信治、河角広、

萩原尊礼、金井清、武藤清、明石和彦、

竹III謙三郎、中川恭次

2.2.4標準強震計の設計思想

上記のように強震計の主な仕様に関しては最初の2

～3回の会合で煮つまり6月中には完全に固まったが、

仕様が決まるまでにどのような議論があったかは知る

ことができない。幸い、昭和32年度の日本建築学会賞

の受賞にあたって、高橋竜太郎教授が執筆した研究概

要［高橋(1958)］の中に強震計の設計思想と各部機能

の説明があり、アメリカの強震計との比較も述べられ

ているのでその一部を原文のまま紹介する。なお、 日

本で強震計を開発するにあたって約20年も前に開発さ

れたアメリカの強震計(USC&GSStandaldStIong-Motion

Seismog即h)を参考にしたか、否かの記録はないが、萩

原先生によれば「最初から自己開発の方針のため参考

にしなかった｜ とのことである。

2.2.3標準強震計試作試験研究会の活動

「標準強震計試作試験研究会」の会合記事(議事録)は

第1回（昭和26年5月9日）から第14回（昭和27年4月

11日）まで保存されており、 1年間の活動が詳しく記

されている（詳細は研究報告書［田中(1994)］に転載し
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『先づ第1に年1回の技術員の巡回と、月1回の管

