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震災被害軽減のための研究とその文化遺産への応用に関する国際円卓会議 

2009年 7月 22日 

 

 

 

主催：国立西洋美術館(東京）と国際文化財保存科学会（ＩＩＣ） 

 

パネリスト 

河口 公男（日本）、Bilgen Sungay（トルコ）、Constantine Spyrakos（ギリシャ）、Paul Somerville（アメリカ）、

Ugo Nizza（シシリー州・イタリア）、Vlassis Koumousis（ギリシャ）、Charlie Kircher（アメリカ）、Roberto 

Garufi（シシリー州・イタリア） 

 

読者への注釈: 地震工学あるいはマウント製造において通常使われる専門用語に馴染みのない方々

には、以下の定義が役に立つかもしれない。 

 

Seismic Mount（地震用マウント）： 保存科学用語で、「マウント(mount)」という言葉は様々の物を指す。

例えば、版画や絵画などのマット、書籍の架台、絵画を掛けるためのワイヤーやフック、美術品のための

市販の支持具などである。地震被害を防止するという場合には、「マウント」という言葉は、強度を増した

り、美術品の動きを抑制したりするための固定・抑制器具を指す。それらは地震動が伝わる際に、それら

を用いない場合に比べて、美術品への影響を低下させるものである。つまりマウントは、美術品が滑った

り、落下したり、飛び跳ねたり、転倒したり、他の美術品やその周辺にあるものとぶつかったりすることを

安全に防ぐものである。最も簡卖な抑制法として、壺のように小さい美術品の底にワックスをつけたり、モ
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ノフィラメント(テグス)で縛ったりすることなどが挙げられる。さらに、「マウント」という専門用語は、美術品

をその場に安全に固定するために設計・製造された固定装置にしばしば用いられる。輪郭マウント（形

状適合マウントや脊柱マウントとも呼ばれる)などはこの良い例である。このようなマウントは、美術品の外

形に沿って密接して美術品を支えるもので、美術品(普通モノフィラメント(テグス)で固定される)と、展示

ケースの板や台座、床などの両方に取り付けられる。輪郭マウントは金属、木材、プラスチックで作られ

ている。輪郭マウントを設計する際には、美術品固有の欠陥や脆弱性、美術品の構造状態、展示デザ

インにおける要求について考慮し、安全と機能のバランスのとれた判断が必要とされる。良いマウントと

は、決して目立たず常に効果的なものである。地震用マウントは、起こりうる地震によって加えられる力

について考慮した一つのものを意味すると同時に、そのようなもの全てを意味する。 

 

Base isolation（基礎免震）： この専門用語は、地面と隔離された美術品(あるいは建造物)の間で起こる

広範囲に亘るエネルギー吸収機構と、衝撃吸収機構の両方、またはいずれか一方を定義する場合に

使われる。鉛の薄板と粘弾性を持つゴムが交互に積み重なった柱は、建造物の基礎のアイソレータ(免

震装置)としてよく用いられる。一方、いくつかの建造物、展示ケース、美術品や、電子機器・科学機器・

医療機器などは多段式のアイソレータ（免震装置）（その個々の段は、前もって決められた長さをベアリ

ングで自由に動く)によって保護されているが、この方法で美術品や工芸品を免震している例はほとんど

ない。基礎アイソレータ（免震装置）の目的は、美術品の下で地面が動いても、美術品や建造物自体へ

影響をより小さくなるようにして、振動エネルギーの一部を吸収することである。 

 

パネリスト（左上より時計回りに）：河口 公男（日本）、Bilgen Sungay（トルコ）、Constantine Spyrakos（ギリ

シャ）、Paul Somerville（アメリカ）、Ugo Nizza（シシリー州・イタリア）、Vlassis Koumousis（ギリシャ）、

Charlie Kircher（アメリカ）、Roberto Garufi（シシリー州・イタリア） 

 

主催者挨拶 Jerry Podany氏、IIC会長： 

 IIC の役員、評議会そして全ての会員を代表してご挨拶申し上げます。地震被害から文化遺産を保護

するための諸問題に焦点をあてた円卓会議へようこそいらっしゃいました。 

 

 本円卓会議の議題について詳細に述べる前に、本シンポジウムを主催してくださいました、ここ東京の

国立西洋美術館そして青柳正規館長の寛大なご支援に対し IIC より感謝の意を表します。また、同館、

保存修復室長である河口公男氏のご指導と、内田香里氏と石井美恵氏による運営に感謝いたします。

同様に、討論において洞察力と貴重な経験を共有して下さるパネリストの皆様にも御礼申し上げます。 

 

 この会議は、IIC が主導する、「新世紀のための対話: 変化する世界における文化遺産保護について

の円卓会議」の一部です。これらの円卓会議での対話は、最新トピックについての探求を奨励し、それ

らと文化遺産保護との関係を促進するためのものです。関連する専門家と公営企業とのつながりの意識

を高めることを目的としています。各討論会は、広範にわたる分野から、さまざまな専門家の方々にご参

加頂いています。専門家の方々は特定の話題に関して独特な視点から貢献をして下さっています。こ

の討論会は全ての人に開かれているものですが、様々な専門家間で生産的なコラボレーションを生み

出すことも目的としています。各会議で編集された記録は、全て IICのウェブサイトから入手することが出

来ます(iicconservation.org)。 
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私たちの不安定な地球 

地震発生マップ（Podany fig.1）は、地震の強さによって赤い小さな点の大きさを変えて地震発生場所

を記録したものですが、これを見ると、私たちの地球の表面が大きく動いていることは明らかです。このよ

うな動きが、世界各国の文化遺産に与える脅威は無視できるものではありません。 

 

 

 

Podany fig.1： 世界の地震発生マップ （出展：USGS、geomaps.wr.urgs.gov） 

 

 またこれらの赤い点が、例えば日本のような特定の場所に、より密集して見られることも明確です。実

際に、地震の記録が東京周辺であまりにも密集しているために、マップではその都市の正確な場所が

つぶれて不明瞭になってしまっています。ここ東京に私たちが集り、技術者、地震学者、保存科学者、

マウントの製造者、コレクション管理の専門家、建築家、そして他の多くの専門家達が地震の脅威から

文化遺産を守るためにどのように合意したら良いのかについて議論するのは適当なことであるように思

われます。太平洋プレートがユーラシアプレートの下に滑りこみ地震を起こすことにより、世界の地震のう

ち 10%が起きる国である日本に、私たちが集まっているのは偶然の一致ではありません。 

 

 この会議は、文化財の脆弱性の軽減についてのものです。すなわち大きな地震活動がある地域にお

いて、私たちの共有遺産であるコレクションやアーカイブ(文書記録)、記念碑、建造物などが晒されてい

る危険性を軽減することについてのものです。世界にはそのような地域が多く存在します。これまで地震

被害軽減に関しては、生命の安全や、必要不可欠なサービス（電力、水、道路、橋等）の保護そして建

築の構造などに焦点の大部分が十分に当てられてきたため、文化財の脆弱性の軽減が直面している課

題は非常に重大です。文化財の効果的な保護に関しては、これまで後れをとってきました。歴史的な資

料や自然科学の資料と同様、記念碑、アーカイブおよび美術品のコレクションは、展覧会においてであ

れ収蔵庫内であれ、非常に危険な状態のままでした。「建物内部のモノ」を守るための調査や行動は、

発展させなければならない分野です。しかし、そのような発展は、美術品がいつも特定の工学の範疇に

当てはまるとは限らないことから、本来は複雑なものです。そして、展示にあたっての美的な懸念は、し

ばしば固定・抑制器具の利用度合いを制限してしまいます。 

 

文化財の脆弱性の軽減というトピックに人生の多くを捧げてきた同僚達とここに座っていると、コレクシ

ョンを地震被害から守るために取り組むべきことに関して、文化財の専門家達がしばしば無知であり、誤
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解しているということを忘れてしまいがちです（Podany Fig.2）。世界中で毎年起きている資料の重大な損

失を回避するために、簡卖かつ安価な多くのものが適用できるだけに、このことは非常に残念です

（Podany Fig.3）。全ての国の全ての地域、全ての美術館や遺跡そして収蔵庫において、情報の欠如や

拒絶のために、文化財の脆弱性が高くなっている証拠があります。そして地震の後には、大きな損失が

生じます（Podany fig.4）。まだ多くのことが出来るでしょう、しかも、ただちに出来るでしょう。 

 

