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（第 II 部）本年度の注目研究 
1）首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト 
～MOWLAS(陸海統合観測網)との連携による企業・組織力の向上～ 
平田 直（プロジェクト総括） 

 

 私からは三つの話をさせていただきます（図表1）。一つ目は、陸海統合観測網
（MOWLAS）という防災科学技術研究所（防災科研）が運用している日本全国の
観測網の話です。二つ目は、首都圏地震観測網（MeSO-net）という防災科研が
運用している首都圏の観測網の話です。三つ目に、これらを使うと、どんな良い
ことがあるかということで、地下の研究から地上、人々の防災力についての話を
します。 
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1.MOWLAS で何が分かるか 

 まず MOWLAS です（図表2）。これは Monitoring of Waves on Land and 
Seafloor の略で、日本を網羅する観測網です。1995 年に阪神・淡路大震災が起
きた直後から防災科研が作って運用している Hi-net という陸上の約 800 点の観
測網と、東日本大震災後に海域に防災科研が設置して運用している S-net という
観測網と、Hi-net のところにある KiK-net という強震観測網、F-net（広域帯地
震観測網）、V-net（火山観測網）、K-NET（強震観測網）という日本中にあった
観測網全てを統合したものを、陸海統合観測網（MOWLAS）と名付けました。日
本を網羅する（もうらする）から MOWLAS（モウラス）と言うのかもしれませ
んが・・。 

 これは日本で起きている地震を早期検知し、将来、地震が起きるかどうかを評
価する、地震の状態がどうなっているのか現状を把握する、そういったものを一
般の方に情報提供するということで、全部で 2000 点の観測網があります。気象
庁は一月に 1 万回地震が起きることを測定して、公表しています。1 年間で 12
万回地震が起きているのですが、それを決めるためのデータの 6 割はこの
MOWLAS から提供されています。 
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 図表3・4は 2016 年の熊本地震の被害状況と地震波の伝播の様子を表したもの
です。熊本地震が起きたとき、1 分ぐらいの間に地震の波が日本中に伝わりまし
た。そして、この最大加速度は 1G を超えました。重力加速度を超えるような強
い揺れがあったということと、日本列島の 3 分の 1 ぐらいが揺れを感じたという
ことが即座に分かりました。これが MOWLAS の実力です。 

 MOWLAS の一部である S-net は海域に 150 カ所の観測点があり、この観測網
を使うことによって、海域で起きる地震をこれまでよりも 30 秒早く検知して、
 

3  

4  



 

4 

緊急地震速報が出せるようになりました（図表5）。また、海域で津波が発生した
ときには、今までよりも 20 分早く津波の遡上を予測することができるようにな
りました。これは現象が起きるすぐそばで観測することが非常に重要だというこ
とを表しています。このデータを使うと、地震が発生した時に、即座に東北の沿
岸部を走る高速鉄道がスピードを落とすことで、安全な運転ができるようになり
ます。完全に止めることはできないかもしれませんが、脱線しない程度にスピー
ドを緩めることができます。そういうものにこのデータは提供されています。 

 ということで、MOWLAS が何で良いかということの一つは、明らかに大きな
地震が起きたときに、強い揺れをいち早く検知して、安全に列車のスピードを遅
くしたり、工場の操業を制御したりすることができることです。これは自動的に
そういった仕組みができているということが重要です。一方、津波については、
自動的に人々が避難するということはないので、人々の避難行動を促すための情
報をうまく伝えるということが重要です。 
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 防災科研は MOWLAS のデータを使って、逐次、ほぼリアルタイムで地震の情
報を提供しています（図表6）。例えば、1 月から 2 月にかけての 30 日間のリア
ルタイムの震源の情報が出ていて（図表7）、一月の間に 1 万以上の地震が発生し
ているということが一般の方にも見える形で情報が提供されています。これを企
業の皆さんがうまく使うことが重要で、そこにさまざまな工夫が必要だと思って
います。 
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 まとめると、MOWLAS によって、地表がどのように揺れるかが分かります（図
表8）。それによって、どこで地震が発生したかが分かります。理学者はなぜ地震
が起きるかということに興味があるので、知的探求の科学として地震学を進める
のですが、さらに、一般の人にとって防災上重要な、どこで地震が発生して、ど
のような強いゆれが発生するのかということを MOWLAS は教えてくれるのです。 

