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１．はじめに 

 耐震構造学・地震工学は過去の度重なる大地震の経

験を契機として進歩・発展してきた。大地震の被害を

詳細に調査し、これを分析・検討して問題点を探り、

将来の研究と対策の方向を見出すことによって、耐震

工学は新しい段階へと進むことが出来る。どんな理論

も最終的には地震による厳しい検証をうけなければな

らない。 

 我が国の耐震工学・地震工学（ここでは両者はほぼ

同義とし、後者を用いる）の発展過程を大きく 2 つに

分けると、1923 年関東地震を含む第 2 次大戦前までを

前半期、大戦後から現代までを後半期、と考えること

ができよう。本稿の２．ではその前半期について、大

まかな流れをたどってみることにする。また、３．で

は関東地震に関わるエピソードのいくつかを紹介する。 

（なお、２．では、2000 年日本建築学会大会における

災害研究協議会「震災調査と地震工学の発展」の主題

説明（柴田）から、多くの部分を引用している。） 

 

２．耐震工学の発展（～1945 年） 

  大地震の都市・建築や社会に及ぼす様々な災害が科

学的な眼で捉えられ、地震工学の源流が形成されたの

はおおよそ 100 年前のことである。日本では、明治以

後の近代化が進む時代に 1891 年濃尾地震が発生し、

地震学と地震工学の発展を促した。1926 年の関東地震

は近代化により発達した都市が受けた厳しい試練であ

った。米国では 1906 年のサンフランシスコ地震、1933

年ロングビーチ地震などの経験を経て地震工学が発展

する。イタリアの 1908 年メッシナ地震は死者 83000

人を数え、これをきっかけに世界最初の等価静的水平

力による耐震設計法が生まれる。 

  以下では、地震工学の黎明期におけるいくつかの大

地震とそれがわが国の地震工学の発展に及ぼした影響

について述べる。 

 

２－１ 1880 年横浜地震とジョン ミルン 

  東京大学工学部の前身である工学寮（後に工部大学

校）に、1876 年鉱山・冶金の主任としてイギリスから
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26 歳のジョン ミルン（1850－1913）が招かれた。若

い地質学者のミルンは日本への赴任に際して、ロンド

ンからイルクーツクを経てモンゴルを横断し、北京、

上海から東京まで、汽車、船、馬車、駱駝による 7 ヶ

月の大旅行を行なっている。ミルンは日本での地震体

験から地震現象に非常な興味をもち、精力的な研究を

行なって近代の実験地震学の基礎を築いた[1]。1880

年 2 月（明治 13 年）の横浜地震は、横浜で煙突の破

損が多く、家屋の壁が落ちた程度の地震であったが、

この地震をきっかけに、1880 年 4 月日本地震学会（会

長は東京大学服部一三、ミルンは副会長）が発足し、

ミルンはその最も熱心な推進者であった。ちなみに、

アメリカの地震学会は 1911 年の発足である。横浜地

震のあとで、ミルンは今のアンケート震度に相当する

先駆的な調査も行なっている。ミルンは工部大学校の

ユーイング、グレイ等と共に地震計を改良し、広範な

地震観測を行なった。また、耐震建築、免震建築につ

いても熱心な研究を行なった。 

  1891 年濃尾地震の後でミルンは東京帝国大学の衛

生工学科教授であったバートンと共に被災地に赴いて

総合的な調査を行ない、優れた写真を含む報告書「The 

Great Earthquake in Japan, 1891」を著わしている

[2]。この貴重な報告は、1992 年にその初版本（緑表

紙）が梅村魁・青山博之により（縮刷）、また 1993 年

に Second Edition 版（茶表紙）が土岐憲三により（原

寸）復刻されている。 

  ミルンは 1881 年に函館の僧侶の娘堀川トネと結婚

し、1895 年まで 19 年間日本に滞在したが、その後ト

ネを伴ってイギリスに帰国し、ワイト島シャイドに私

設の地震観測所を設けて地球規模での遠隔地震の観測

研究を続けた。1913 年にミルンは 63 歳で死去し、そ

の 6 年後にトネは日本に帰国する[1]。 

 

２－２ 1891 年濃尾地震 

  1891 年濃尾地震（明治 24 年）は日本最大級の内陸

地震で、愛知県、岐阜県一帯に死者 7273 人の大きな

被害をもたらした。外国からの輸入工法であるれんが

造建物が多数倒壊し、多くの死者を出した。この地震

をきっかけとして、1892 年に震災予防調査会が菊池大

麓（1855－1917）等の推進により文部省内に作られた。

東京帝国大学の地震学、地質学、数学、物理学、工学

の教授や、技術者、建築家などから構成されたこの会

は、地震の研究と予知及び地震災害の軽減という 2 つ

の任務を課せられた。ミルン等の尽力により活動した

日本地震学会は 1892 年に解散し、その後は日本人の

手による地震学と耐震構造の研究が、震災予防調査会

によって大きく進展する。 

  大森房吉（1868－1923）は 1890 年帝国大学物理学

科を卒業した後震災予防調査会の委員として活躍し、

ミルンの研究を発展させて日本の地震学に多大の業績

を残し、地震工学の面でも重要な研究を行なっている。

震災予防調査会報告にある大森の振動台実験ならびに

建物固有周期の測定は地震工学、耐震工学の先駆的な

業績である[3] [4]。 

  調査会の多方面にわたる活動は 1923 年関東地震の

後まで続き、その成果は震災予防調査会報告第 1 号か

ら第 104 号として取りまとめられている。1923 年関

東地震の後では詳細な調査報告が震災予防調査会報告

第 100 号（甲）－（戊）として出され、これが調査会

の最後の大仕事になった[6]。地震と耐震に関する研究

は関東地震の 2 年後 1925 年に設立された東大地震研

究所に引き継がれる。 

（注：震災予防の名を冠した震災予防協会が 1941 年

に発足し、1988 年には日本地震工学振興会と合併して、

1988 年の第 9 回世界地震工学会議では事務局として

活躍したが、今年 2010 年に震災予防協会は役割を終

えて終了した。） 

（注：震災予防調査会報告は青葉山の東北大学理学部

図書館にほぼ全巻が揃っているので、機会があれば見

ていただきたい。耐震工学の揺籃期の様々な苦労がよ

くわかって興味が尽きない。また、CiNii の HP で閲

覧可能。後記参照。） 

 

２－３ 1906 年サンフランシスコ地震 

  1906 年サンフランシスコ地震（明治 39 年）はサン

フランシスコ市を中心に大きな被害を建物にもたらし

た。又、火災による被害も著しかった。死者は約 700

人である。 

  この年に東京帝大建築学科の助教授となった 26 才

の佐野利器（さの としかた、1880－1956）は、中村
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達太郎とともにサンフランシスコ地震の調査に赴き、