   

 

Podany Fig.2： 世界中の美術館でコレクションが地震の危険にさらされている。左図に見られるような、

不安定な配置や固定方法はよく見られる。解決方法は簡卖にそして比較的安価に行うことが可能だが、

美術館において持続可能で好ましいものであるためには、優美で目立たないものでもなければならない。

右図の例では確かに作品を保護しているが、視覚的に問題があり、地震被害軽減の今後の努力に対し

て、障害を高めるだけである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podany Fig.3： 美術品保護のためのいくつかの方法がこの絵に描かれている。美術品はその土台に沿

って止め金具で固定されている。底面は尐量のワックスで固定されている。美術品内に重し（たとえば密

封された砂袋や鉛のペレット）を入れることで、美術品の重心を低くしている。美術品を支え、拘束する

ために輪郭マウントがつくられている。美術品の底部の空洞に合わせてカットされている堅い型が嵌め

込まれている。あるいは美術品を縛り付けるためにモノフィラメント(テグス)が用いられている。これら全て

の方法は、簡卖で安価であるが、美術品の状態に即していることや、地震の脅威になるものについての

基本的な理解、そして効果的であるが目立たない固定を行うためのスキルが必要とされる。（描画： 

J.Podany） 
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Podany Fig.4: コレクションのうちの個々の美術品を守るためには、安定で安全な展示デザインや収納

用品（展示ケース、棚など）などもまた必要である。写真にみられるように、展示ケースの損壊やゆがみ

は、コレクションに深刻なダメージを与えることがある。（写真提供: C.Spyrakos） 

 

簡卖で効果的な手法が利用できるなら、ではなぜ私たちのコレクションはそのような危険に晒されて

いるのでしょうか？被害を軽減させる情報をより効果的に共有するにはどうすればよいでしょうか？個人、

政府機関および国際機関に向けて、地震の脅威や解決方法に対する意識をどのように高めることがで

きるでしょうか？このような問題やさらなる疑問に対して必要とされている答えや可能な限りの方向性を

探るために、私たちは今日ここに集まりました。 

 

定期的に大地震が起きる５つの国から８人の仲間に集まっていただきました。彼らは、一連の問題に

ついて検討し、お互いに、また聴衆の皆さんと共に、前進するための方法を議論することに賛同して下

さいました。彼らは、地震学や工学、教育、政策および地震被害軽減の実現に関する分野で、現在まで

大変優れた国際的な研究を行っており、専門知識や研究に対する献身によりそれぞれの分野を牽引さ

れています。 

 

統計が正確であれば、この 10 年間で世界の文化の中心地の多くが大地震を経験することが予想さ

れており、すでに多くの場所が、最近起きた深刻な地震の被害を受けています（イタリアのAbruzzoの地

震はそのうちの一つ）。従って、現在は文化財の保存にとって好ましい状況ではなく、迅速な対処行動

を最優先とすべきです。研究と実施、方針の開発とすそ野を広げる活動において、共同で努力すること

の必要性は明らかであり、危機に晒されている多くの世界文化遺産を守ることほど重要なことはありませ

ん。 

 

これらの緊急の必要性を念頭において、IIC はこの円卓会議を開きました。円卓会議を通して、地震

に対する意識が向上し、お互いの結びつきや合意が得られ、地震の脅威に取り組むための活動が前進

する事を、私たちは望んでいます。すべきことは沢山ありますので、以下の最初の問いから始めましょ

う。 

 

文化財の脆弱性の軽減は、世界的に重要な挑戦です。地震のリスクマップは、世界中

の広いエリアにおいて地域卖位や市卖位、区卖位にまたがって描かれていますが、多く

の博物館や歴史的地域にとって、それぞれが直面している脅威のレベルを知るのは難

しいことです。脅威の正確な程度の明確化は脇におき、これらの文化施設が、地震被害
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を軽減させるための計画をより効果的に行うために、そのような地震の脅威のレベルの

情報を得ることが出来るようにするためには、私たちはどうしら良いでしょうか？技術者

や地震学者、地質学者達を雇ったり、ある特定の地質調査をしたり、モデル地震応答ス

ペクトルや、より悪いことを想定した確率的脅威を開発するといった手段のない博物館

を考えて見ましょう…彼らは直面するかも知れない地震の脅威の種類を、どのようにして

より効果的に知ることができるでしょうか？ 

 

Paul Somerville: 現在のところ、GSHAPマップ （http://www.seismo.ethz.ch/GSHAP/）と呼ばれる世界

的な地震動予測マップがあり、それは役に立つ国もありますが、役に立たない国もあります（Somerville 

Fig.1）。現在、保険業界やいくつかの大学を含む多くの組織の出資のもと、グローバル地震モデル

（www.globalquakemodel.org）と呼ばれるものをつくろうという新たな計画があります。このプロジェクトは、

より優れた地震動予測マップを提供し、さらに地震のリスクマップも提供する予定です。いくつかの準備

段階での成果は、およそ１年以内に（GEM1 から）利用可能になるかもしれません。そしてその後の数年

でマップは大幅に改良されるでしょう。従って、私たちは皆、グローバル地震モデルプロジェクト（GEM）

を新しい確かな情報源として注目すべきだと私は考えます。 

 

世界の地震動予測マップ  

 

 

 

Somerville Fig.1: GSHAP世界のグローバル地震動予測マップ、50年の間に 10％以上の可能性がある

最大加速度を示す（出典: http://www.seismo.ethz.ch/GSHAP ）。 

 

Charles A. Kircher: 始めに Jerry氏が「リスクマップ」とおっしゃいましたが、私はこの「リスク」という卖語

をもう尐し検討してみたいと思います。リスク管理、とりわけ財政上のリスクについて私たちはよく耳にしま

す。本当に注目されるべきなのは地震の「ハザード」であり、Paul Somerville 氏はちょうどハザードマップ

について述べられました。「リスク」と「ハザード」のマッピングは、大きく異なります。ハザードマッピングは、

特定の場所における地震動の強さを示すものです。一方、リスクマッピングは、美術品や歴史的工芸品

の脆弱性についても知ることを必要としています。例えば、金属の壺であれば、磁器の壺とは対照的に、

http://www.seismo.ethz.ch/GSHAP/
http://www.globalquakemodel.org/
http://www.seismo.ethz.ch/GSHAP
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落下してもほとんど砕けることなくダメージを受けることも尐ないので、あまり問題となりません。一方、壺

が磁器であれば、磁器は壊れやすい性質であるため大きな問題となるでしょう。他に考えなければなら

ない点は、美術品の相対的な価値です。相対的価値は、金銭的な価値のみでなく地域的、文化的、歴

史的価値をも含みます。従って、私たちが「リスク」と言って、これらの美術品が直面している危険度を考

える際には、地震のハザードと同様に、美術品の脆弱性と美術品の価値の両方を考慮しなければなりま

せん。地震学者や工学者達は、地震のハザード（つまり地震の振動特性や潜在力）について博物館に

伝えることができますが、地震のリスク（博物館の脆弱性やコレクションの価値などのさらなる情報を組み

合わせること）については伝えることができません。 

 

Vlasis Koumousis: 地震の起こる地域で、地震による建造物の危険を考えるとき、一般的には、建造物

の寿命に原因があると考えます。これは、ある地域の特定のハザードに相当するリスクを見積もるのに役

立ちます。建造物の妥当な寿命は、50 年あるいは 80 年と私たちは想定しています。一方、美術品ある

いは工芸品にとって、寿命あるいは望ましい寿命は永遠です。その意味では、脅威はいつも存在してお

り、私たちの文化遺産である脆弱な美術品が損傷を受ける可能性は確実に高くなっています。このこと

は、意思決定者が地震から美術品を保護し、これから議論するような地震被害軽減の対策を実施するこ

とを、私たちが奨励する根拠となっています。 

 