理人の点検とだけで、地震があれば必ず動作するよう

維持できるようにすることであった｡強震記録の解析

には記録速度が大きい必要がある。然しそうすると用

紙や動力源の問題がからんできて不断に記録は不可能

となり、地震動が起ったら其の初期振動で記録を初め、

主要振動が終ったら自動的に記録を停止するようにせ

ねばならなくなる。このことは同時に機械を常に待期
状態に保つという困難に結びついている。平素動いて

いないということは、肝腎の時にも動かなくなり易い。

ここにこの種の機械の六ケしい所があるので、我々は

地震計の機構そのものの外にフールプルーフ装置、準

備完了指示装置、始動装置、電源等あらゆる場合の対
策を考えたのであった。

地震計の様式は加速度計とした。米国では加速度計

の外に変位計も使っているが、変位計は強震以上の測

定には巨大な振子を必要としたり、不安定になったり

で適当でない。従って、計器の固有周期は短い程よい

が、倍率等のことも考えて0.1secとした。此の値は或

種の土木構造物に対しては或は未だ大きすぎると思わ

れるが、建築物に対してはまず充分小さいと考えてよ
かろう。

記録範囲は米国では10～600galとしているが、我

国では烈震の際には加速度は1000galに達することが

ありうると思われるので、我々の強震計は10galで始

動し、 1000galまで記録できるように定められた。現

在の計器の感度は1000galが40mlnに記録される。

記録紙の送りはlcm/secである。

記録方法は米国の写真式に対しスタイラス紙の引掻

記録式とした。これは試験の結果案外摩擦も少なく、

写真への密着焼も、 10倍程度の引伸しも可能なことが

判明したからで、サファイヤ針先を用いて細く記録す

ることは計器の幾何倍率を少さく(×16)し従って計器

を単純、小型、確実にするのに役立った。かくして最

後に到達した仕様は、空気減衰式三成分で重錘の質量

は約6kgとなった。其他の常数は既に述べた。

強震計の原動器としては大地震時には切れるかも知

れない市販の電力にはたよらず、ゼンマイを用いるこ

とになった。地震が上又は下動10galに達したとき始

動器が働いて自動的に記録開始、数分間（初めの要求

10分間、現在では3分20秒）記録後自動的に停止、 こ

の動作を3回行うようにした。繰返し始動は大地震後

は直ちに見廻りはできぬこともあるのを考慮し余震2

回までは自動記録することを望んだからである。始動

にあたっては直ちに全速になるような遠心即動式ガバ

ナーを用いた。なお始動の確実を期し電気式始動器の

外、落球式純機械的始動装置を並用している。これは

100galで始動する。試作第1号機（筆者註：明石製作

所製の）では3回繰返し働くように作られたが、後に

は現在のように機械式は1回だけ、電気式始動器は何

回でも働くように改造された。遠の地震計の殊に特異

な様相はこの落球式始動装置をもつ原動器にある。鉄

覆は大地震時の落下物や平素の塵俟、湿気から強震計

を保護するため非常に丈夫に、かつ防塵防湿になって

いる。 』

2.2.5第1次試作強震計の振動試験と中間報告

標準強震計の第1次試作器は約4か月で製作され、

9月21日に建築研究所の実大ブロック構造2階建試験

家屋を使って公開の振動試験を行い、強震計の耐震度

および性能試験を行った。実験は強震計を2階床に設

置し、49型大型起振機（水平1軸1腕､0.2秒で遠心力

10トン）により建物が300-500ガルで大揺れに揺れた

状態を記録する方法で行われた［中川（1951)］ 。

その結果が中間報告としてガリ版刷りで公表されてい

る［強震計試作試験研究会(1951)］ ･報告書は、まず

研究会の設置年月、設置場所、設置目的、構成（既述）

などに続いて、 1.研究事項2.強震計の要求性能3.設

計仕様、 4.第1次試験結果の4項目があるが、 「試験

結果」では、 『始動器は予定通り、電気的のものは10

ガルにて、機械的のものは100ガルにて始動すること、

地震計本体其他も大体に於て予定通りの動作を為すこ

とを知り得たが、描針、機械的始動器の一部、電気回

路の一部に改良を要する箇所を発見、更に制御パネル

の必要を痛感した』と書かれている。 実験風景を図1

に、第1次試作強震計の記録状況を図2示す。

図1 第1次試作強震計の公開実験風景

図2第1次試作強震計の記録状況
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「SMAC型強震計」と題する詳しい研究成果が、高橋