煉瓦造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの建物被害

を詳しく調べ、耐震構造上の貴重な知見を得た。その

様子は、建築雑誌の「米国加州震災談(一)」、「同（二）」、

「同（三）」に詳しく述べられている[5]。 

（注：建築雑誌は日本建築学会の HP で第 1 号から閲

覧可能。後記参照。） 

  1911 年から 1914 年までドイツに留学した佐野は、

帰朝後すぐに「家屋耐震構造論」を表わし（1914）、

これにより工学博士の学位を得る。｢家屋耐震構造論｣

は震災予防調査会報告第 83 号（甲）、（乙）として 1916

年及び 1917 年に刊行された[7]。その冒頭で佐野は加

速度（最大加速度）を表わす「震度」（k = a / g, a：最

大加速度、g：重力加速度）の概念を提唱している。 

  また同報告の中で、佐野はサンフランシスコ地震の

被害調査の経験に基き、煉瓦造、鉄骨造、鉄筋コンク

リート造、木造の家屋についてそれぞれ耐震構造法の

要諦を詳述している。 

  鉄骨造について、佐野は次のように述べている[7]。 

「吾人は加州震災の経験に依りて吾人の進路を確立す

るを得たり。即ち煉瓦造石造家屋は鉄骨構造となし且

つ其の手法を考究改善することに因って之に殆ど完全

なる耐震性を与うるを得べきことを立証するを得たる

なり。此の点に於いて加州震災は実に吾人の恩者なり

と云うべし。」 

  鉄筋コンクリート造は、欧米各地で建築構造に利用

されつつあったが、当時サンフランシスコでは官権に

より壁体としての使用を禁止されていた。(煉瓦業者及

び職人が自分の職業に影響するのを恐れて官辺を強迫

したためと言う。) 佐野は鉄筋コンクリート構造の唯

一の震災例であるサンフランシスコゴールデンゲート

公園内の望楼“パークパノラマ”（2 層の楕円形回廊、

柱梁構造）を詳しく調査し、やや残留変形を残しなが

らも柱に大きな損傷が見られず、じん性的な挙動を示

していることに強い印象を受け、鉄筋コンクリート造

が耐震構造として大きな可能性をもつ、として、次の

様に述べている[7]。 

 「鉄筋コンクリート造家屋の災度を示すに足るべき

経験にして余の有する唯一物を桑港金門公園内の望楼

となす、蓋し望楼は鉄筋コンクリート禁止令以前に作

られたる桑港唯一の建物なり。望楼は震災に会して

種々なる現象を顕はし、余輩をして鉄筋コンクリート

造一般に対する感念を確立するの資料を得せしめたり。

（中略） 

  斯くの如き粘靭的現象は煉瓦造石造等の遂に呈し得

べきにあらず。望楼の被害は鉄筋コンクリート造が如

何なる震度に耐え得べきかの標準を示すものにあらず

と雖も、少なくも其の亀裂の単純なることを例証せり。

更に又、亀裂しても連絡を断たず、傾斜しても猶潰倒

せざる、その粘靭性の実に偉大なることを示すものな

り。望楼の築造せられたるは鉄筋コンクリート造の初

期にありき故に其のコンクリート材料は粗悪にして、

而して鉄筋の配置も亦甚だ不備なり。而かも猶ほ其の

効果斯くの如し。今日の手法には数段の進歩あり。更

に考究進歩せしめらるべき前途を有す。その強度と粘

靭性に依頼して理想に近き耐震家屋たり得べき素質を

有すること、望楼の実例に徴して考え及ぶべきなり。」） 

  （サンフランシスコ地震の 50 周年に当たる 1956 年

には、第 1 回の世界地震工学会議（World Conference 

on Earthquake Engineering）が Berkeley で開かれ、

地震工学（Earthquake Engineering）という言葉がこ

の時から広く世に用いられるようになった。地震工学

会議は以来 4 年に 1 度世界各地で開催され、地震工学

の発展を大きく推し進めることになる。） 

 

２－４ 1923 年関東地震 

  1923 年 9 月 1 日の関東地震（大正 12 年）は、死者

10,000 人、行方不明 43,000 人という惨事になった。

死者の多くは火事によるものである。この地震被害の

詳細な調査結果は震災予防調査会報告第百号（甲）－

（戊）に取りまとめられている[6]。これは土木工学、

建築学、地震学など広い分野にわたる地震及び被害に

関する調査研究を編纂したものである。（HP で閲覧可

能。付１．参照。）また、土木学会も大正十二年関東大

地震震害調査報告 を出している。このような震災調査

の詳細な報告は、地震工学の研究者が何度も立ち戻る

ことの出来る貴重な宝庫と言える。 

  地震の翌年 1924 年には市街地建築物法（1919 年制

定）が大きく改正され、構造詳細の規定が強化される

とともに、我が国で初めて水平震度 0.1 以上とする地
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震力規定が設けられて、耐震計算が義務づけられた。  

  なお、住居地域 65 尺（19.7ｍ）、住居地域外 100 尺

（30.3ｍ）の高さ制限はそのまま据え置かれた。現在

でも 31ｍと 20ｍの制限値として残っている[8]。 

  設計震度 0.1 が定められた根拠は、大地震の震度が

下町で 0.3 程度であり、許容応力度における材料安全

率が 3 程度であることから、破壊の一歩手前にあるよ

うにするには水平震度 0.1 で許容応力度設計をすれば

よい、という判断であったとされる[9]。 

  佐野の教えを受けた内藤多仲（1886－1970）は、早

大建築学科において建築耐震構造学の分野を大きく発

展させた。内藤の構造設計により関東地震の直前に完

成した日本興業銀行は殆ど無被害であった。この建物

で、内藤は鉄筋コンクリートの耐震壁を随所に配置し、

柱・梁の鉄骨の周りを鉄筋コンクリートで包む鉄骨鉄

筋コンクリート構造とした。設計震度は 1 /15 であっ

た。この後、日本の 7 階から 10 階程度までの中・高

層建築は鉄骨鉄筋コンクリート構造が主流となる。 

  関東地震の 2 年後 1925 年に東大地震研究所が発足

し、震災予防調査会の後をうけて地震学及び地震工学

の研究を推進することになった。初代所長は造船学者

の末広恭二（1877－1932）である。末広は地震の 3 年

後の 1926 年に、0.22ｓから 1.81ｓまでの周期をもつ

13 個の減衰振り子の実地震に対する応答（selective 

resonance ）を記録する地震波分解器（ Seismic 

Vibration Analyzer）を作り、多数の地震に対するデ

ータを得て地震動の諸性質を調べた。これは現在の応

答スペクトルを実験的に求める先駆的な試みである。

地震研究所彙報の第 1 号にその論文がある。[10, 11]。 

（注：地震研究所彙報は、東大地震研究所 HP から閲

覧可能。後記参照。） 

  また、末広は 1931年ASCEの招きに応じて渡米し、

アメリカのカリフォルニア大学、スタンフォード大学、

CALTECH、MIT で Engineering Seismology に関す

る講演を行なった。この講演の中で末広は、大地震の

加速度記録を得ることが極めて重要であり、加速度強

震計の開発が今後取り組むべき課題であることを強く

主張した。末広の講演はアメリカの研究者に大きな刺

激を与え、アメリカにおける世界最初の強震計開発へ

とつながる。末広はアメリカでの講演を終えて帰国す

ると病を得て 1932 年 55 才で急逝した。講演内容を詳

しく述べた末広の ASCE論文に付された Introduction

の追悼文は、米国での強震計開発を推進した John R. 