Bilgen Sungay: 技術研究を通して開発された損失のシナリオは、資金援助をしてくれる企業だけでなく

政府にも影響を与える効果的手段であり、良い動機付けとなります。しかし、ある機関がそのリスクを軽

減する意思がある場合、彼らが直面している脅威について知るために、特別な情報が必要不可欠という

わけではありません。私たちはマウント製造者を含む同僚達と話しあってきましたが、国際的な研究を通

して、美術品がその種類毎に地震の力にどのように反応するのか明らかになっています。そしてリスクを

減らすために可能な地震被害軽減手段については、数種の印刷物、 

www.eqprotection-museums.orgや「Advances in the Protection of Museum Collections from Earthquake 

Damage（www.getty.edu/bookstore/titles/earthquake.html）」などのオンラインの情報から得ることが出

来ます。私たちは今から何かを始めることができます。私たちは、被害軽減の対策に着手しているトルコ

のいくつかの博物館の例を挙げることができます。簡卖な被害軽減対策を実施するために、技術者を雇

うということは、必ずしも必要ではありません。もちろん、コレクションや建造物、そしてその敷地に詳しい

コンサルタントを持つことはより確実ではありますが、しかし博物館などの施設は尐なくともすぐに対応を

とり始めることができます。私たちは、何らかの地震対策措置をすぐに始めるべきです。 

 

Jerry Podany: Bilgen さん、私たちはあなたが「技術者を雇う必要はない」とおっしゃることの意味は理解

しました。なぜならコレクション管理の専門家たちは、直感や常識にのっとって、地震で何が倒れ、何が

その場に留まりそうかを知ることが出来るので。しかし確認したいのは、技術者達が持っていて、またコレ

クション担当の専門家達が必要としている情報を入手するために、別の方法があり、それによりその情報

はもっと幅広く利用できたり理解されるようになるだろう、ということをあなたは示唆されたのですか。 

 

Bilgen Sungay: もちろん、チームの一員として技術者がいることは理想的なことです。できる限り精密で

あるほうが好ましいからです。しかし、私たちがもしすぐに何かをしたいなら、必ずしも技術者を待つ必要

はありません。例として、博物館の専門家達は収蔵庫エリアの対策から取り掛かることができます。収蔵

http://www.getty.edu/bookstore/titles/earthquake.html


8 

 

庫では、美術品の間に詰め物を使ったり、開放式の棚に簡卖な固定器具を付けたり（Sungay Fig. 1）、キ

ャビネットと棚を、壁や床に固定したりすることは、十分な予防策となります。私は、科学的な研究を無視

すべきだと思っている訳ではありません。特に、特別の解決策を必要としている美術品または美術品群

に対してや、基礎免震のようなより技術的な対応が必要とされている場合には科学的な研究は必要だと

思います。しかし、私たちはまずは公開されている情報から始め、それらを用い、それらを基に構築する

ことが出来ます。その後に、博物館の建造物やコレクションに特化したより多くの研究を支援するのが可

能になった時に、それに取り組めばいいのではないでしょうか。 

 

   

 

Sungay Fig.1： 左の図では、安価な網が、開放式の棚の正面に固定されている。網は棚上の壷が地震

の際に床に落ちるのを予防している。右の図では、棚の個々の美術品を包むのに薄いエタフォームシ

ートが用いられている。エタフォームシートは、地震時に美術品がお互いに衝突したり、こすれあったり

することを防いでいる。一式の棚はまた、壁と床にしっかりと固定されている。(写真提供： J.Podany) 

 

Constantine Spyrakos： 特定の場所のために作られた地震応答スペクトルを開発するために専門家を

雇ったり、美術品の脆弱性を評価し、博物館の専門家と協力して美術品を保護するための適切な処置

を施すために構造工学者と契約することは、奨励される方法です。地震活動度の高い多くの国では、充

実した地震学のデータや美術品を守るための処置があるというのは事実です。しかし残念ながらそのよ

うな国々においても、この知識は広くは知られておらず、また、通常技術系の学校や大学のカリキュラム

にも含まれていません。 

 

河口公夫： 世界中には、企画に相当の金額が費やされ、そして勿論、多くの利益を出すことも約束され

た、大規模な展覧会が数多くあります。これらの多くは、非常に大きな予算規模となっていますが、たい

てい、自然災害から美術品を十分に保護するための予算は含まれていません。私は、展示の主催者は、

美術品をどのように守れば良いかについて「マニュアル」のようなもの、すなわち明確で簡卖な指針を規

定した冊子を用意すべきだと思います。日本では、私たち学芸員は、このような努力を受け入れるため

に、地震被害の軽減がいかに効果的かということについて、もっと理解しなければなりません。これらの

概念の説明は、技術者、地震学者、そして尐数の保存担当者だけに限らず、広い範囲の博物館の専

門家達がすぐに理解できるような方法で提示されるべきです。 

 

Roberto Garufi： 私たちがシシリー州（シチリア島などからなる）のリスク評価マップを完成させたら、地域

中の美術品の数を確認することができるでしょう。その時点で、コレクションを守り、地震のリスクを軽減す
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るための介入指針を概説した報告書を提供することができるでしょう。これには、建造物や構造物のみ

ならず、その中にあるコレクションも含まれます。言い換えれば、私たちはシシリー州のパレルモにある

Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro によって作成される概要のようなものを手に入れる

でしょう。これは恐らく 2010 年の春には完成すると思います。この報告書は、災害後の安全な環境のた

めの指針のみならず、地震被害軽減、予防のための規則、災害や緊急時の対応と復旧についても取り

扱う予定です。この報告書は私たちの地域行政府によって推奨される予定です。この指針は政府によっ

て施行される予定なので、博物館、ギャラリーそして公文書館の館長達は、一度その問題に関心を持つ

ようになると、その指針を使用する事が彼らの仕事の重要な一部になると思います。役人がこの問題に

ついてこれまでよりももっと意識を持ち、それに関して何ができるかについて意識させる必要があります。

特に彼らが理解する必要があるのは、人々の安全が優先事項ですが、コレクションについても同様であ

るということです。役人達は、私たちの文化である美術品に関して、私たちが持っている豊かさは守られ、

そして大切にされるべきものであることを実感しています。私たちは、全てのものが壊されてしまうまで待

ち、何もしないでいてはいけません。どの様にすれば危険を軽減できるかを一旦知ったのなら、行動に

移さなければなりません。そしてそのためには資金援助と、資金援助を実現するための役所からのサポ

ートが必要です。私たちはまた、優先順位を考えなければなりません。全てを一度に行うことはできませ

んが、私たちは前進してゆかなければならず、そのための準備はできていると思います。 

 

Jerry Podany： Garufi 教授は、政府が予防策を施行するという状況、すなわちトップダウンの方法につ

いて述べて下さいました。これは効果的に働くと思いますか？ 

 

Ugo Niza： 地方の役人によって一度規定が作られ施行されれば、絶対にそうなると思います。博物館、

ギャラリー、 公文書館の責任者達は、それらの規定に従わなければならないでしょう。もちろん目標を

達成するためには、必要な予算がなければなりませんが。 

 

河口公夫： 東京の国立西洋美術館では、貸し出しを求めている諸施設に、地震被害を軽減させるため

にどのような対策を採るつもりかを聞きます。このようにすれば、私たちのコレクションを守るだけでなく、

地震被害軽減努力の促進を推奨することができます。世界中の多くの博物館では、より多くの情報を得、

特別な条件を要請するために、アメリカ博物館協会の作ったファシリティレポート(施設概要報告）の書

式が用いられています。もしその書式のしかるべき所に、貸出先が地震が活発に起こる地域の施設であ

れば、その施設における地震被害軽減の努力の度合いや評価も含まれていれば、非常に役に立つと

思います。国立西洋美術館は、私たちのコレクションの貸出を要望をする日本中の施設に対して、彼ら

の施設がどのような脅威に直面しているかを評価するのを助けるために、東京大学地震研究所が製作

した日本の地震マップを提供しています。私たちはまた、美術品を保護する方法に関しても助言するこ

とが出来ます。 

 

Jerry Podany： では、聴衆の皆さんにもこの議論に参加していただきたきましょう。皆さんの中で技術者

ではなく、文化遺産の保存やコレクションの管理に携わっている方がいらっしゃれば、このような地震被

害軽減の対策を始めるために何が必要で、何があれば良いとお考えでしょうか？あるいは、今から始め

られると思いますか？もし行動を取る準備ができていないと思うならば、それは何故でしょうか？ 
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Audience comment： 愛知工業大学、土木工学科の青木徹彦と申します。私は地震工学を研究してい