竜太郎教授によって紹介されており、SMAC型強震計

に関する主要な文献となっている［高橋(1953)］ ・論

文の緒言では、強震計開発研究の経緯が、 また

「SMAC型強震計の概要」では全体写真と平面および

立面図を入れて各部の機能が詳しく説明されている。

なお、昭和32年度日本建築学会賞の「その他の業績」

部門において、考案試作「強震計の考案と試作」が学

会賞に選ばれ、昭和33年5月30日の贈呈式で強震計委

員会委員長高橋竜太郎教授に授与された［日本建築学

会(1958)］ 。

2.2.6第2次試作強震計の完成と公開実験

第1次試作強震計の振動試験の後、改良点を含めて

明石製作所で本格的な第二次試作が行われ、翌27年4

月には一応その試作品が出来上がった。その後、試作

強震計について強度と耐久試験、その他細部にわたる

試験や改良が施されて、第二次試作強震計第1号機が

完成したのが昭和28年3月であった［高橋(1958)］ ・

標準強震計の第1号機が完成したので、その公開実

験が昭和28年3月18日に建築研究所構内で行われた。

この公開実験は試作強震計の性能試験のほかに、強震

計の全国的な設置を推進するためのPRでもあったこ

とが、武藤清教授名の「試作強震計公開実験御案内」

でよくわかる。参考として案内状の一部を以下に紹介

する。

『破壊的地震に当たって、その地震動が完全に測定

でき、また建築物その他に起る実際の振動と作用する

地震力とを直接に測定することが出来れば、耐震構造

の理論にも技術にも画期的な進歩が期待されます。こ

の目的に適った強震計の設置については、各方面から

多年に亘って要望されておりながら、我が国ではまだ

実現を見ずにおります。この点ではアメリカが先鞭を

つけて、すでにこの種の強震計を地震地域に設置して

いますが、その測定結果は充分とは申されない様です。

問題の鍵は精密であり耐久的な強震計の設計製作にあ

ると考えられます。 （中略）

これで、強震計は出来ました。どのような方法をと

ればこれを全国的に配備することが出来るかに頭を悩

ましておる次第でありますが、 このためには各方面の

御援助による他に道はないと思われます。ついてはこ

の機会に、かねてから耐震問題に関心を寄せられてい

られる皆様の御高見を拝聴いたし、今後の問題につい

て御援助を願いたく存じ、別紙のように公開実験及び

懇談会を催したく御案内申し上げます。 』

図3 SMAC-A型強震計

SMAC型強震計仕様（昭和28年3月）

(A)強震計本体

（ｲ）型 式3成分振子型加速度計

（ﾛ） 固有周期0．1秒

（ﾊ）感 度記録紙上毎粍25ガル

（二）拡大装置機械的（16倍）

（ﾎ）記録範囲10ガル～1000ガル（中震～超烈震）

（ﾍ）記録法スタイラス紙引掻、巻取式

（ﾄ）記録速度毎秒1糎

(B)原動器

（ｲ）型 式手捲ゼンマイ動力式

（ﾛ）動 作三回始動毎始動10分間運転

（ﾊ）始動装置機械的一回始動（感度100ガル）

（二）付帯装置紙送り節約装置

（ﾎ）ガバナー遠心即動式

(C)刻時装置

（ｲ）型 式電気始動式手捲電接時計

（ﾛ）刻 時毎0.5秒

(助電気式始動器

（ｲ）型 式上下動加速度計、周期0．3秒

（ﾛ）始動感度10ガル

（ﾊ）電気接点白金6点並列

(E)電源

（ｲ）乾電池平角5号6筒、又は単1号32箇

実験に引き続いて建築研究所において試験観測が行

われていたが、 7月29日から地震研究所観測室に移し

て本観測が開始された。したがって、 日本における強

震観測の開始は1953年7月29日とされている［標準強

震計委員会(1953)］ 。この標準強震計は委員会名

''StrongMotionAcceeleIwne[rCommittee''の頭字をとっ

て「SMAC型強震計」と命名された。

第1号機は3回作動の落球式スターターをもち、刻

時装置には当時市販の電接時計が使われていたが、後

に落球式スターターを1回作動に簡単化し、刻時装置

の改良などを施し、SMAC-A型強震計として製品化さ

れた。SMAC-A型強震計を図3に示す。また、同じ3

月にSMAC型強震計の仕様書が作られているので転載

する[標準強震計試作試験研究会(1953)]・

原稿受理日が同年5月20日付で雑誌「地震」に
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2.3 DC型強震計の開発

SMAC型強震計は開発当初でも高価(85万円程度）

であったので、強震計を限られた予算で全国的に、特

に建物内にも数多く設置するためにはSMAC型よりも

かなり安価な補助的強震計の開発が要望されていた。

そこで建設省の昭和29年度建設研究補助金「建物の強

震振動の分析による設計震度の再検討」の研究課題の

一つ「SMAC型強震計を親計器とする簡易な子計器の

試作」によって、より安価な強震計の試作が行われた。

図4にDC型強震計を示す。

される。

DC型強震計の価格は見積書等により開発当時には40

万円を切る価格であったと思われ、 SMAC型の半値以

下であった。なお、DC型強震計は(株)保坂振動計器製

作所により製作された（注：後に振動技研株式会社に
引き継がれた） 。

2.4後継機種の開発

SMAC型、DC型とも種々の理由から改良機種が製作

された。ここでは、標準強震計委員会が直接関与した

機種についてのみ紹介する[StrongMotionEarUlq.Obs.
Com. (1Mp)] 。

蕊
SMAC-B型強震計

初めに開発されたSMAC型強震計は地震計としての

耐震性を重視し『収容場所の破損倒潰する場合あるこ

とを考慮』したため、外形寸法は84L×74W×56Hcm

と大きく、 コンクリート基礎を含めた占有床面積が大

きい上、重量は約300kgもあった。一方、ビル内の設

置では占有床面積が極力小さいことを要求されたので

振子系は変えず性能も全く同じで全体の小型化と軽量

化が計られた。そして最初に開発した機種をSMAC-A

型と呼び、小型化されたた機種をSMAC-B型と名付け

た。SMAC-l型の外形寸法は54L×54W×37Hcm、重

量は約100kgで、体積、重量ともにSMAC-A型の約

1/3に小型化された。そしてSMAC-B鯉とともにその

後、 SMAC型強震計の標準機種となった。図5に

SMﾍC-B型強震計を示す。

図4配型強震計

この強震計は上下動成分を除いた水平動2成分で煤

書ドラム記録方式とし、ｽﾀｰｰﾀｰｰや刻時装置は持た

ず、 SMAC型強震計からの信号で連動する"Master-

Slave"方式の採用により低価格化が図られた。

DC型強震計は固有周期がSMAC型と同じ0.1秒で記

録感度は2倍の12Gal/mm(記録範囲5-500GaDに設

計された。拡大機構には大きな拡大倍率(34倍)が容易

に得られるエデンバネ(Edenis twin sp血gs)が使われ
た。記録方式は当時の地震計で一般的であった煤書き

ドラム式が採用された[StIongMotionEarthhq.Obs.Com.
(l960)] ・DC型強震計の第1号機は1955(昭和30)年5

月に完成し、SMAC型強震計と並べて地震研究所地下

2階観測室に設置された。

DC型強震計は建設省の補助金で開発されたので「建

設省型」と呼ばれてきたが、 「DC」の由来は明確では

なかった。残されている英文草稿(内部資紳には｢DC」

の由来に関して次のような記述があるので紹介してお

く。 ''This instrumentwasaccomplishedinMay519SSEmd

namedasDC(DepaltmentofConstruction)acceleIogIaPh."