Freeman によるものである[12]。 

  地震研究所創立 10 周年（1935 年）に当たって寺田

寅彦により撰せられた銅版の碑文には次のようにある。 

  「明治廿四年濃尾地震の災害に鑑みて震災予防調査

会が設立され、我邦における地震学の研究が漸く其緒

に就いた大正十二年帝都並に関東地方を脅かした大地

震の災禍は更に痛切に日本に於ける地震学の基礎的研

究の必要を啓示するものであった。この天啓に促がさ

れて設置されたのが當東京帝国大学付属地震研究所で

ある。創立の際専らその事に盡瘁した者は本所最初の

所長事務取扱の職に當った工学博士末廣恭二であった。

（中略）本所永遠の使命とする所は地震に関する諸現

象の科学的研究と直接又は間接に地震に起因する災害

の豫防並に軽減方策の探求とである。この使命こそは

本所の門に出入りする者の日夜心肝に銘じて忘るべか

らざるものである。」 

 関東地震の 4 年後、建築雑誌上で耐震構造の基本的

な考え方についての論争が華々しく行われた。これを

「剛柔論争」と呼ぶ。 

 （ 注：関東地震から 50 年に当たる 1973 年には、日

本学術会議の提唱で、地震学会、土質工学会、土木学

会、日本機械学会、日本建築学会の共催による関東地

震 50 周年記念地震工学シンポジウムが東京で開かれ

ている。テーマは、１）構造材料及び部材の動的挙動、

２）土と構造物の相互作用、３）有限要素法と地震工

学への応用、の 3 つである。丁度 1968 年十勝沖地震

と 1978 年宮城県沖地震の中間の年であり、地震工学

の発展と高揚の時期であった。） 

 

２－５ 1933 年ロングビーチ地震 

  アメリカでは J, R. Freeman(1855－1932) が強震

計の開発に力を尽くした。フリーマンは優れた水理技

術者で、アメリカ機械学会（ASME）とアメリカ土木

学会（ASCE）の会長の両方を務めた唯一の人である。

彼は晩年 1925 年サンタバーバラ地震をきっかけに地

震工学に関心を持ち、商務省に働きかけてアメリカ海

岸地質調査局（the US Coast and Geodetic Survey）
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における強震計の開発を推進させた[13]。これにより、

Wood-Anderson 地震計を改良した加速度強震計が

1932 年に設置され、翌年の 1933 年 Long Beach 地震

（昭和 8 年）で世界最初の強震記録が得られた。1940

年には有名な El Centro 記録が得られている。 

斉田時太郎の論文「ロングビーチ震災による地震工

学の収穫」（地震第 1 輯、6．6、1934 年）では、Long 

Beach 地震で得られた強震記録について波形を含めて

詳しく紹介し、末広博士の大きな貢献についても言及

している。 

  複雑な強震動の実記録が構造物に入力した時の応答

を計算することは、初期の地震工学における最も重要

で困難な課題であった。Long Beach 地震で初めての

強震記録が得られて以来、1930 年代の Caltech におい

てこれに関する様々な試みがなされた。M. A. Biot は

捩り振子を用いた機械的アナライザーにより地震動記

録に対する 1 質点系の応答を求め、最大応答と固有周

期の関係を応答スペクトルの形で示した。 G．W．

Housner は、1941 年の論文で過渡的な地震動に対す

る最大応答を近似的な算術計算で求める方法を示し、

応答スペクトルの考え方を示している[14]。このやり

方は、当時の Caltech の人達、Prof. R. R. Martel, Prof. 

M. A. Biot, Prof. M. P. White等によって用いられてい

た方法である。 また、Housner は Caltech に設置さ

れた電子管式アナログ計算機を用いて地震応答計算を

行なった[15]。Caltech で地震応答の計算が最初に行わ

れたのは算術的方法によってであったが、捩り振子に

よる方法はその時間を 1 / 16 にし、電子管アナログは

それを更に 1 /30 にした、とその論文にある（1949 年）。

地震応答スペクトルは、地震動の構造物に対する動的

な影響を端的に表わす最も有効な手段として広く用い

られるようになった。（日本では、強震計による地震観

測とその解析は遥かに遅れ、第 2 次大戦後のことにな

る。） 

  1933 年ロングビーチ地震の後、Los Angeles 市の

building code に自重の8%を設計水平力とする規定が

初めて定められた。1943年の Los Angeles 市 building 

code には、建物の階数 N を考慮した規定が定められた。 

 日本では、1933 年に「鉄筋コンクリート構造計算基

準」が初めて作られた。この規準の付録に、武藤清の

横力分布係数法（D 値法）が載せられた。この方法は、

水平力に対する応力計算を手計算で容易に行えるもの

である。また、二見秀雄の鉛直荷重に対する応力の略

算法（二見法）も付録に掲載された。いずれも、計算

機のない当時における実用計算法として、画期的なも

のであった。 

 

２－６ 第 2 次大戦の終わり 

 1931 年に五・一五事件、1936 年に二・二六事件が

起こり、1933 年に日本は国際連盟を脱退、1937 年に

は日中戦争が勃発、1941 年には太平洋戦争が始まった。 

 戦時中の大地震には、1943 年鳥取地震（M7.2、死

1083、鹿野断層 8km）や 1944 年東南海地震（M7.9、

死・不明 1223、津波 熊野灘沿岸 6～8m）、1944 年

三河地震（M6.8、死 2306）などがある。東南海地震

の被害は、軍事機密として伏せられた。その間の経緯

は、山下文男「隠された大震災」（東北大学出版会）に

詳しい。（三河地震を、柴田は小学校 2 年の時に愛知県

で体験している。） 

 1945 年の終戦時に、志賀敏男先生は東京帝国大学建

築学科の 4 年生であった。1946 年 9 月に先生は工学部

を卒業、大学院に進学された。その後、GHQ の施設の

耐震設計に携わり、1951 年に東北大学助教授として仙

台へ赴任され、1965年教授に昇任された。その後、1986

年に退官されるまで 36 年間の長きにわたって東北大

学建築学科及び都市建築学専攻の発展のためにご尽力

をいただいた。 

 第 2 次大戦後の耐震構造・地震工学の歴史を辿るこ

とは、志賀先生の東北大学でのお仕事を振り返ること

に重なる。 

 2009 年 10 月 19 日に先生は 86 歳で逝去された。心

から哀悼の意を表する。 

 第 2 次大戦後の耐震構造研究の流れについては、後

に機会を改めてまとめたい。 

 

３．関東大震災にまつわるエピソード 

３－１ 大森房吉と今村明恒の論争 

 大森房吉（1868～1923）は、1896 年東京帝国大学

理科大学教授となり、長く日本の地震学の指導的立場

にあった。初期微動時間から震源距離を決める大森公
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式は有名である。 