 

2.首都圏地震観測網：MeSO-net 

 しかし、MOWLAS は全国に観測点が 2000 点あっても、首都圏だけに限定する
とあまりたくさんはないのです。首都圏では地震が多いので、もっとたくさんの
観測点が必要でした。まず、首都圏ではなぜ地震が多いかということをお話しし
ます（図表9）。関西で地震がないというのはうそですが、首都圏で地震が多いと
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いうのは確かです。大正の関東大震災を起こした関東地震や江戸時代に起きた元
禄地震など、マグニチュード 8 クラスの地震だけではなく、マグニチュード 7 ぐ
らいの地震はたくさん発生しています。首都圏では明治時代からの 100 年で約 5
回、江戸時代からの約 200 年で 7～8 回とたくさん起きています（図表10）。フィ
リピン海プレートと太平洋プレートという二つの海のプレートが関東の下に沈み
込んでいることによって、力がたくさん掛かっているので、関東では地震が多い
のです（図表11）。 

 関東で地震が多いので、何とか地震による被害を減らすために、地震の正体を
調べたいのですが、MOWLAS の観測点は、都内には 5 点ぐらいしかありません。
MOWLAS の観測点は、平均 20km 間隔で日本列島を覆い、Hi-net は 800 点、そ
の他を合わせて全部で 2000 点はあるのですが、それでも首都圏は少なかったの
です。そこで約 10 年前に文部科学省は東京大学地震研究所に研究委託し、首都
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圏に約 300 点の地震観測網、MeSO-net というものを作りました（図表12）。ち
ょうど最初の 10年が終わったころ、2011 年 3 月の東日本大震災を起こしたマグ
ニチュード 9.0 の巨大な地震が発生したときには、この 300 点の観測点は、8 割
ぐらいはできていました。この観測点によって東北地方太平洋沖地震の揺れが観
測されています。 

 地震学者は MeSO-net のデータを使って、最初に地下の様子がどうなっている
かということを調べました（図表13）。これは地震波トモグラフィーという手法
で、太平洋プレートとフィリピン海プレートが、地下 50km ぐらいのところでぶ
つかっているために地震がたくさん起きているということを描き出しました。普
通の地震学者はこれで満足するのですが、私たちのプロジェクトは、なぜ地震が
起きたかということを使って、地表がどのように揺れて、どのような被害が予想
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され、その被害を減らすためにはどうしたらいいかということを検討しなければ
ならないのです。 

 

3.地下から、地上、人々へ 

 そこで、本プロジェクトで私が主張しているように、地下から、地上、人々に
視点を移す必要があります。 

 MOWLAS は陸上では観測点が 20km 間隔でたくさんあるのですが、それでも
足りないので、MeSO-net を使って、3km ぐらいの間隔で調べたのです。地下の
ことを調べるには、対象が遠いので数キロメートルでそれなりに分かります。し
かし、地表の揺れを逐一モニターするには、少なくとも数百メートル必要です。
図表14では 250m と言っています。防災科研が運用している J-SHIS という全国
の揺れを予測するデータベースは、日本中を 250m 間隔でメッシュに分けて、そ
こでの揺れの強さを予測しています。熊本地震のときにも、その評価はおおよそ
合っていました。この 250m は、これから「ツーフィフティーズ」と言おうと思
っています。冬季オリンピックでのスノーボード競技で「フォーティーンフォー
ティーン」や「エイティハンドレッド」と言うのをまねして、「ツーフィフティー
ズ」と言おうと、林春男理事長にこの間教わりました。それでも建物にとってみ
ると、250m では足りません。建物の一棟一棟の距離は数十メートルで、人々の
距離は数メートルです。つまり、地下から地表、人に視点を移すためには、極め
て稠密な観測をする必要があるのです。 
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 図表15は、内閣府が、首都圏南部でマグニチュード 7.3 の首都直下地震が起き
たときにどのように揺れるかということを計算した図で、非常に精細な震度分布
図ができています。これによると、たくさんの被害が発生して、ポイントは全壊・
焼失が 61 万棟になるだろうということです（図表16）。これはきちんと研究する
と別の数字になると、第Ⅰ部の説明でありましたが、およそこのようになってい
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て、内閣府はどこで被害が大きくなるかということを示しています。図表17で、
リング状になっていることと、角が二つ生えていることがポイントです。 