建設省の英語名は''MinistryofConstruction''であるのに、

あえて''DeInrtmentofConstruction''としたのは、アメリ

カ人に強震計の型名の意味を説明し易いようにアメリ

カ流に「省」を"Department'' と呼び変えたものと推測

図5 SMAC-B型強震計

SMAC-C型強震計

さらに強震計の占有床面積を減らしてビル等での設

置依頼を一層容易にする目的で、壁面設置型が引き続

いて開発され、 SMAC-C型と名付けられた。ただし、
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資料によれば各機種が最初に設置された観測点と観測

開始年月は次の通りである。

各機種の最初の設置場所と観測開始年月

機種 設置場所 設置位置 観測開始

SMAC1号機東大地震研究所 地下2階観測室 1953.7

SMAC-B 清水建設(榊本社地下1階,9階 1960.6

SMAC-B2 伊勢丹デパート 地下2階 1961.8

SMAC-C,C2東大工学部5号館4階、 8階 1962.9

I)C 東大地震研究所 地下2階観測室 1955.5

I)C－3 名古屋大学一宮分室1階 1958.12

SMAC-C型から記録装置の駆動に電気モーターが採用

され、また落球式スターターは省略された。図6に

SMAC-C型強震計を示す。

SMAC型強震計の海外への設置

SMAC型強震計は開発直後から外務省の海外援助資

金などによって発展途上国へ寄贈、設置された。

SMAC-A型強震計は、チリの国立大学およびカトリカ

大学(1953年12月)、 トルコの地震観測所(1954年4月)、

インドネシヤのバンドン地質研究所(1955年2月)、イ

ンドのルーキー大学(1957年7月)へ各1台が設置され

た。SMAC-B型強震計は、メキシコのメキシコ大学

(1959年8月)、アルゼンチンのキヨウ大学(1960年8月）

に各2台、ギリシヤ(1963年8月)、ルーマニア(1966年

]､0月)に各1台が設置されている。そのほかB2型、C型

を含め1967年までに中国、ポルトガル、パキスタン、

台湾、イラン、ベネズエラ、などの諸国に計32台が設

置された。

地震研究所と米国沿岸測地局(USCoast&Gmidedc

Survey)との間で、強震計の交換と比較観測のプログラ

ムができ、 SMAC-B型強震計がサンフランシスコの沿

岸測地局の建物(qdMintBmlding)に設置された。続

いて沿岸測地局の強震計(USC&GS StandaId SIIImg-

MotionSeismograPh)が沿岸測地局のスタッフによって

地震研究所旧館に設置された。現在は、地震研究所地

下展示室にSMAC-A型強震計と並べて展示されている。

図6 SMAC-C型強震計

SMAC-B2型、 SMAC-C2型強震計

SMAC-A， －Bおよび一C型はいずれも振子の固有周期

が0.1secで、記録感度が25Gal/Imn，記録最大加速度

は±1Gに設計された。しかし、建物の地階などでは元

来地震動が小さいことや頻度の多い中震程度でも解析

に耐える大きさの記録波形を得たいという要望もあっ

て、振子の固有周期をr2倍の0.14secにして記録感度

を2倍(12.5Gal/mm，記録範囲は±0.5G)にした

SMAC-B2型、およびSMAC-C2型が製作された。しか

し、標準強震計委員会としては短周期特性の劣化を招

くとの理由でこれらの高感度型を製作することには消

極的であったという。

DC-2型、DC-3型強震計

前述のようにDC型強震計は当初SMAC型を親機とし

て連動する子機として設計されたが、後にスターター

と刻時装置を追加して単独でも使用できるように改良

され、 この型をDC-2型と呼ぶようになった。また、記

録方式が同じ煤書ドラム式で、上下動成分を追加して

3成分としたDC-3型も作られた。なお、 1968年頃に

は保守が面倒な煤書ドラム記録方式をSMAC型と同様

なスタイラス紙記録方式に変更した機種が製作される

ようになったが、型名は同じDC-3型と呼ばれていたの

で注意を要する。

3．初期の強震観測

3.1 強震観測計画

1953年にSMAC型強震計の開発に成功したが、関係

資料によれば翌1954年末当時の強震観測点は、民間協

力によるものが明石製作所、大阪第一生命ビル(SMAC)、

大丸デパート、名古屋文化会館、の4カ所に対して、

国費(試作費)によるものは地震研究所と大阪第一生命ビ

ル(DC)の2箇所に過ぎなかった。そこで、関係者は強

震計の全国的配置を実現するため各方面に対して積極

的な働きかけを行なった。

2.5その他

強震計各機種の最初の設置場所と観測開始年月

強震測定委員会(3.2.1参照)の観測地点台帳ともいえ

るノートには、国内における強震計の設置場所、位置、

機種名、観測開始年月、保守担当者名などが記載され

ている。一方、明石製作所から強震測定委員会に提出

された「SMAC型強震計納入設置個所別一覧表(1961年

10月20日現在)」や極東貿易(株)によって「SMAC型強

震計設置地区別リスト」が作成されている。これらの

3.1.1 総理府資源調査会の勧告

その結果、強震観測の重要性が総理府資源調査会の

認めるところとなり、全国強震計観測網の設置を目指

した「強震測定計画に関する勧告」が資源調査会勧告

第15号(昭和30年1月31日付)によって内閣総理大臣に
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勧告された［総理府資源調査会(1955)］ 。それは以下