今村明恒（1870～1948）は、大森の 2 年後輩で、大

森の下で助教授を務めた。今村は師である大森と学術

上の論争を繰り返し、幾度も対立した。 

そのひとつが、今村の 1905 年に雑誌「太陽」に発

表した啓蒙的な論文に端を発した、関東地域の地震を

めぐる大森・今村論争である（関東大地震の 18 年前）。

今村は、地震の歴史的周期の分析から、今後 50 年以内

に関東で大地震が起こることを覚悟しなければならな

い、その時最も恐ろしいのは火災であり、十万から二

十万の犠牲という大災害になるだろう、と警告し、震

災軽減の対策を提言した。 

 年が明けて、これが新聞に興味本位の形で大々的に

取り上げられ、その年が丙午（ひのえうま）で（丙午

には火事が多い、その年生まれの女性は気が強い、と

いう俗説がある）、また、たまたま東京にやや強い地震

があったこともあって、社会問題になった。大森は、

今村の論は「浮説」であり、「人心を動揺せしめ」てい

る、とする論文を「太陽」に掲載し、今村を非難した。 

 1915 年に房総沖の群発地震があり、これを大地震の

前兆と考えるかどうかについて、大森と今村の意見は

また対立し、論議は再燃した。丁度、安政大地震から

60 年で、大地震が起こるのではとの噂も世間を不安に

していた。大森は東京を襲う大地震の発生を強く否定

し、今村は元禄地震の空白域が埋まっていないとして

反論し、互いに主張を譲らなかった。 

 1923 年 9 月 1 日関東大地震が起こり、今村の警告は

不幸にも的中した。この時、大森は体調不良を押して

メルボルンの汎太平洋学術会議に出席していた。会議

の後、シドニーの天文台に招かれ、観測室で地震計の

前に立った瞬間、地震計の針が大きく動き出した。東

京付近の地震と知って大森は愕然とする。急遽、船で

帰国した大森の病状は重く（脳腫瘍）、10 月 4 日横浜

に着き、大学病院に入院、11 月 8 日死去した（帰国後

１ヶ月）。病室を訪ねた今村に、大森は「重大な責任を

感じている。譴責されても仕方がない。」と話したとい

う。今村は、大森の後を継いでその年 12 月に新設され

た地震学科の主任教授となった。 

 今村は関東大地震に続いて南海大地震の来襲を確信

し、1931 年に東大を退官した後も、第二次大戦の戦

中・戦後の困難な生活の中、私財を投じて南海地震の

予知研究に取り組んだ。1946 年南海地震の後で、「十

八年の苦心、水の泡となった」と嘆息したという。地

震の 2 年後に今村は急性気管支炎で死去する。この間

の今村の苦闘の事情、および今村の業績や人となりに

ついては、以下の 2 著に詳しい。 

山下文男「地震予知の先駆者 今村明恒の生涯」（青

磁社 1989 年） 

山下文男「太平洋戦争史秘録 隠された大震災」（東

北大学出版会 2009 年） 

（今村は、小学校で地震・津波の知識についての教育

を行うことを強く主張した。昭和 12 年には「稲村の火」

が尋常 5 年の教科書に採用された。） 

（1941 年（昭和 16）財団法人震災予防協会が創立さ

れ、今村が最初の理事長に就任した。今年 2010 年に、

震災予防協会はその役割を終えて解散する。） 

 

３－２ 剛柔論争 

 わが国で耐震構造の考え方を初めて体系的に示した

のは佐野利器（1880～1956）である。佐野は、彼の博

士論文の内容に基づく論考を、1915 年（大正 4）から

1916 年（大正 5）にかけて建築雑誌に「家屋耐震構造

要梗」の題で 7 回にわたり発表し、耐震構造学の枠組

みを提示した。ここで、いわゆる佐野震度の考えが示

されている。 

 また、佐野と同じ東京帝大の建築で 6 年下の内藤多

仲は、早稲田大学で教鞭をとったが、関東地震直前の

1922 年（大正 11）から 1923 年（大正 12）にかけて

建築雑誌に「架構建築耐震構造論」を 6 回にわたり発

表し、実務的な観点から彼の耐震設計論を述べている。 

 このようにして、日本の耐震構造学がつくられてい

く過程の中で、1923 年（大正 12）関東地震が起こり、

建築物の耐震性に対する社会の関心は大いに高まった。 

1924年には市街地建築物法の中に震度 0.1の耐震規定

が設けられた。この時、佐野利器は帝都復興院の建築

局長であった。 

 大震災の調査・検討が一段落した 4 年後、1927 年（昭

和 2）1 月の建築雑誌に佐野の「耐震構造上の諸説」と

いう論説が発表された。その内容は第 8 回建築学会講

習会の講演で、耐震構造に関する諸家の研究を総覧し
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たものである（佐野 47 歳）。 

同じ号の建築雑誌に、海軍省建築局長の真島健三郎

（1873～1941）が大正 15 年 10 月帝国鉄道協会で行

った講演が論説「耐震構造問題に就て」として掲載さ

れている（真島 54 歳）。この講演会の席上で、真島は

佐野の剛構造説に対して自らの柔構造説を詳しく開陳

した。それに対して会場で佐野と武藤清が行った相当

厳しい質疑と、それに対する真島の応答が末尾に付さ

れている。 

 佐野の論説に対し、真島は同 1927 年 4 月の建築雑

誌に「佐野博士の耐震構造上の諸説（評論）を読む」

と題する論説を出し、佐野・武藤の剛構造説に対して

柔構造説を主張した。 

 佐野の直弟子である武藤清（1903～1989）は、2 年

後の 1929 年建築雑誌 528 号の「付録第二 家屋の耐

震設計方針について」で、耐震構造論の諸説を考察し

た上で、今の構造法としては剛性構造による外はない

と述べ、この論争は一応の終着を見た。 

（同論文の結び：「結局実現性のある確実な方法は剛性

構造である。現行建築物法では各階に一様に水平震度

0.1 を加えて強度の最低限度を律している。之は取締

規則として実施の簡易を期する上から止むを得ない所

であらうが、一般設計の慣習としてはその地盤に於け

る地震動の性質を研究し震度を選定し、家屋の重要さ

に依って震度を増し、更に頂に至るに従って又震度の

増加をなして設計するを慣例とし度いものである。」） 

 しばらく時は過ぎて、1930 年 11 月（昭和 5）に北

伊豆地震が起こり、死者 272 名、家屋 2165 というか

なり大きな被害が生じた。また、丹那断層（長さ 35km、

最大ずれ 2～3m）が生じ、建設中の東海道本線の丹那

トンテルがずれて、死者 3 名の事故となった。関東地

震の記憶もまだ新しく、この地震に対する社会の反響

は大きかった。この地震の後、剛柔論争の第 2 幕が始

まる。 

 建物の被害を調査した真島は、1931 年（昭和 6）2

月 23 日から 4 日間、東京朝日新聞に「耐震構造への

疑ひ」と題する記事を寄せ、持説の柔構造論を再び主

張し、佐野一派の剛構造論に疑義を呈した。 

 これに対し、武藤清は 1931 年（昭和 6）3 月の建築

雑誌で「真島氏の柔構造論への疑ひ」と題して、真島

の柔構造論を論駁した。即ち、地震動の性質がまだ正

確に把握されていないこと（仮定の点が多い、強震記

録がまだ無かった時代）、また建物の損傷・塑性化によ

り周期の延長が生ずるが、それが必ずしも有利にはな

らないこと（共鳴の危険がないとはいえない）を述べ、

柔構造説には賛成できないとして、剛構造の立場を強

く主張した（武藤 28 歳）。 

 真島のこの論文への反論が同年 5 月の建築雑誌に

「柔構造論に対する武藤君の批評に答え更に其の余論

を試み広く諸家の教を仰く」として掲載された。 

これは、武藤論文の指摘に対して逐一丁寧に自らの考

えを再度述べたもので、動力学的な観点をきちんと押

さえて論ずる必要があること（剛構造論には振動学的

考察が足りない）、また実際の震災状況の観察を基にし

て考えるべきことを（辷り、揺動、引抜、損傷状況等）、

いろいろな震害の例を引きながら述べている。真島の

方はこの時 58 歳、「齢ばかりは大先輩格で余生も少な

い」から、剛構造論の適切な説明が聞きたいので、剛

柔いずれになろうと構わないが、賛否の議論が尽くさ

れることを望む次第、と柔軟な対応ではあるが、なか

なか後には引かない。 

 （当時の地震動の知識は乏しいものであったが、関

東地震の記録などを参考に、試みに建物周期を 0.5sec、

主要動を周期 1sec、全振幅 12cm 位にとれば、最初の

１波で大変大きな応力になり、震度 0.1 などでは到底

耐えきれない、という真島の主張である。 

 地動周期（仮定）T0=1.0sec 

  地動円振動数 w =6.28, w^2=39.44 

  地動振幅（仮定）Y0=12cm/2=6cm 

  地動加速度 A0=Y0w^2=237cm/sec^2 

  建物周期 T=0.5sec 

  応答倍率 a=2.0(1 周期分のパルス) 