ます。阪神・淡路大震災の際、多くの地震活動がありました。丁度述べられましたように、リスク管理は美

術品にも適応される概念です。美術品と土木工学の間で共通なのは、どちらも公共のものであることで

す。リスクは、事象の確率に損失額を掛けて計算されます。よって、まずそれぞれの美術品の金銭的価

値がどれくらいなのかを認識しなければなりません。前に述べられたように、地震が 1000 年に 1回発生

するとすれば、損失額は尐なくなります。もし地震が頻繁に発生すれば、損失額は高くなります。このリ

スク管理の概念をきちんと把握することは大切なことです。損失額については、保険会社でも評価額を

概算することが出来ると思います。しかし、美術品には値段がつけられないと考えられているために、美

術品のおおよその価値を計算することは出来ません。次の問題は地震の規模と頻度です。これは非常

に難しい事項であり、予測し難いものです。ところが、免震構造装置を設置することで、損失額を大きく

減らすことができます。問題は免震構造装置の価格です。私たち技術者と地震学者にとって、これらの

装置をできる限り安く開発し、提供することは重要です。そのようにして、私たちは損失額を減らすことが

でき、規模の大きい地震のみならず、頻度の高い地震に関しても対処することができます。それは、技

術者と免震構造装置を製作する人々にかかっているでしょう。佐藤氏が丁度おっしゃった、ある会社で

使用されている免震構造装置については、もし地震の規模についてもう尐し正確に把握することができ

れば、危険に対して何らかの対応が出来るので、想定外の被害の可能性は非常に低くなります。 

 

Audience comment： 東京大学国立地震研究所の大木聖子と申します。本日、日本全体に及ぶ新しい

バージョンの地震動ハザードマップが公開されました。以前のバージョンでは地盤増幅率は 1km2 メッシ

ュで計算されていましたが、新しいバージョンでは 250m2メッシュとしました。よって、以前よりも 16倍も詳

しくなり、地震の場所や規模をもっと正確に伝えることが出来るようになりました。しかし、全国的に地震

動ハザードマップが公開され、私たち自身がそのマップを見ることができたとしても、博物館においてそ

の情報をどのように利用したら良いのかについては、まだごくわずかな情報しかありません。しかも、情

報が公開されていても、マップそのものについてまだよく知られていないのです。マップの公開後、私は

博物館の方々とお話ししましたが、彼らは、マップについて知らなかったし、どの位の大きさの地震が彼

らの博物館を襲いそうなのかも知らなかった、そしてそのようなマップの情報を欲しかったんだとおっしゃ

っていました。私は、これはマップは最初に公開されるべき情報の類であると思いますし、いったんそれ

を受け取ったら、どのように地震に対して準備をし、どのように行うべきことを知れば良いのかについても

公開するべきであると思います。これまで、強い地動の予測について話し合われてきました。もし、波が

どれくらい大きいかのみならず、波の形も知ることができれば、個別の建造物の動く割合を解明すること

ができますし、どの建造物が安全で、どの建造物が安全でないかを知ることができます。ところが、私た

ちはこの情報をどのように利用したら良いのか全く知らないので、利用出来るこの情報を私たちはどのよ

うに活用すべきなのか、専門家の方々に簡卖な方法を説明して頂きたいと思います。 

 

Audience comment： 国立西洋美術館の保存修復室の内田香里と申します。私は、染織品の保存修復

家です。私はイギリスで教育を受け、現在は地震が頻繁に発生するこの日本で働いています。（イギリス

で）教育を受けていた時は、地震をテーマにした授業や講義は受けたことがありません。おそらく、世界

中から多くの保存修復家達が保存の勉強をしに来るヨーロッパやアメリカでも、同じことが言えるのでは

ないかと思います。ここ日本でも、地震被害軽減のための養成課程はありません。私は、研修プログラム

とそのカリキュラムの中で、これらの概念を紹介することは非常に重要だと思います。この取り組みの多く
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は、非常に工学的であり、数学的であるように思えます。しかし私は、保存担当者達はこの工学的な側

面についてそこまで深く知る必要はないと思います。彼らが認識し、理解すべきなのは基本的な問題で

あり、基本的な理論であり、地震被害軽減の実現のために出来る方法についてだと思います。私はパネ

リストの皆さんに、学生や保存修復の専門家達のために、この事について皆さんの国ではどのよう種類

の研修が行われているのかについて伺いたいと思います。 

 

Jerry Podany: それでは、トルコのBilgen Sungay氏から始めましょう。あなたの国では、若い保存科学者

やコレクション管理の担当者、そして学生向けに地震被害軽減に関する研修課程はありますか？ 

 

Bilgen Sungay： 私の同僚の Erturk 博士から聞いた話では、トルコの Yildiz工業大学の博物館学の大

学院課程では、学生はコレクションの管理、保守および保存のコースの中で、このトピックに関するある

程度の知識を得ています。博物館における危機管理という名のコースは、次の学期に予定されていま

す。さらに、Bogazici 大学の Kandilli 観測所・地震研究所の地震工学部は、Yildiz 工業大学芸術・デザ

イン学部の博物館学の大学院課程とともに、ポール・ゲティ美術館と協力して、博物館の専門家や関連

分野の学生を対象としたトルコでの研修プログラムの開発に取り組んでいます。私たちは、ポール・ゲテ

ィ美術館と、トルコと日本のいくつかの博物館の視覚資料を含む最初の研修教材をまとめあげました。こ

れらの視覚資料や文書は、今後も内容を改善し続けていくつもりです。この試みは、入手しやすい形式

で広く利用できることを目的としています。私たちは、政府の役人に対しても働きかけるべきだと考えて

います。トルコでは、このトピックに関して政府の援助を得ることが出来たならば、リスク軽減のための努

力の遂行と、専門性の向上が要求されます。 

 

Jerry Podany: Nizzas先生とGarufi先生、イタリアの研修機関では、カリキュラムの中にこのようなトピック

がありますでしょうか？ローマの中央修復研究所やフィレンツェのthe Opificio delle Pietre Dure 、その

他の優れたプログラム、たとえばあなたの携わっていらっしゃるパレルモのthe Centro Regionale per la 

Progettazione e il Restauroではどうでしょうか？最終的に博物館にいることになる修復家や保存科学者

は、地震被害の軽減について意識していますか？彼らは地震の可能性を意識していますか？もしくは、

地震の事は技術者達に任せてしまっていますか？もし他の専門家に任せている場合、彼らは文化遺産

であるコレクションに注意を払っていますか？ 

 

Ugo Nizza and Roberto Garufi： あまり注意を払っていません、といいますか、まだ注意を払えていませ

ん。しかし私たちの組織は、シシリー州の聖公会協議会との合意を得て、一つのプログラムを進めてい

ます。聖公会は、様々な種類の宗教的な作品を多量に所有しており、それらは博物館や教会に保管さ

れています。 本プロジェクトでは、文化財の予防的保守と管理だけでなく、地震被害の軽減に関する研

修も扱っています。このプロジェクトは、もうすぐ開始する予定です。他の博物館では、そのようなプログ

ラムを行うための予算をまだ得られていません。けれども近い将来、彼らもそのようなプログラムを実施す

るような状況になるだろうと私たちは考えています。 

 

Audience member： 岡田と申します。私の専門は、仏像の保存修復です。日本の文化財の多くは、博

物館だけでなく、むしろ寺院や神社にあります。このことは仏像について言えます。古い教会が多く存在

するイタリアやトルコなどの国でも、似たような状況が存在するのではないかと思います。文化財の多く
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が宗教的な建造物の中にあるという点で、これらの国は日本に似ています。私は、一年にわたる研修プ

ログラムのために最近イタリアにおりましたが、地震のための対策がなされているのをあまり見かけませ

んでした。  

 