の3項目の早急な実現を要望したものであった。

記

1． 強烈震測定の設備を3年間に完成すること。

2． 各観測担当者間の連絡をはかる組織をつくり、

これに観測作業の申し合わせ、観測情報及び観測資

料の交換、各種の研究を行わせること。

3． 強烈震の測定並びに連絡組織運営に要する予算に

ついてそれに必要な措置を講ずること。

先生をはじめ建築関係者の努力によって，東京都庁．

上野松坂屋、などのビルに計10台のSMAC型強震計が

新設され、国費分と合わせると合計25個所48台に増加

した。

3.1.2強震観測10年の推移

強震観測の発足以後約10年間の発展の推移を強震測

定委員会の資料で調べると次のようである。ただし、

箇所数は観測開始年で集計したものであり、初期の観

測点のいくつかは途中で観測を中止したものがあるの

で、累積数は概数である。強鍵測定計画

勧告された強震測定計画は昭和30年度から3カ年計

画で、中央気象台関係、建築関係、士木関係に分けて

詳細に提案されている。中央気象台関係ではSMAC型

強震計を連続観測を行い得るように煤書ドラム式に改

造し、気象宮署43個所に43台を、建築・土木関係では

1カ所に2台以上設置する場合は始動装置のない

SMAC型も用いることとし、建築物では32個所124台、

堰堤および橋梁は31個所186台、港湾10個所60台で、

合計116個所413台を全国的に配置するように計画され

た。このために必要な政府機関の経費は2億4千7百万円

と見積もられている。

年箇所数 新設観測点

新設(累積）

1953 3(3) 地震研,大阪第一生命ビル(DO,明石製作所

1954 2(5) 大丸,名古屋文化会館,第一生命ﾋﾞル (SMAC)