  応答加速度 SA=2A0=2*237=474cm/sec^2 

 設計震度 0.1 は戦後の建築基準法において 0.2 とな

るが、大地震時に実際に作用するであろう大きな地震

力と設計地震力との乖離はなかなか埋められないまま

に、長い時が経過した。この乖離は、1968 年十勝沖地

震や 1978 年宮城県沖地震の試練を経て、1980 年の新

耐震設計法に至って初めて解消される。） 

 剛柔論争の第 3 幕は、1935 年（昭和 10）5 月の建
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築雑誌に棚橋諒（1907～1974）が発表した「地震の破

壊力と建築物の耐震力に関する私見」という論文がき

っかけである（棚橋 28 歳）。この論文の中で、棚橋は、

色々な大地震について、その被害状況及び推定される

地震動強さを総合的に考察した。そして、地動の震度

は被害地震では 0.3～0.4 程度で極めて大きいこと、こ

の様な大きい衝撃的な地動に対して「構造物の耐震力

を決定する処のものは、水平力によって構造物が変形

してこれが破壊までに貯え得るポテンシャルエネルギ

ー量にある」、と述べた。（棚橋の論文には、1933 年

Long Beach 地震で得られた強震記録の情報が載せら

れている。） 

 真島はこの棚橋論文についても、1935 年 10 月建築

雑誌に「棚橋諒君の新説[地震の破壊力と建築物の耐震

力に関する私見]を一読して感想を述ぶ」を寄せ、柔構

造論からの見解を述べているが、真島の立場は、基本

的には、“弾性範囲を超えては問題が複雑になるので、

弾性限度内で考えるのが穏当だろう”というものであ

り、棚橋の塑性ポテンシャルエネルギーにはあまり理

解を示していない。 

この剛柔論争は、日本では第二次大戦後に米国の強震

記録がもたらされ、コンピューターの発達により実際

の不規則な地震応答の特性が明らかになることによっ

て決着する。 

（今年出た望月重「耐震壁ものがたり」（鹿島出版会）

には剛柔論争のことが取り上げられている。他にも

色々なエピソードが書かれていて面白い。） 

 

３－３ 末広恭二と John R. Freeman 

先に触れた末広恭二（1877～1932、末広鉄腸の二男、

子息に恭雄（お魚博士））は、東京帝国大学工科大学造

船工学科を明治 33 年に卒業後、長崎三菱造船所に入り、

34 年に帰京して大学院に入り、35 年助教授、満 2 年

間ドイツおよびイギリスに留学の後、44 年工科大学教

授に任ぜられ、船舶工学関係で多大の業績をあげた。

また、大正 12 年関東大震災以前より地震学に興味を持

っていたが、震災の惨害を体験した経験から、地震に

対する特別な研究機関の必要を痛感し、時の総長古在

由直に進言し、奔走の結果、1925 年東京帝国大学地震

研究所の設立を見るに到った。爾来、同所長事務取扱

の職に留まって、その進展に尽力した。 

1931 年（昭和 6 年）の秋、米国諸大学に頼まれて出

張し、カリフォルニア大学、スタンフォード大学、

CALTECH、MIT その他で講演をした。帰路フランス

へ渡ってパリでも若干の講演をした。3月 9日早帰朝々

から風邪を引き、肺気腫の兆候があるというので大事

をとって休養し、一度快くなって 4 月 5 日の工学大会

に顔を出したが、翌朝から急性肺炎の症状を発して、

療養功なく 1932 年 4 月 9 日に永眠した（帰国後１ヶ

月）。 

地震研究所の同僚であった寺田寅彦が昭和 7 年「科

学」に寄稿した追悼文「工学博士末広恭二君」に、こ

の間の事情が次のように述べられている（付２）。 

「⋯ 米国から講演の依頼を受けた時にも、健康の点

でかなり躊躇していたが、人々もすすめたので思い切

って出かけたのであった。最近に出版された、John R. 

Freeman: Earthquake Damage and Earthquake 

Insurance を見ると、末広君が米国に招かれるに到っ

た由来が明らかになっている。この本の第 22 章に地震

研究方針について米国学会への著者の提案が列挙して

ある。その冒頭に、先ず有能な学者を日本へ派遣して

大学地震研究所におけるあらゆる研究の模様を習得せ

しめよということ、次に末広所長を米国に迎えて講演

させ、また米国における研究方針についてその助言を

求め、また末広式の地震分析器（前出）を各所に据え

付けて地盤の固有振動の検出を試みよといったような

ことが書いてある。巻末に貼紙として添付された印刷

物 に は 、 末 広 君 の 講 演 の 梗 概 と 著 者 の Some 

After-thoughts が述べてある。この書の著者は米国在

来のやり方の不備に飽き足らず末広君の色々な考え方

にすっかり共鳴したからのことと考えられるのである。

同君帰朝後筆者が逢った時に「反響はどうだった」と

聞いたら「少しはこちらの研究も刺激にはなっている

らしいね」という答えであった。 

この講演の旅は末広君にはかなり愉快な旅であった

らしくも思われるが、しかしやはり身体にはこたえた

のではないかと思われる。⋯ 」 

末広が 1931 年に米国で行った講演を収めた ASCE

論文（1932）[12]の目次は次の通りである。関東地震

の後活発に進められた日本の地震研究を総括しており、
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私たちがいま読んでも非常に得るところが多い。地震

工学を学ぶ学生は、一度は読むべき論文であると思う。 

“Engineering Seismology Notes on American 

Lectures”, Proc. ASCE, LVIII, No.4, 1932 

Contents 

Foreword 

Introduction (J. R. Freeman) 

History of Development of Seismology in Japan 

Engineering Seismology 

Vibration of Buildings in an Earthquake  

 末広博士の業績は、死後 1934 年（昭和 9）に刊行さ

れた「 Scientific and Technical Papers by Kyoji 

Suehiro」に取り纏められている。 

 

 さて次に、寺田寅彦が追悼文の中で触れ、また末広

の ASCE 論文に真情溢れる Introduction を書いた

John R. Freeman とは、どのような人物であったのだ

ろうか。 

 ホームページの情報及び文献[13]によれば、1855 年

に生まれ、1932 年死去している。土木、水道関係の著

名なエンジニアで、アメリカ機械学会(ASME)及びア

メリカ土木学会(ASCE)の会長を務めている（両方を務

めた人は珍しい）。また火災保険会社の社長であり、ス

プリンクラーや排煙のシステムを推し進めた。また、

当時米国では 1906 年サンフランシスコ地震、1925 年

サンタバーバラ地震などの地震被害があり、世界的に

も 1923 年関東地震などの大地震が起こっていたこと

もあって、彼は耐震構造について大きな関心を抱いて

いた。（２－５も参照） 

 彼が死の直前 1932 年に著した「地震災害と地震保

険 」 (“Earthquake Damage and Earthquake 

Insurance” by John R. Freeman, McGraw Hill, 

1932 )という 904 ページの大部の本には、彼の地震防

災に対する強い情熱が感じられる（寺田が末広の追悼

文の中で引用した本）（付３）。 

 この本は 22 章からなり、地震の性質、被害の特徴、

国内外の過去の大地震の被害と教訓、地盤と震害、被

害率、地震保険、耐震基準、地震記録などの広範な事

柄について当時の新知見を広く収録している。最後の

第 22 章においては、米国における今後の地震研究の方

向として 21 の項目を提案している。その最初の 3 つ

は次の様なものである。 

 １．米国の地震学者を日本へ送って、地震研究所で

文献を調査し、最新の機器と研究成果を学ぶこと。 

 ２． 内藤博士の耐震構造論を英語に翻訳すること。 

 ３．末広博士を米国の主要大学に招いて講演をして

もらうこと。 

また、章の最後に、スタンフォード大学の学長がア

メリカ地震学会の会長に送った手紙から 4 か所を引用

している。その最終 4 番目の痛烈な皮肉の文章は次の

ようである。 

“The registration of an earthquake two thousand 

miles away can hardly be expected to interest a man 

whose family lies buried beneath the ruins of a 

house built of improper materials upon ground that 

any geologist might have told him to keep away 

from.” 