Constantine Spyrakos: 重要な点は先ほど述べられましたが、地震対策を行う際は、ハザードと美術品

の脆弱性の問題が組み合わさっています。この場合は、美術品がその場所に永遠に置かれるので、ハ

ザードが最も高いと思います。すなわち、尐なくとも私たちの最終的な目的は、出来る限りそれを保存し

保護することです。そのためリスクを最小限にする唯一の方法は、美術品の脆弱性を軽減すること、そ

れがポイントです。脆弱性は出来る限り軽減されるべきです。この問題の解決には、特定の専門家達、

すなわち学芸員と、保存担当者または修復家の協力が必要なのは明らかです。しかし、これらの博物館

の専門家達は、最善の成果をだすために考古学者やその他の人々だけでなく、土木技師や機械工学

士とも協力しなければなりません。ギリシアには、ギリシアの文化省が用意した、美術品を地震から守る

ための簡卖な方法について盛り込まれた研修用教材があります。しかしこれらの方法は、どのカリキュラ

ムにも含まれていません。 

 

Jerry Podany: Uggo Nizza氏のすぐ前のコメントに注目しまして、皆さんに予算と実行に関してお尋ねし

たいと思います。不安定な状態の美術品に対して何かの対策をとるために、どれ位大きな予算が必要

ですか？例えば、あなたがただそばを歩いただけで揺れたりぐらついたりするような、高くて細い台に緩

く固定された重い美術品の場合どうでしょうか。きっと、比較的中規模の地震であったとしても、その美術

品は倒れるでしょう。この問題を理解し、何らかの対処をするためには、どの位お金が必要ですか？この

固定部品がどれだけ不安定であるかを測定するためだけに、調査をする必要がありますか？他の形状

や寸法の台の方がより安定であるかどうかを測定するための予算は必要ですか？私がこれらの質問に

ついて強調しているのは、私たちが奨励しようとしている多くの取り組みは、きわめて基本的なものだか

らです。私たちが奨励しようとしているのは、複雑な調査ではなく、むしろ卖純で常識的な調査です。聴

衆の中にいる15人程の学生に向けて話をする時間を尐しだけください。私が今尋ねた質問を解決して

いくのはあなた達です。あなた達は、発展段階にあるこの試みのまさに最前線にいるのです。実際に地

震の脅威があり、何かがなされなければならないと知った今、それが解決されるまで、各段階においてこ

の問題に取り組み始める責任が、本当にあなた達にはあるのです。あなた達はそれをすることが出来ま

すし、しなければなりません。そしてあなた達は、地震学の分野に関して最もよくわかっている専門家た

ちの助けを含め、まわりに多くの方策を持っているのです。彼らに援助を求め、しかしまた、あなた達自

身の常識にのっとって脅威に対応して下さい。 

 

河口 公夫: 博物館で働くものとして、仕事上の第一の使命であり、私たちができる最も重要な取り組み

は、文化遺産の安全と保護のために責任を負うあらゆる人と連絡を取り合い、あるレベルにおいては誰

もが地震被害を軽減できるし、また軽減すべきだということを彼らに納得させることです。 

 

Jerry Podany: どのようにして保存の専門家やその他の人々に、すでに利用できる状態にあり、それを

使ったり、実施したり出来る情報についてより意識させるかについて我々は話しあってきました。では、

他の質問に移りましょう。まず、工学と地震学の分野の専門家の方々にお尋ねします。基礎研究の領域

と新しい情報の時代において、最も必要なものは何で、それらのうち最も早くそして最も徹底して実行し
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なければならないものは何ですか？ 

 

Paul Somerville: 最も必要なことの一つは、強震計を使って地震動を正確に記録することです。これは、

ここ数年で劇的に改善されましたが、しかしそれも一部の国においてのみです。例えば1995年の阪神

（神戸）地震（正式には兵庫県单部地震）以降、NIED Kik-net

（http://www.kik.bosai.go.jp/kik/index_en.shtml）やK-net 

（http://www.k-net.bosai.go.jp/k-net/index_en.shtml）といったネットワークから得られる有用な情報に

関してかなりの増加がみられます。台湾、中国そしてトルコにおいもまた、大きな改善がみられました。

各国において、強い地動を記録することはとても重要です。そうすることで、ハザードについて知ることが

出来ます。そして、博物館の敷地においても、この情報を収集することがまた非常に重要であると言えま

す。地震の最中に博物館の敷地と建物がどのように振動したかを知ることは、コレクションへの被害がな

ぜ起こったか、もしくは起こらなかったかを理解する上で、最終的に役立つでしょう。 

 

Jerry Podany:  Paul Somerville 氏がおっしゃったように、情報の収集は、良い調査としっかりした結論

のためには絶対必要です。この分野では構造物（建造物）、道路、建物、橋、基本的な公共施設などの

地震動への反応の仕方に関して、直接観測した根拠を集めてきました。しかし文化遺産であるコレクショ

ンに関しては、このような観測データはほとんど皆無と言えます。 Earthquake Spectra （1990年5月号、 

第6巻の附録）では、カリフォルニアでのLoma Prieta 地震後の博物館の収蔵品の被害について報告し

ていますし、神戸に被害を与えた1995年の阪神地震の後には、神戸市博物館からの報告もあります。し

かし私が知っているのはこの２つの報告だけです。それにも関わらず、工学と建築の分野では、この種

の予備調査は、地震を理解し将来の地震被害を軽減するうえで非常に重要であることが認識されてい

ます。保存の分野においてこのような調査が不足していることは深刻な問題です。なぜなら私たちは、

将来私たちのコレクションをどのように被害から防ぐかということを含む多くのことを、それらの調査から学

べるからです。コレクションのある博物館や公共施設は、このしっかりと確立されたやり方に従い、地震が

起きた後に共有すべき情報に関して、より寛容で率直にならなければなりません。保存の分野では、そ

の情報をより広く利用できるようにするための方法を考え出す必要があります。 

 

Vlasis Koumousis: 構造工学者の観点から、私は多くの事がなされなければならないと思います。もち

ろん簡卖なことはすぐに適用出来ますし、それらは実試験や、理論的な背景を必ずしも必要としません。

Jerry氏がおっしゃったように、共通認識というのは良い手段です。どんな支持具でもいつでも揺れる可

能性があることを考えることは、美術品の大きさ、形や強度が正確に測定されてわかっている場合には、

マウントの製造者が問題を解決することの助けになるでしょう。その点では、展覧会の展示における美的

な要求とともに、地震用のマウントの効力を組み合わせた簡卖な方法はすぐに適用することが出来ます。

もっと洗練された方法としては、ひとつの美術品や展示ケースの下に、比較的軽量のアイソレータ（免震

装置）を使用するといったような場合、これは次の段階にあたるのですが、こういったアプローチをするに

は、特別な設計や検証試験が必要です。中くらいの費用では、小型のアイソレータ（免震装置）で、一

つの貴重な美術品や展示ケースを十分に保護できます（Koumousis Fig.1）。 それでは、ここ国立西洋

美術館のロダンの「地獄の門」（Koumousis Fig.2）や、ギリシアのオリンピア新考古学博物館のプラクシテ

レスの「ヘルメス」（Koumousis Fig.3）のように、特別な配慮と努力が要求されるような、独特でより大重量

なものについての疑問が出てきます。これらの免震対策事業については、「地震被害からの博物館収

http://www.kik.bosai.go.jp/kik/index_en.shtml
http://www.k-net.bosai.go.jp/k-net/index_en.shtml
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蔵品保護の進展 (www.getty.edu/bookstore/titles/earthquake.html.)」で見ることができます。これらの

美術品の究極の保護は、建造物や橋のために存在している成熟した技術を利用した免震構造に基づく

べきです。なぜなら、建造物全体の免震というのは、究極で最も安全なやり方だからです。このことがよく

考慮された建物として、ここ東京の国立西洋美術館（免震構造が改良された）や、最近新しくオープンし

たアテネのアクロポリス美術館のような、世界中の新しい博物館建築があげられます。免震構造は、解

決法を提供してくれます。 

 

    

 

 

Koumousis Fig.1 

ゲティ美術館の展示ケースの下に置かれた小型のゲティ・アイソレータ（免震装置）。右は、保護のため

の羽目板を外して、アイソレータ（免震装置）が移動した位置にある状態。 

 

 

 

Koumousis Fig.2 

東京の国立西洋美術館で基礎アイソレータ（免震装置）上に設置されているロダンの記念碑的なブロン

http://www.getty.edu/bookstore/titles/earthquake.html
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ズの「地獄の門」 