1955 1(①東横ﾃ､パート

1956 2(8) 釧路測候所、都庁第1庁舎

1957 7(15） 東海原研、通産省庁舎、他建物5

195814(29） 新潟県営ｱﾊﾟｰﾄ,東京ﾀﾜｰ,他ダム1,建物11

1959 4(33） 国鉄技研,川崎発電所,名古屋ﾃﾚﾋﾞ塔,建物1

1960 5(38） 建研,国鉄本社,墨東病院,他建物2

1961 11(49）秋田県庁舎,伊勢丹,室牧ダム,他建物8

196215(64） 東海原発,安治川大橋,他建物7,橋梁3,他3

196321(85) 港湾技研,ホテル大谷,他建物11,港湾5,他3

強震測定機構

強震測定機構は、強震測定計画を実行する各機関の

連絡、資料収集、保管、編集、刊行、分析等を円滑に

行うための組織で、その事務を担当する機関を設ける

必要があると述べ、その経費として年80万円が要求さ

れている。この機構は強震観測を実施する各機関の代

表、例えば、地震研究所、中央気象台、運輸省港湾局、

日本国有鉄道、建設省土木研究所、建設省建築研究所、

電力中央研究所などの代表職員で構成し、運営を十分

客観的に行うため委員長は地震研究所所長または中央

気象台長などとすることが提言されている。

強震計の機種別台数をみると、全体の90％以上が

SMAC型であり、DC型はわずか14台に過ぎない。これ

は記録方式からくる保守点検の難易による強震計の選

定や、各地方に設置した強震計の技術的点検を明石製

作所が全社的に協力したことなどが大きな理由であっ

たと思われる。また、強震観測の初期において強震計

の数は建築物に対する民間協力分が国費による設置分

を大きく上回っていたことが指摘される。

2閲この勧告から3年後の昭和33年に提出された資源調

査会長から科学技術庁長官に宛てた「強震測定計画に

関する報告」 ［科学技術庁資源調査会(1958)］によれ

ば、 上記の勧告に基づいて建設省所管の予算の中に建

築物の耐震性測定に必要な経費として昭和31年度に

876万2千円、 32年度に795万2千円、合計1,671万4千

円が認められ、建築研究所にSMAC型11台、DC型14台

の計25台の強震計が購入された。

その結果、 1958年までに国費による観測点および強

震計の数は16箇所、 29台となった。設置対象は建築物

が15箇所で、土木関係では十津川ダム1箇所であった。

地盤については当初中央気象台（現、気象庁）が設置

する構想となっていたが、実現に至らなかった。一方、

地震、建築、土木の各学会を通じて地方自治体や民間

各方面に強震計の設置協力を要請した。特に、武藤清

100

0

53斜弱56575859 6061 6263年

図7強震計の設置個所数と台数の推移

3.1.3 日本学術会議の勧告

1964年6月16日の新潟地震の際、川岸町の県営アパ
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3.2観測維持管理体制