 末広博士の訪米は、Freeman の 3 番目の提言が実現

したものである。この出版と同時に、末広博士が帰国

直後に 54 歳で死去したことは、Freeman にとって断

腸の思いであったろう。寺田の追悼文に述べられてい

るように、Freeman は、末広の講演から学んだ地震防

災の将来への見通しと自身の強い思いを、一枚の後書

き（1932 年 1 月 18 日付け）として出版された本に添

付した。 なお、Freeman 自身も末広博士と同じ 1932

年に 77 歳で死去している。 

 末広博士と Freemanが亡くなった翌年の 1933年に

カリフォルニアに Long Beach 地震が起こり、死者 120

名の大きな被害をもたらした。そして、両氏の強い念

願であった強震記録が、1932 年の夏頃から The U. S. 

Coast and Geodetic Survey によってカリフォルニア

沿岸に設置された強震計によって、世界で初めて得ら

れたのである。関東大震災から 10 年後のことであった。 

  Earthquake Strong Motion (NOAA) のデータに

よれば、波形記録の最大値は次のようである。 

              NS   EW   UD 

最大加速度(cm/s2)  130.6   151.5  149.5 

  最大速度(cm/s)     29.0    17.3   12.0 

 最大変位(cm)       15.5    17.5    7.4  

 場所：Vernon CMD bldg (CALTEC corrected data） 
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付１．文献探索 

 

CiNii（サイニー、Citation Information by NII）： 

国立情報学研究所(National Institute of Informatics)

が運営する学術文献のデータベース。 

 

日本建築学会「建築雑誌」複写版の検索 

日本建築学会 HP→データベース・検索サービス→本

文（PDF）データベース→建築雑誌→1887 年～2009

年分が無料一般公開（CiNii 電子図書館による） 

 

土木学会「土木学会誌」複写版の検索 

土木学会 HP→土木図書館→デジタルアーカイブズ→

土木学会誌→1915年～1960年分のPDFが無料一般公

開、また、工学会誌（土木学会誌の前身）→1881 年～

1921 年分の PDF が無料一般公開 

 

「東京大学地震研究所彙報」複写版の探索 

東大地震研 HP→広報・刊行物→刊行物→彙報→フル

テキスト論文紹介サイト（UT-Repository）→巻号一

覧→クリックで論文名リスト（巻号をクリックすると

薄青の四角の中に矢印のマークが出て、しばらく（数

十秒）してからリストが一番上に出る。時間がかかる）

→論文をクリックして pdf ファイルを見る/開く 

 

「震災予防調査会報告」複写版の探索 

CiNii→CiNii本文収録刊行物ディレクトリ→研究紀要

→国立大学→東京大学→震災予防調査会報告→第 1 号

～101 号・付図（無料一般公開） 
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付２． 

昭和七年六月『科学』（1934 年） 

 

「工学博士末広恭二君」 寺田寅彦 
 

 昭和七年四月九日工学博士末広恭二（すえひろきょ

うじ）君の死によって我国の学界は容易に補給し難い

大きな損失を受けた。 

 末広君の家は旧宇和島藩の士族で、父の名は重恭（し

げやす）、鉄腸（てっちょう）と号し、明治初年の志士

であり政客であり同時に文筆をもって世に知られた人

である。恭二君はその次男で、兄は重雄、法学博士で

現に京都大学教授である。恭二君は明治十年十月二十

四日東京で生れ、芝桜田小学校から日本中学校に入り

故杉浦重剛氏の薫陶を受けた。第一高等学校を経て東

京帝国工科大学造船学科へ入学し、明治三十三年卒業

した。高等学校時代厳父の死に会い、当時家計豊かで

なかったため亡父の故旧の配慮によって岩崎男爵家の

私塾に寄食し、大学卒業当時まで引きつづき同家子弟

の研学の相手をした。卒業後長崎三菱造船所に入って

実地の修業をした後、三十四年に帰京して大学院に入

り、同時に母校の講師となった。その当時理科大学物

理学科の聴講生となって長岡博士その他の物理学に関

する講義に出席した。翌三十五年助教授となり、四十

二年応用力学研究のため満二年間独国及び英国へ留学

を命ぜられ、これと同時に工学博士の学位を授けられ

た。四十四年帰朝後工科大学教授に任ぜられ、爾来（じ

らい）最後の日まで力学、応用力学、船舶工学等の講

座を受持っていた。大正七年三菱研究所の創立に際し

てその所長となったが、その設立については末広君が

主要な中心人物の一人として活動した事は明白な事実

である。大正十二年関東大震災以前から既に地震学に

興味をもっていたが、大震災の惨害を体験した動機か

ら、地震に対する特殊の研究機関の必要を痛感し、時

の総長古在由直（こざいよしなお）氏に進言し、その

後援の下に懸命の努力をもって奔走した結果、遂に東

京帝国大学附属地震研究所の設立を見るに到った。爾

来最後まで同所長事務取扱の職に留まってこの揺籃

（ようらん）時代の研究所の進展に骨折っていた。昭

和二年には帝国学士院会員となった。 

 昭和六年の秋米国各大学における講演を頼まれて出

張し、加州大学、スタンフォード大学、加州及びマサ

チュセッツのインスチチュート・オブ・テクノロジー

その他で、講義、あるいは非公式談話をした。帰路仏

国へ渡ってパリでも若干の講演を試みた。三月九日帰

朝早々から風邪を引き、軽い肺気腫の兆候があるとい

うので大事を取って休養していたが、一度快くなって、

四月五日の工学大会に顔を出したが、その翌日の六日

の早朝から急性肺炎の症状を発して療養効なく九日の

夕方に永眠した。生前の勲功によって歿後勲一等に叙

し瑞宝章（ずいほうしょう）を授けられた。これは学

者としてほとんど類例のないことだという。これも同

君の業績が如何に優れたものであったかを証明するも

のであろう。これ以外にも学界その他から得た栄誉の

表章は色々あるがここには述べ悉（つく）し難い。 

 末広君の学術方面の業績は多数にあって到底ここで

詳しく紹介することは出来ないし、またそれは工学方

面の事に迂遠な筆者の任でもないが、手近な主だった

ものだけを若干列挙してみると次のようなものがある。 

 平板に円孔を穿（うが）ったものの伸長変形に関す

る理論と実験の結果を比べたものが学位論文となって

いる。今日でこそ珍しくないであろうが、当時ではか

なりオリジナルな面白い試みであったと思われる。船

舶工学方面の研究では、波浪による船のヨーイングに

関するもの、同じくドリフトに関するもの、いずれも

理論的計算のみならず、簡単な模型実験を行ってその

結果を比較したものである。これらは英国造船協会の

雑誌に掲載され、当時の学界の注意を引いたものであ

る。同協会から賞牌を贈られたのは多分これに関聯し

てではなかったかと想像される。また船舶の胴体に働

く剪断応力（せんだんおうりょく）の分布について在

来の考えの不備な点を考察した論文がある。これも重

要なもので、多くの外国の教科書等にも同君のこの論

文が引用されている。また船が進水した時に気温と水

温との差違のために意外な応力を生じる。これも以前

には誰も詳しく研究したものがなかったのを末広君が

初めて正当な解釈を与えた。また陸上では起らぬよう

なタービンの故障が舶用タービンでしばしば起るのは

タービン・ディスクの廻転に船の動揺が作用するため

のジャイロスコピック・アクションに起因する盤の振
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動によるものであろうということに着目して、この不