 

    

 

 

Koumousis Fig.3 

オリンピアの新考古博物館に設置されたヘルメスの記念碑的な大理石像。像は、床に掘られた空洞に

設置された基礎免震装置で免震されている。右は支持基盤であり、その上に像と台がみられる。支持基

盤の端と、展示品を取り囲んでいる保護レールの間の空間は、基礎免震装置（と彫刻）の横への移動に

対応するため、十分なスペースが取ってある。 

 

Ugo Nizza: パレルモの研究は歴史センターにおいて行われており、そこでは、その地域中で地震学に

興味を持っている地質学者や土木技術者達が、パレルモの歴史センターの歴史的な地震活動度につ

いて綿密に調べてきました。基本的にそこでの研究は、長期間にわたって同じグループに属する建造

物の地震反応について調べました。それらがどのように損傷し、どのように修理されたか、そして最終的

にはその修復が、後に地震に対してどのように影響したのか？彼らは地震軽減の尺度を規定するため

に、非常に有益で、基準を作る方法を提示しているモデルを提示してきました。このモデルは、シシリー

州の他の場所や、周辺地域においても適用することができます。 

 

Roberto Garufi: 私は、すでに集められているデータを用いることは重要だと思います。今はこのデータ

の収集を真剣に行い、何かをすぐに始める時だと思います。何故、私達は待っているのでしょうか？我

達はたびたび連続的な地震が起こったラクイアで、予防策のない場所で起こりうる損傷の種類について

みてきました。私達は、シシリー州が近い将来何かを講じると確信しています。建造物の基礎免震につ

いて、私は、私達の博物館の大部分は歴史的建造物であり、歴史的建造物自体の完全性を脅かすこと

なく、基礎免震を設置することは容易ではないと考えています。しかし、コレクションの被害の軽減に関し

て言えば、より簡卖に行うことが出来ます。それはシシリー州が今進めようとしていることです。 
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Jerry Podany: 世界各国の公共機関や大学の工学部に関しての私たちの経験で言えば、簡易なマウ

ントや美術品を固定するのに使われるモノフィラメント(テグス)、小さな美術品を接着するわずかなワック

スといったこれらの全てのものは、適切に用いられれば非常に良く機能すると言えます。しかし、そのよう

な卖純なアプローチは、大多数の観客、特に技術者達の興味をそんなには引き起こさないでしょう。技

術者達の世界で興味を持たれることは、基礎免震についての議論と開発についてです。複雑さや技術

的な課題の方が彼らをより引き付けます。このような状態が続く限り、コレクションの保護に関して非常に

基本的で根本的な問題については後回しになります。個々の美術品や展示ケースの保護に関して言う

と、今回やその他の議論において、アイソレータ（免震装置）に関しては、何が上手くいって、何が上手く

いっていないかに対しての本当の合意はなされていないと感じます。おそらく私たちは、美術品もしくは

展示ケースの下で何が効果的な基礎免震の役割をはたしているのか、一方で、何が新しい、もしくはよ

り大きな問題をもたらしているのかについて明らかにすることを考えなければいけません。基礎免震につ

いてより理解するために私たちはどの方向をとるべきか、パネリストの方々に伺ってみましょう。 

 

Charles A. Kircher: 全くあなたのおっしゃる通りです。基礎免震は、技術者気質の専門家たちにとって

非常に魅力的なものなので、私たちは基礎免震について話すのに多くの時間を費やしました。そしてそ

れは、技術的な知識を尐ししか持たない人にとっては大変印象的な方法でした。しかし多くの場合、問

題はより卖純な方法を用いて解決され、そしてこれらの方法は世界中の博物館の間で広く知れ渡る必

要があります。建造物や美術品のアイソレーション（免震）に関して言えば、それは、複雑で知的要求の

高いものではありません。私たちは 40 年前に人を月へ送り込みましたが、50 年前には私達はロケットを

宇宙に飛ばすことさえ出来ませんでした。ここで私達は、50 年経った今でもまだ免震の仕組みについて

討議しています・・・。これは本当にちょっとした冗談ですが。私たちは建造物やその中身を免震する技

術をもっていますが、私たちは今すぐにそこから離れて、より簡卖な方法を用いることが出来ると思いま

す。多くの財源がある場合には免震はいくつかの美術品に対して機能すると思いますが、大抵の美術

品は簡卖な方法で扱うことが出来ます。私達は、博物館の何が機能して何が機能しないかを知らせるた

めの、学芸員や保存担当者向きの指針が必要です。そして、このことを表した博物館の基準も必要です。

多くの場合、収蔵品の保護はこのようにして扱われるべきです。 

 

Audience comment: 東京国立博物館の神庭と申します。Jerry Podany氏とCharles Kircher氏が今おっ

しゃったように、私たちは簡卖なマウントと材料を用いるだけで、多くのことをすることが出来ます。日々

の仕事の中で、私もまさに同じことを感じていました。しかし、日本の状況について言及致しますと、マウ

ントの製造者は博物館自体に雇われてはいません。全てのことを外部調達しなければなりません。私た

ちは、外部の人に無差別に、貴重な文化財を触ることを許可することはできません。もし私たちが正確な

訓練を受けていなければ、正確で安全な指示をだすことが出来ません。これが、私たちが改善していか

なければならない事です。新たな研究が必要な他の分野として、文化財の 3D立体配置（対象物のモデ

リングとマッピング）が挙げられ、私たちはまだ十分にはそれを得られていません。安全を確立するため

に、私たちが次に必要としているのはこの基礎データです。例えば、もし私たちが 3D立体配置を持って

いれば、美術品の落下速度を計算するのがより簡卖になるでしょう。もし私たちがそのデータを持ってい

れば、マウントの製造もより効率的になるでしょう。もし 3D立体配置を持っていれば、船積みの際の梱包

や、収蔵庫での梱包についても様々な可能性を得られるでしょう。 
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Constantine Spyrakos: 研究に関して何か言うとしたら、全ての国がアプローチと方法を開発してきたと

思います。これら全ては情報の広まりによって高められますし、それは簡卖になされるでしょう。しかし、

研究に繋がる評価もまた重要です。アテネ工科大学やゲティ美術館のような多くの研究所や大学では

重要な研究が行われ、革新的な技術も開発されてきました。私は、もし振動台の設備のある中央研究所

がこれらの技術を直接試験することが出来たならば、地震被害軽減の問題に関して非常に有益で、重

要な効果があると思います。逆に、もしこれらのマウントが、振動台実験の結果に基づいて開発されたも

のならば、不備を解決するのには長くかかるでしょう。文献において、コレクション全体や個々の美術品

の保護はよりおろそかにされている感があります。例えば、北京での地震工学の世界会議では、全発表

の中で、恐らく１つか２つの発表だけが美術品や博物館の所蔵品の保護に関する講演でした。この分

野では、なされるべきことが沢山あります。 

 

Jerry Podany: 私は、Spyrakos 教授に強くは同意出来ません。ローマでの最近の会議で、私は地震被

害からの博物館の収蔵品の保護に関する 3 つだけの論文のうちの１つを発表しましたし、地震研究

と地震被害の軽減をテーマにした国際会議においては、277 件発表された論文のうちの 3 つが地震研

究と地震被害軽減をテーマにしたものにあたりました。日本の同僚達に質問をさせてください。文化遺

産への地震被害軽減の問題に関連して、大学の研究センターの役割についてあなた達はどう思います

か？Spyrakos博士は、もっと多くの振動台実験の必要性について言及されていました。私もそれには賛

成です。しかし同時に、私の研究所は振動台を持っておらず、今後も持つ見込みはありません。振動台

の購入契約を結ぶのは、私たち皆が知っているように典型的な博物館予算に対して非常に高価なため、

ほとんどの文化関連施設では購入制限があります。私たちはこのニーズをどのように解決出来るでしょう

か？  

 

河口 公夫: 日本では、博物館の所蔵品のための地震被害軽減に関する多くの仕事は、私企業によっ

て行われてきました。私は、もし大学と政府の研究者たちの間でもっと多くの関心を創出出来れば、非

常に好都合ではと思います。 

 