3.2.1 強震測定委員会

強震観測に関する資料(記録)の収集、保管、編集、刊

行、分析などを行う組織を作ることは1955年の資源調

査会勧告の中に「強震測定機構」としてその設置が要

望されていたが、 しばらくは従来のいきさつから資源

調査会の地震小委員会がその役割を果していた。 しか

し、強震観測点が増えるにつれて早急に新機構を作る

ことが必要となり、 1956年8月17日の建築耐震委員会

において「強震測定委員会」設置案が作られた。

その結果、強震計の維持や記録の収集に要する経費

は強震測定委員会が捻出する建前となったが、同委員

会には定まった予算がなく、建設省による設置分には

問題がなかったが、民間協力設置のものについては結

局、強震計製作会社や民間の厚意ある協力と、地震研

究所に配分された科学試験研究費等の各種補助金の一

部によってようやく強震計が維持され観測が続けられ

る状況であった。そこで科学技術庁資源調査会は民間

設置分の強震計に対する維持経常費の確保のためにも、

当初勧告された「強震測定機構」が予算を伴う安定し

た機関として、東大地震研究所のような機関がその衝

に当たるよう科学技術庁長官に対し改めて要望した[科

学技術庁資源調査会(1958)］ 。

このように強震測定委員会(StIongMotionEarthquaM

CbservationCommittee,SMEOC)は、 1)構造物の耐震

方法を研究するために設置された強震計の維持ならび

に強震の測定、 2） 強震測定結果の刊行、 3）強震観

測に関する連絡、を目的に1956年12月21日に設置され

た。当初の委員構成は、那須信治(委員長)、高橋竜太郎

(観測分科会主査)、河角広(刊行分科会主勘､金井清(幹

事・刊行分科会委員)、中川恭次・岡本舜三(観測分科会

委員)、広野卓蔵(刊行分科会委員)のほか、武藤清、内

藤多仲、竹山謙三郎、和達清夫、田原保二、沼田政矩

など、建築、土木、地震の諸先生が委員として名を連

ねている。

－卜2号棟に設置されていたSMAC-A型(地下室)とDC

型強震計(ペントハウス)はその機能を果たして良好な記

録を残し、強震計が震害地の強震動の特性や構造物の

振動性状を解明する貴重なデータを提供することを実

証した。これを契機として各分野、特に土木分野にお

いて強震計増設の機運が急速に高まった。

土木学会・日本建築学会の「強震測定拡充に関する

要望書」や日本学術会議の「耐震工学研究の強化拡充

について」の勧告(昭和39年11月17日)はこのような時

点で提出された。 日本学術会議の勧告は次の3項目に

必要な措置を要望したものであった［日本学術会議

(1964)] ｡

(1)工学的強震計の増設ならびに記録の活用

(2)軟弱地盤における耐震工法の確立のための特別措置

(3)大学、研究機関における耐震工学および土質工学の

教育、研究の強化拡充

(1)に内容では、 「工学的強震計の設置の現況」とし

て、すでに198台(1964年末現在)が設置されているが、

建造物主の自発的設置によるものが多く60％が東京、

大阪に集中しているため、計画的に全国配置を行う必

要を述べ、 「工学的強震計の国費による増設計画」で

は、地域別配置と地盤および構造物種別配置に分け、

前者は50km平方に1台とし、既設置分を除いた所要台

数が182台、後者では同一区画内で異なる地盤条件の場

所や、構造物の種類別に複数台の設置が必要であると

し、建物90、ダム11、橋梁91、堰堤12、港湾10の計

214台、合計396台の新設が当面の目標とされた。

「運営のための機構」では、 日本の実情を考慮し若

干数の強震観測センターと強震観測統合センターの2

種の機構を設置するのが適当であるとし、運営機構の

役割、組織および予算についても必要な措置を講ずる

ように要望している。

また、科学技術庁資源調査会は1978年8月、 1955年

の勧告の実施状況を見直し、かつその後の地震工学、

耐震工学の発展を考慮して、特に観測網の展開が遅れ

ていた地盤における強震観測を重視する観点から「地

震危険度推定に必要な強震観測に関する勧告」を科学

技術庁長官に提出している［科学技術庁資源調査会

(1978)] ・具体的には次の措置を勧告したものである。

(1) 各地域の各種地盤における強震時の地震動の特性

を把握するため、地盤の強震観測網を整備拡充する

こと。

(2) 強震地動の特性を総合的に把握するため、地震動

観測の精度の向上を図ること。

(3) 強震観測記録の収集・処理機能の整備を図ること。

(4) 強震時の地盤地震動に関する総合的な研究開発活

動等を計画的、総合的に推進するための調整推進シ

ステムの整備を図ること。

3.2.2地震研究所強震計観測センター

1964年の日本学術会議の勧告のあと、 1965(昭和40）

年度に東京大学地震研究所に「強震計観測センター

(StmngEarUlquakeMotionObsewanonCenter,SEMOC)が

設置され、強震測定委員会の運営経費の一部がようや

く予算化された。 強震測定委員会から引き継いだ強

震計の維持管理業務は、総ての民間ビルをはじめ地方

自治体、国鉄、電電公社、電力会社、などが設置した

強震計を含み、また高層建築物に対する建築基準法第

38条の条項適用による行政指導もあって、センター登

録の強震計の数は年とともに増加し、 1970年当時には

全国で150台を越えていた。そのため保守点検には1人

の職員が延べ半年以上かかりきるほどであった。

‐一方、地震研究所の強震計観測センターとしては建
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築物の強震計の維持管理業務の負担を減らし、地震学