 最初に角の理由を考えます（図表18）。角が生えているのは、ここが昔、川だ
ったからです（図表19）。川だったところに土砂が堆積し、昔は人が住んでいな
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かったところにたくさんの人が住むようになったことから、大きな被害が予想さ
れています。地震研究所がある文京区の東西断面を取ってみると、山手線があっ
て、上野公園があって、小石川植物園があって、1km の間隔で谷や台地がありま
す（図表20）。ここは武蔵野台地にあった川が埋め立てられて、軟らかい土地に
なっているところがあります。 
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 図表21で、MeSO-net は赤い矢印のところにあります。多く見えるかもしれま
せんが、250m メッシュの分布から見ても全く足りません（図表22）。観測点の間
の揺れを予測する技術は開発されたのですが、データのないところからつくり出
すというのはなかなかつらいものがあるので、何とかして予測したものと実際に
測定したものをつないでいきたいと考えています。今日、私の発表の後で、酒井
先生がこの話を詳しく説明します。 
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 図表23のように、全壊・焼失棟数が多いところがリング状にあるのはどうして
かというと、ここに脆弱な建物がたくさんあるからです。東京都の防災都市づく
り推進計画で整備地区として選ばれた 28 地区が図表24の緑のところで、ここが
木造住宅密集地域になっていて、火災が発生すると延焼し、大きな被害が出てし
まいます。 

 地盤の情報に匹敵するだけの細かいデータを取ることがこの研究の第一歩で、
今年度の成果として、それについて成果が上がったということを次の発表でご紹
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介したいと思います。図表25の図は何度も出てきますが、首都圏だけではなく、
防災力を向上するためには、社会科学、理学、工学が適切に連携し、学際的、総
合的な研究をすることが重要です。しかし、それだけでは駄目で、この開発され
た、研究された知見をうまく社会に使っていただく、あるいは社会からその研究
に対してニーズを提供していただくということが重要です。 

 そこで、私たちはデータ利活用協議会（デ活）をつくって、デ活の活動を始め
ました。研究にはデータがたくさん必要だけれど、予算がないので、民間のデー
タを頂くように文科省に言われて始めたものですが、それだけではありません。
データを頂くだけではなく、私たちはそれぞれの企業の皆さんがお持ちの優れた
事業継続計画（BCP）の知恵をみんなに共有していただくことが非常に重要だと
思っています。各企業や各業界ではそれぞれの優れた BCP をお持ちですが、首
都直下地震が発生して、60 万棟が全壊・焼失してしまうような状況になったとき
には、一つの企業、一つの業界だけが生き延びるということはあり得ません。地
域の皆さん全体で、総合的に助け合うということが必要です。その一つのきっか
けとして、民間の方がお持ちのデータをわれわれの MOWLAS のデータとうまく
統合させるという見本をぜひつくりたいと考えています。 
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4.まとめ 

 まず、MOWLASというもののご紹介をしました（図表26）。それから、MeSO-net
という観測網のご紹介もしました。MeSO-net はまだ MOWLAS の一部ではなく、
将来なったらいいなと思っていますが、これは地域版なので、全国を網羅すると
いうものには入らないかもしれません。重要なことは、地震学が当初から持って
いた「地下を見る視点」から、「地上と人々の視点」に移すことです。このために
は、必然的に非常に稠密な観測網が必要です。10m と言いましたが、まずツーフ
ィフティーズ（250m）を目指そうと思っているので、ぜひ皆さまのお力添えを
頂きたいと思っています。私たちはデ活によって、共通価値の創出（creating 
shared value：CSV）を目指したいと考えていて、その具体的な例をこの後の二
つの発表で聞いていただけると思っています。 

 

（司会：阿部） 平田総括、ありがとうございました。来週末の 3 月 11 日、東
日本大震災から 7 年目の日を迎えます。平田先生はそれに関連して、FM 放送の
J-WAVE で、来週の 3 月 5 日（月）から 8 日（木）までの 4 日間、毎日夜 7 時 45
分から 55 分まで、LOHAS TALK という番組に出演されます。ぜひとも皆さま、
お聞きいただければと思います。ご案内申し上げます。 
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