Audience comment: 東北芸術工科大学の手代木と申します。私達は、地域社会での文化財の教育と

保存を目的として、文化財の保存と修復を専門とする他の教育機関や教育センターと共同研究をして

います。私たちの学校は日本の北部に位置し、地域密着型の調査と教育を行っています。そこでの研

究は、芸術作品を個人として保有している多くの方々のためにもなると思っています。地震のアイソレー

ション（免震）は、非常に重要な研究分野です。パネリストの方からも言及がありましたが、一つはっきりと

させておく必要のある事として、地震被害の軽減において、より簡卖で効果的、かつより高度な研究が

必要だと思います。私は、文化財は専門家達だけが扱うものではないと思います。博物館や大学は中

心的な役割を担い、より地域志向で研究の基礎を広げていくような方法で研究を前進させていくべきだ

と思います。 

 

Audience comment: 神庭と申します。私は、私たちはそれぞれの文化財における最小限の範囲、すな

わち期待値としてどの位保存したいのか、について考えなければならないと思います。従って、一つの

方法として、これらの文化財を地震の起こらない場所へ持っていくことが挙げられます。もしあなたが期
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間で言うと 500年を考えている場合、あなたは 500年に 1度起こる地震からそれらを保護するアイソレー

タ（免震装置）が必要でしょう。もしくは、あなたは環境を保護することに集中したいかもしれません。全体

のバランスを考え、災害の測定のためにどれだけのことが出来るか考え、もし必要ならばそれに対してよ

り一層努力するか、研究のための代替案を用いることが重要です。 

 

Jerry Podany: 文化財分野にいる私達は、地震によってもたらされる脅威の度合いについて十分に知り

ませんし、地震が引き起こす被害を軽減するためにどうしたら良いのかについもても十分には知らないと

いうことに、聴衆の皆さんは同意して下さると思います。また、工学と地震学の専門家であるあなた方は、

それらの答えを持っているということについても、皆さんの総意が得られるでしょう。あなたは答えを持っ

ていますか？地震学、工学、研究機関としての大学と、解決策を実行するための職員がいない博物館

との意思疎通と協力関係をどのようにすれば増やせるでしょうか？ 

 

Vlasis Koumousis: 新しい知識の組織的な提示についての議論からは離れて、大学の役割について立

ち戻ると、この知識をどのようにして広めるかという問題があります。これについては先ほど Jerry 氏が言

及されていました。結局私たちは、意味のあるデータベースの発展を奨励しなければなりません。差し当

たり私たちは、より小さな土台の上に、すぐに何らかのことを始めることが出来ます。美術品の地震から

の保護に関して特別な経験を持ち、特定の解決法を用いた人々は皆、この情報を特定の書式とガイド

ラインに従ってウェブサイトに載せるべきです。より大きなプログラムは地震工学研究所（EERI）のもと開

発されており、ウェブ上にはいわゆる「World housing encyclopaedia （www.world-housing.net）」がありま

す。このサイトは審査過程と特定の書式を条件としており、コンクリート、木材、日干し煉瓦、レンガなどの

異なった類型の建造物に関してや、大地震への対応、そして施された強化対策についての報告に関す

る実例が公開されています。おそらく、私たちは彼らに連絡をとって、手伝ってもられるかどうか聞くこと

ができるでしょう。もちろんこのデータベースを開始し、維持するには財政面での援助が必要となります。

しかし、もし書式と毎年尐なくとも数ダースの事例紹介を始めることに皆さんが同意して下されば、私た

ちは何かしら役に立つことを始めることが出来、多分それは最終的にはもっと多くの人を引き付け、より

多くの情報を供給することになるでしょう。 

 

Bilgen Sungay: 私は、このような種類の情報を広めるためにインターネットは良い手段であるということ

に賛成です。前述のように、私たちはすでに HP （www.eqprotection-museums.org）を用いて、そのよう

な知識を広めるための努力をしてきました。私たちが今後さらに計画しているのは、美術品の類型によ

って、その地域の地震活動度の上限について規定することです。特別な注意が必要な美術品は別にし

て、私達は美術品を分類し、これらの分類に関する研究を行うことが出来ます。それから、私たちはガイ

ドブックのようなものを制作することが出来、特別のグループに入った美術品は、その特徴と、そのグル

ープの対して行われた調査にのっとって安定装置を施すことが出来ます。トルコでは（おそらく他の国で

も同様ですが）、博物館の建造物自体もまた、構造的に調査される必要があります。 

 

Constantine Spyrakos: 地震による脆弱性の評価と美術品の保護方法についての基本を説明した開発

中のビデオは、博物館の専門家達にとって非常に役に立つでしょう。そのような入門用の教材はまた、

インターネットを介せば簡卖に入手できるため、役に立つでしょう。 

 

http://www.world-housing.net/
http://www.eqprotection-museums.org/
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Paul Somerville: 日本の地震動ハザードマップ 

(http://wwwold.j-shis.bosai.go.jp/j-shis/index_en.html)をネット上でみつけるのは比較的簡卖ですし

（Somerville figure.2）、同様のことがアメリカについても 

(http://earthquaｋe.usgs.gov/research/hazmaps/)言えます（Somerville figure.3）。 地震のハザードに

関しては、多くの情報をネット上で得ることが出来ます。そして私が述べましたように、GSHAP マップは

最初は未完成の状態での始動でしたが、GEM マップはもっと良いものになるでしょう。私は、成功への

道は、この情報をネット上で見つけ、ある意味でそれは人々がこれは何か、そしてどうやってこれを使う

のかを助けることを推進することにあります。 

 

 

 

 

 

 

Somerville Fig.2: 日本全国を概観した地震動予測マップ（2008年 1月 1日を基準とした確立論的地震

動予測マップ（出典： http://wwwold.j-shis.bosai.go.jp/j-shis/index_en.html)  

 

 

 

http://wwwold.j-shis.bosao.go.jp/j-shis/index_en.hthml
http://earthquake.usgs.gov/research/hazmaps/
http://wwwold.j-shis.bosao.go.jp/j-shis/index_en.hthml
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Somerville Fig.3:  50年の間に 2%以上の可能性があるアメリカ合衆国の堆積岩の最大加速度マップ。

地震動減衰は概してアメリカの値の 2/3である。（出典：  

http://earthquake.usgs.gov/research/hazmaps/） 

 

Jerry Podany: それは、技術者や工学地震学者は通訳者であり案内人であるということですか？ 

 

Paul Somerville: はい、そうです。 

 

Charles A. Kircher: Bilgen氏の発言に補足したいと思います。それが指針であろうと、もっと良い基準

であろうと、私たちが心に描いている文書は、脅威を評価し軽減するために、地震のハザードや基本的

な特徴を特定すべきです。この文書には、概念について説明した例が入るべきですし、公式文書として

なんとかして許可されるべきです。そうすれば他の博物館もその影響力を認識しますし、他の国々もそ

れを使うことを検討するかもしれません。この情報を有用なものとするためには、何らかの公式な方法で

指針となったり基準となることが必要です。 

 

Roberto Garufi: Charles Kircher 氏が説明された手法は、シシリー州の文化遺産にもあてはまります。

過去に他の地中海の国々と合同で、古代の劇場の修理と保存に関する指針を開発してきました。これら

の要件は政治機関によって施行され、その地域の全ての州と、そこの監督者に適用されています。地震

被害軽減の手法として同様のことが出来ると思います。もう一つ付け加えても良いでしょうか？パレルモ

の大学で私たちは振動台を持っていますので、前述のマウント評価を私たちが引き受けることが出来る

かもしれません。 

 

Jerry Podany ありがとうございます。私たち皆があなたのご提案を覚えておくべきだと思います。丁度盛

り上がってきた所で残念なのですが、この円卓会議を終える時間になってしまいました。非常に寛大に、

時間と経験そして知恵を私達に与えて下さって各パネリストの方々に、簡潔な結びの言葉を頂きたいと

思います。 

 

Charles A. Kircher (アメリカ): 今回は非常に素晴らしい経験でした。博物館で役に立つ形式で既に利

用可能な情報を紹介するために、何らかの基準や指針が私たちには必要だということを繰り返しておき

ます。そうすれば、情報はすぐに使われるでしょう。私たちは研究者達の意見の相違で混乱に陥るべき

ではありません。効果的にしかも役に立つ方法でこれを始めるにはどうしたら良いか、私たちは十分に

知っています。既に「実施可能な」情報については、情報をまとめる必要があります。 

 