可解の問題を解決した。これらと聯関して舶用のター

ビン・ロートルのダイナミカル・バランシングの問題

に興味を引かれた。従来の盲探しの手数のかかる方法

に代わるに簡単で確実な合理的方法を考案してこれを

実地に応用し良好の成績を収めた。現在我邦（わがく

に）でおよそ汽船を造っている限りの工場で君の方法

の行われていないところはないそうである。これと似

た問題としては電気扇の振動や雑音をなくする方法の

発明もある。これらのバランシングに関する各種多様

の研究は皆三菱研究所で行ったものである。また器械

の廻転軸の捻（ねじ）れを直接光学的に読み取るトー

ションメーターの考案も最も巧妙なものとして帝国学

士院から授賞されたものである。また鉄筋コンクリー

トで船を造る場合に主応力の方向に鉄筋を入れるとい

う最も合理的な施工法に関する特許を得ている。地震

学に興味をもつようになったのは船舶の振動に関する

研究から自然に各種構造物の振動に関する問題の方に

心を引かれるようになったためであるらしい。それで

例えば煙突の振動の問題でも、従来の理論的取扱い方

に不満を感じて色々の点から改良を試みた。地震計の

震動体にメルデ実験に相当する作用のあるのが見逃さ

れているのに気付いて、これを無くする考案をしたり

した。また多数の共鳴体を並列して地震動を分析する

装置を考案し実際の地震の観測に使用してかなり面白

い結果を得た。また構造物の模型実験が従来はいわゆ

る力学的相似にかまわず行われているのに飽き足らず、

この点について合理的な模型を作る方法を考案し、そ

の一例としてパラフィンの混合物で二階建日本家屋の

模型を作りその振動を験測したりした。これから進ん

で実際の家を振動台の上で揺り動かす大規模の実験を

企てその準備にかかろうという際に病のために倒れた

のである。 

 末広君の研究の行き方や筋道を見ると色々な優れた

特徴がある。一口に云うと昔の一般の工学者に較べて、

すべてが物理学者風であったように見える。卒業後物

理学科の聴講に出たり、ベルリン留学中かの地の若い

学生の中に交じってブラジウス教授受持の物理実験の

初歩のコースを取ったりした事実は、この特徴の由来

を想像させるものである。工学部の課目中に物理実験

を加えるようになったのも同君並びに同志の諸氏の考

えが導因となったもののように記憶するが、この点は

筆者の思い違いかもしれない。鋭い直観の力で一遍に

当面の問題の心核を掴（つか）んでしまう。そうして

簡易な解析と手軽な実験によって問題の大きい輪郭を

明快に決定するという行き方であったように見える。

解析の方法でも、数学者流に先ず最も一般の場合を取

扱った後に a＝0 b＝0 c＝0……と置く流儀ではなか

ったようである。実験の方でも高価な既成の器械を買

ってやるよりも、自分で考案した一見じじむさいよう

に見える器械装置を使って、そうして必要なる程度で

の最良の効果を収めることに興味をもっていたように

見える。実験上のテクニックでも人の真似をするより

は何かしら一工夫するのが好きであった。例えば短時

間の強い光源としてのアンダーソンの針金の電気爆発

を使う代りに水銀のフィラメントの爆発を使ったり、

また電扇の研究と聯関して気流の模様を写真するため

に懐炉灰（かいろばい）の火の子を飛ばせるといった

ようなことも試みた。無闇に読みもしない書物を並べ

立て、用もない孫引きの文献を並べるような事も好ま

なかった。 

 末広君の独創を尊重する精神は、同君の日本及び日

本人を愛する憂国の精神と結び付いて、それが同君の

我国の学界に対する批判の基準となっていたように見

える。「ケトーの真似ばかりするな」これが同君のモッ

トーであった。この言葉の中には欧米学界の優越に対

する正当なる認識と尊敬を含むと同時に、我国におけ

る独創的の研究の鼓吹、小成に安んぜんとする恐れの

ある少壮学者への警告を含んでいたのである。「どうも

日本人はだめだ」と口癖のように言っていた、その言

葉の裏にもやはり酌んでも尽きない憂国の至誠が溢れ

ていたのである。米国講演の旅から帰った時新聞記者

に話したという我学界への苦言にも、日本の学者が慢

心するのを心配している心持が十分に酌み取られる。 

 同じような内省的な傾向から、自分でも人でもいわ

ゆる「大家」になることを恐れていた。かつて筆者が

不精で顋鬚（あごひげ）を剃るのを怠っているのを見

付けた時「あごひげなんか延ばして大家になっちゃ駄

目だぞ」と云った事を記憶する。この辛辣にして愉快

なる三十棒の響きは今にして筆者の耳に新たなるもの
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がある。ちなみに君は生涯髭を蓄えず頭も五分刈であ