的な研究的観測へ重点を移していく必要があった。そ

のため新設観測点の保守点検依頼の受入れ中止をはじ

め、国鉄、電電公社、電力会社、大手建設会社、など

に対して強震計の自主管理を要請して協力を得た。ま

た、強震記録の刊行費が年間予算のかなりの部分を占

めていたが、 1975年以降、国立防災科学技術センター

によって記録刊行の一元化が実現するなど、外部関係

者の理解も得てセンターーの運営方針は除々に変更でき

るようになった。そして、 1980年の高密度強震観測に

関する日本学術会議勧告を受けて、ディジタル強震計

の新規開発や伊豆・駿河湾周辺地域における強震観測

網の建設など、ようやく強震計観測センターの近代化

への道が開かれた。

この当時まで強震計の維持管理を主として担当した

のは平能金太郎、森下利三、浅田鉄太郎、坂上実の諸

氏で、特に、森下利三氏(現、早稲田大学特別嘱託研究

員)は「強震観測事業の初期および発展期(1955-1974）

における強震計の維持管理・記録収集に尽力した功績」

により、平成6年2月、第2回震災予防協会賞を授与

された［震災予防協会(1994)］ 。

も、 195;6年2月14日の江戸川下流域の地震(M=6.0,

lF50km)による震度は東京、横浜でⅣ、市川でvであ

った。記録は地震研究所、品川の明石製作所、東横デ

パートで得られ、加速度の大きな最初の記録であった。

地震研究所のSMAC型とDC型強震計の記録は当然なが

らほとんど同じ波形を描き、EW成分70ガル、NS成分

60ガル、UD成分37ガルであった。この地震の記録波

形は総理府資源調査会から英文資料第1号として印刷

公表された［'rakahasi(1956)] 6

3．3．2 STRONG-MOTIONEARTHQUAKERECORDS

INJAPAN

強震測定委員会の編集になる強震記録の正式な公表

は「STRONG-MOTIONEARTHQUAKERECORDSIN

JAPAN」のタイトルで東京大学地震研究所から英語版

で刊行されることになり、Vol. 1が1960年3月に発行

された。内容は'Iablelの強震計設置場所の表、 ′Iable

2の強震計記録が得られた地震の表、 ′Ihble3の強震計

の特性表、および地震毎の地震諸元、震度分布図、記

録波形、などの印刷形式は、それを踏襲している現在

の年報（強震観測事業推進連絡会議編、防災科学技術

研究所刊）とほぼ同じであるが、記録波形は原寸オフ

セット印刷のためA3変形版(500mm×3421mn)が用

いられていた。強震記録の公表方法は強震測定委員会

で審議され、イ．設置点の番号は地方別に区分してつ

けること、ロ．各点においては設置された各階層を表

わすこと、ハ．今後は強震計の型式(A型、B型等）を

表わすことが決まった。そして、設置点(観測点)番号は

次のように付けられた。

東京地区： 100番台、大阪地区：200番台、名古屋地

区：300番台、北海道地区：400番台、東北地区：500

番台、関東地区：600番台、中部地区：700番台、近畿

地区：800番台、中国・四国・九州地区：900番台。

当時、記録の最大加速度値が比較的大きく地震応答

解析の研究等に用いられた強震記録は、便宜的にそれ

を記録した観測点の番号で呼ぶことが特に工学方面で

慣用されていた。例えば、 1956年2月14日の江戸川下

流域の地震を地震研究所で観測した記録波形は「東京

101」 、 1962年4月の宮城県北部地震の際に東北大学工

学部建築学科建物(1F）で得られた波形は「仙台501」 、

また「大阪205」は1963年3月の越前岬沖地震を大阪

の日本板ガラス本社ビル(B2nで観測した記録波形を指

すという具合である。

1968年以後は現在まで「年報」として毎年発行され

ているが、初期には記録数が少ないこともあって数年

分をまとめて発行していた。そのため、観測資料の早

急な報告が要望され，強震記録の内、主な記録につい

ての波形コピーと強震観測情報を載せた「強震観測速

報」が発行された（現在の強震速報とは別） 。

一方、港湾技術研究所、土木研究所、建築研究所．

3.2.3強震観測事業推進連絡会議

以上は強震測定委員会の観測体制の流れに沿った地

震研究所の活動を中心に記述した。他方、建設省土木

研究所関係では1957に猿谷ダム（奈良県） 、 1961年に

室牧ダム（富山県）にSMAC型強震計が設置され［岩

崎(1981)］ 、建設省建築研究所は1954年から［渡部

(1981)］ 、また運輸省港湾技術研究所の「港湾地域強

震観測」は1962年から［土田(1981)］強震観測を開始

していた。

日本における強震観測事業を効果的に行い、観測記

録を有効に利用するため、学術会議勧告でいう「強震

観測統合センター」的な組織を設けるよう、地震工学

懇談会からの要請(1966年2月)もあり、強震観測を実施

する各分野､各機関の全国的な連絡組織として､1967(昭

和42)年6月、国立防災科学技術センターを事務局とし

て「強震観測事業推進連絡会議」が設立され、初代会

長に岡本舜三教授が就任した。連絡会議のその後の活

動については別に紹介があるので省略する。

3.3強震記録の刊行

3.3.1 初期の強震記録

1953年に強震観測が開始されてからSMAC型強震計
で記録された最初の地震は1954年6月5日の茨城県南西

部の地震(M=5.5,h=89km,東京震度Ⅲ、強震記録の地

震番号No.1)で、最大加速度は地震研究所の地下2階観

測室で約8ガルであった。その後も主として関東周辺

の地震（東京震度、Ⅱ～Ⅳ）を年5回程度、 2～7箇所

のSMAC型およびDC型強震計で記録に成功した。中で
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4．おわりに

40年余にわたって日本の強震観測を担ってきた

SMAC型やDC型の強震計は、今や新世代の高性能強震

計にその座を譲る運命にあるとはいえ、 これらの強震

計が戦後日本の耐震工学や工学地震学(Engineering

Seismology)の発展に寄与した功績は極めて大きい。特

に、 SMAC型強震計は当時の日本の社会環境をも考慮

に入れた独自の設計思想のもとに開発されたもので、

その精巧さにおいても機械式地震計の傑作と言えよう。

これら強震計開発当時の諸資料も多くは残されてい

ないが、今回の調査ではそれらを引用して開発の経過

を辿り、また初期における強震観測の推進計画や実施

状況を調べた。先駆者達の努力が伝われば幸いである。

アメリカ合衆国における強震計の開発は、末広恭二

地震研究所所長の''EngineelingSeismology''の米国講演
(1931年-1392年)が動機となり、 1931年に開発が始ま

り1932年から観測が開始されたので、 日本の強震観測

は約20年遅れたことになる。

謝辞調査にあたっては東京大学地震研究所の工藤

一嘉助教授、坂上実技官、および建設省建築研究所国

際地震工学部の鹿嶋俊英研究員から古い資料の利用に

ついて便宜を計って頂いた。SMAC型各機種の写真は

(財)地震予知総合研究振興会の桑原敦次氏から、DC型

強震計は振動技研(株)の金子重彦氏から提供して頂いた。

また、 （株)大崎総合研究所の渡辺孝英部長には報告書の

とりまとめにあたって協力を頂いた。これらの方々に

厚くお礼を申し上げます。
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