った。着物などには一切構わず、時にはひどい靴をは

いていた。住宅を建てた時でも色々な耐震的の工夫を

して金目をかけたが、見かけの華美を求める心はなか

ったようである。 

 末広君の大学における講義にも特徴があったそうで

ある。分量を少なく、出来るだけ簡易平明にして、し

かも主要な急所を洩れなく、また実に適切な例を使っ

て説明するという行き方であり、また如何なる教科書

とも類を異にしたオリジナルなものであったという事

は同君の講義を聞いた高弟達の異口同音の証言によっ

て明らかである。 

 学会などにおけるディスカッション振りにも、やは

り優れた頭脳と蘊蓄（うんちく）を示して、常に「最

後の言葉」を話す人であったそうである。 

 学生の卒業論文などについても指導甚だ懇切であっ

た。初めにはいきなり酷く叱られて慄（ふる）え上が

るが、教えを受けて引下がるときは皆嬉々として引下

がったという話である。卒業後の就職などについても

労を惜しまず面倒を見た。また、すべての人の長所を

認識して適材を適処に導く事を誤まらなかった。晩年

大学蹴球部の部長をつとめていたが、部の学生達は君

を名づけて「オヤジ」と云っていた。部内の世話は勿

論、部員学生の一身上の心配までした。 

 鉄腸居士（こじ）を父とし、天台道士を師とし、木

堂翁（ぼくどうおう）に私淑していたかと思われる末

広君には一面気鋒の鋭い点があり痛烈な皮肉もあった。

若い時分には、曲ったこと、間違ったことと思う場合

はなかなか烈しく喰ってかかることもあったが、弱い

ものにはいつもやさしかった。婢僕（ひぼく）などを

叱ったことはほとんどなかったそうである。親思いで、

子煩悩で、友をなつかしがった。 

 若い時分キリスト教会に出入りして道を求めたが得

る所がなかったと云っていた。禅に志して坐禅をやっ

たことがあったが、そこにも求めるものは得られなか

った。晩年には真宗の教義にかなり心を引かれていた

そうである。 

 学生時代には柔道もやり、またボートの選手で、そ

れが舵手（だしゅ）であったということに意義がある

ように思われる。弓術も好きであって、これは晩年に

も養生のための唯一の運動として続けていたようであ

る。昔は将棋を試みた事もあり、また筆者などと一緒

に昔の本郷座で川上、高田一座の芝居を見たこともあ

りはしたが、中年以後から、あらゆる娯楽道楽を放棄

して専心ただ学問にのみ没頭した。人には無闇に本を

読んでも駄目だと云ってはいたが、実によく読書し、

また人の論文でもよく目を通した。読み方も徹底的で、

腑（ふ）に落ちないところはどこまでも追究しないと

気がすまないという風であった。朝は寝坊であったが

夜は時には夜半過ぐるまで書斎で仕事をしていたそう

である。たまにはラジオで長唄や落語など聴く事もあ

った。西洋音楽は自分では分らないと云っていたが、

音楽に堪能な令息恭雄（やすお）氏の話によると相当

な批判力をもっていたそうである。 

 運動で鍛えた身体であったが、中年の頃赤痢にかか

ってから不断（ふだん）腸の工合が悪かった。留学中

など始終これで苦しみ通していた。そのせいでもある

まいが当時ドイツの風俗、人情、学風に対する色々な

不満を聞かされた記憶がある。しかし英国へ渡ってか

らは彼の国の風物がすっかり気に入って喜んでいたよ

うであった。それが後年盲腸の手術を受けてからすっ

かり能（よ）くなった。晩年には始終神経衰弱の気味

があったが、これはおそらく極度の勤勉の結果であろ

うと想像された。 

 米国から講演の依頼を受けた時にも健康の点でかな

り躊躇していたが、人々もすすめたので思い切って出

かけたのであった。最近に出版された  John R. 

Freeman : Earthquake Damage and Earthquake 

Insurance を見ると、末広君が米国に招かれるに到っ

た由来が明らかになっている。この本の第二十二章に

地震研究方針について米国学界への著者の提案が列挙

してある。その冒頭に、先ず有能な学者を日本に派遣

して大学地震研究所におけるあらゆる研究の模様を習

得せしめよということ、次に末広所長を米国に迎えて

講演させ、また米国における将来の研究方針について

その助言を求め、また末広式の地震分析器を各所に据

え付けて地盤の固有振動の検出を試みよといったよう

なことが書いてある。巻末に貼紙として添付された刷

物には、末広君の講演の梗概と著者の  Some 

After-thoughts が述べてある。この書の著者は米国在
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来のやり方の不備に飽き足らず末広君の色々な考えに

すっかり共鳴したからのことと考えられるのである。

同君帰朝後筆者が逢った時に「反響はどうだった」と

聞いたら「少しはこちらの研究も刺戟にはなっている

らしいね」という答であった。 

 この講演の旅は末広君にはかなり愉快な旅であった

らしくも思われるが、しかしやはり身体にはこたえた

ではないかと思われる。 

 墓は染井の墓地にある。戒名は真徹院釈恭篤居士で

ある。 

 

 （以上は匆卒（そうそつ）の間に筆をとった一葉の

素描のようなものに過ぎないのであって、色々の点で

間違いや思い違いがありはしないかと気遣わしい。読

者のうちでそれらの誤謬を発見された方は容赦なく示

教を惜しまれないように願いたい。 

 終りに筆者の乞いに応じて自由にこの草稿の素材を

供給して下さった御遺族の方々、並びに故人の同僚や

高弟の方々に対してはここに厚く感謝の意を表したい

と思う。昭和七年五月十五日） 

 

底本：「寺田寅彦全集 第六巻」岩波書店  

   1997（平成 9）年 5 月 6 日発行 

出典 

インターネットの図書館、 

青空文庫（http://www.aozora.gr.jp/） 

 

参考： 

末広鉄腸（すえひろ てっちょう）（1849～1896） 

明治時代の運動家・新聞記者・政治家・小説家。 

宇和島藩士の子。幼名は雄次郎、後に重恭（しげやす）。

鉄腸は号。末広恭二は次男、末広恭雄は孫。 

東京曙新聞主筆、朝野新聞編集長。成島柳北と並んで

硬骨の論客として知られた。民権派、自由党衆議院議

員。舌癌により 48 歳で死去。 

政治小説「雪中梅」等。 

 

三十棒（さんじゅうぼう） 

警策で数多く打つ意 

(1)〔仏〕 禅宗で、師が修行者の誤りを厳しく叱り、

正しい道へ向かわせるための強い教導。 

(2)（転じて）手厳しい注意。痛棒。 

 

末広恭雄（すえひろ やすお）（1904～1988） 

東京大学農学部水産学科教授、「お魚博士」として多

くの啓蒙書、随筆がある。作曲家としては山田耕作

に師事し、東京大学学生歌「足音を高めよ」がある。

退官後、油壺マリンパークの館長として、魚の行動

を巧みに演出した「サーカス水族館」をつくった。 
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付４． 

           大地震と耐震工学の発展－年表 

 

年月 地震 出来事 

1880年2月（明治13年） 横浜地震（M=5.4)  

1880年4月  日本地震学会設立 

1886年  帝国大学 

1891年10月（明治24年） 濃尾地震（M=8.0)  

1892年6月  震災予防調査会創始 

1895年7月  ミルン帰国 

1899年  大森房吉 煉瓦柱・転倒の振動台実験 

1906年4月（明治39年） サンフランシスコ地震（M=8.3)  

  佐野利器 サンフランシスコ震災調査 

1914年  佐野利器 「家屋耐震構造論」 

1921年  大森房吉 構造物の振動周期測定 

1923年9月（大正12年） 関東地震（M=7.9)  

1924年  市街地建築物法改正（設計震度0.1） 

1925年11月  東京大学地震研究所設立 

1926年  末広恭二 地震波分解器製作 

1931年  末広恭二 アメリカ諸大学で講演 

1933年3月（昭和8年） ロングビーチ地震（M=6.3)  

1933年  米国で世界最初の強震記録（Vernon記録） 

1933年  鉄筋コンクリート構造計算規準（武藤清の横力分布係数法） 

1940年  El Centro強震記録 

1942年  Biot 捩れ振子アナライザー による応答スペクトル 

1944年12月（昭和19年） 東南海地震（M=7.9)  

1946年12月（昭和21年） 南海地震（M=8.0)  

1948年6月（昭和23年） 福井地震（M=7.1)  

1949年  Housner 電子管アナログ計算機による応答スペクトル 

1950年  建築基準法制定（設計震度0.2、長期・短期許容応力度） 

1952年  日本で最初の強震計SMAC開発 

1956年  第 1 回世界地震工学会議（バークレイ） 

1960年  第2回世界地震工学会議（東京・京都） 

1961年  強震応答解析委員会SERACによる弾塑性地震応答 

1963年  建築基準法改正（高さ制限撤廃） 
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1964年6月（昭和39年） 新潟地震（M=7.5)  

1968年5月（昭和43年） 十勝沖地震（M=7.9)  

  霞ヶ関ビル 

  RC耐震診断基準 

1978年6月（昭和53年） 宮城県沖地震(M=7.4)    

1980年  建築基準法改正（新耐震設計法） 

1981年  新耐震設計法施行 

1995年1月(平成7年) 阪神・淡路大震災(M=7.3)  

  建築物の耐震改修の促進に関する法律 

1999年  建築基準法改正（性能設計法） 

2000年  限界耐力計算法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