Paul Somerville (アメリカ): 今日、地震ハザードの情報は尐し前までと比べてより信頼出来、より世界の

広い範囲でオンラインで利用出来るようになっています。これは将来的な助けになるでしょう。私たちは

それを今から使うべきです。 

 

河口 公夫(日本): 私が今、最も重要だと思うのは意思疎通です。文化遺産に関わる全ての専門家た

ち（保存担当者、学芸員、博物館館長等）は、私たちのコレクションを守るために今何か出来ることがあ

る、ということを確信する必要があります。もっと多くの研究が必要ですし、私たちは常に方法論を改善し

http://earthquake.usgs.gov/research/hazmaps/
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ていかなければなりませんが、だからといって私たちが機能すると知っていることを成し実行しない理由

はありません。全ての考えを概説するガイドブックの作成は、次の段階だと私は思います。それは非常

に必要とされています。 

 

Vlasis Koumousis (ギリシャ): 純粋に構造の観点からは、より簡卖な方法や手段の方が良いと思います。

この卖純化の概念は、全ての美術品は唯一のもので、特別な注意が必要だという認識と組み合わされ

なければいけません。 

 

Roberto Garufi (イタリア): 私たちはこれらの規定、基準もしくは指針をつくるための正しい段階を踏ん

でいます。これらは、文化財やコレクションを守るために私たちが実際に行動することを可能にするでし

ょう。それは私たち全員にとって絶対に必要なことです。 

 

Ugo Nizza (イタリア): シシリー州でもこのことを今経験しており、それは成し遂げられるでしょう。理論上

の概念はないので、私たちは今つくっています。この仕事の最後には、一式の規定が出来るでしょう。そ

れらは出来るだけ早く決められて適用される必要があります。 

 

Constantine Spytakos (ギリシャ): 今日、博物館で利用可能な簡卖な対策法がある、ということに私は賛

成ですが、一方で私は、成功のためには何らかの段階で技術者達の関与が重要だと思います。私たち

は情報を共有し、意思疎通を改善する必要があります。インターネットや訓練用のビデオは非常に役に

立つでしょう。私たちはインターネットの効果的な利用を通して、役に立つ情報を広めるべきです。また、

各地域の地震のハザードや美術品の脆弱性に対応するために、簡卖に修正出来るような指針も準備す

べきです。世間や役人達に、文化遺産の一部である、貴重でかけがいのない美術品の、地震時の大き

な損失について知らせるべきです。そして私達は、ポール・ゲティ美術館によって始められている現在

のシリーズのような会議の実施を奨励すべきです。 

 

Bilgen Sungay (トルコ): 私たちはこの形式、すなわちコレクションに焦点をあてたこの円卓会議や地震

に関する会議といった集まりを続けるべきだと思います。これらの集まりは、私達が情報や進展を共有す

るだけでなく、注意を喚起する非常に生産的な方法です。そして、これらは生産的な方法で私達を結び

つけてくれます。これらの集まりはまた、私たちが訓練についての考え方を進化させるのを助けてくれま

す。私たちは、このテーマが政府や資金援助をしてくれる企業の政策に加えられるように努力する必要

があります。彼らは、政策や法規を通して命令や認可を課する力や、財政援助を促進する力を持ってい

るからです。 

 

Jerry Podany (IIC): ありがとうございました。私の最後のコメントはやはり、情報の共有についてと、情報

の重要性且つ情報の持つ力の認識についてです。どのようにしてそれは、文化遺産に対する保存の使

命と責任に導いてくれるのでしょうか。私は、大地震後に文化遺産コレクションが調べられた２つのケー

スだけを知っています。それは 1995年の神戸と 1989年の Loma Prietaの大地震です。後者の調査は、

地震工学調査機関の出版物である Earthquake Spectra（1990年 5月号、 第 6巻の附録）に短い報告と

して発表されました。私の知る限り、世界中の国々で起こってきた多くの地震にも関わらず、また、文化

遺産の大きな被害にも関わらず、それらのような調査はそれ以前はなされていませんでした。技術者の



22 

 

支援があってもなくても、博物館は地震の最中に彼らのコレクションや建造物に何が起こったかについ

ての情報を直接共有し始める必要があります。彼らは何が被害を受けて、何が被害を受けなかったのか

といった情報についても、率直に共有する必要があります。そうすれば私たちは、その情報を、より効率

的な予防措置を開発するために使うことが出来ます。博物館は当惑や自己弁護に打ち勝って、この情

報を保存のためのより大きな利益のために共有し始めなければなりません。私たちは、自分たちの過ち

や、起こった驚くべき事柄から多くのことを学ぶことが出来ます。それらは、文化遺産を守る際に私達が

良い仕事をするのを可能にするでしょう。 

 

この IIC の円卓会議は、様々な専門家達の間の意識を高めることを目的としていました。様々な専門家

達は将来的に、地震についてのより深い理解を皆で共有することを可能にし、文化財の地震被害の軽

減を共通の現実とするでしょう。本会議はまた、博物館や行政機関、そして公営企業に対して、地震被

害軽減の可能性とそれらの対処をすぐに応用し始める必要性についての意識を喚起することも目的とし

ていました。私たちの議論は広範囲にわたりました。地震学や地震工学の分野は常に進歩しています

が、地震についてまだ多くのことがわかっておらず、また一方で多くのことがわかっており、それは広く入

手出来るということを私たちは伺いました。遺産の保存部門にいる私たちは、卖純にどこで調べればよ

いのかを学ぶ必要があり、そしてその情報をどのように解釈して応用するのかを個人的に学ぶ必要があ

ります。世界の地震活動とハザードのマップを作るための意欲的な計画が説明されてきました。しかし、

今回の議論の中では、私達の文化財の地震による危険度の評価の分野に関してはごくわずかな事しか

聞かれませんでした。地震の世界中のコレクションに対する破壊効果を考慮すれば、この危険評価の欠

如は驚くべきことです。私たちは技術者達の業界に、どうして私たちはこの手段を欠いているか尋ねるこ

とは出来ません。なぜなら、そのような査定は技術者達卖独では着手することが出来ないからです。文

化遺産の専門家達と技術者達そして地震学者達の連携の発展が不可欠です。 

 

正確には地震を予知出来ないので、地震の脅威を予測するどんな努力も意味がないと言う方もいらっし

ゃるでしょう。しかし実際は、それは全くあてはまりません。私たちは地震を予知することが出来ます。中

位から高い地震活動度の地域では、将来地震が起こるでしょう。そして結局、文化財を守ろうと格闘して

いる私たちは皆本当に、行動を起こすことを知る必要がないのでしょうか？この事実に気づくことは、避

けられないことから私たちのコレクションを守るため、私たちが適切な行動を始めるのに十分ではないの

でしょうか？コレクションの地震被害を劇的に軽減することが証明されている、安くて簡卖な方法は、た

だちに今利用することが出来ます。私たちはそれらを利用する意思をもつと同時に、単純に、認識を

高め研修に投資しそして責任を持つことが必要です。もっと複雑なアプローチについても話しあわれま

したが、それらの利用においてさえ、既に行われているべきなのにこれまで疎かにされていたため推進

する必要があります。地震被害軽減努力のためのデータベースの共有に関していくつかの提案がなさ

れました。そのデータベースは誰もが利用でき、調査を実施した人や軽減へのアプローチを開発した人、

もしくは被害軽減の測定を行った人は誰でも投稿できるものです。地震は世界的な脅威なので、解決に

も世界規模の努力がなされるべきだというのは道理にかなっています。何人かの方々は、被害軽減とい

う目的を達成するための方法として、また重要な財政援助における課題解決の方法として、基準や指針

施行のための政策や法規を提案されました。他には、保存教育プログラムであっても、もしくはこの円卓

会議やテーマが絞られた会議のような会場でのプログラムであっても、養成は正しい方針だとの提案が

ありました。しかし地震被害軽減のための測定実施を開始することについては、法律、データベースまた
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はカリキュラム開発など、開始を待った方が良い尐しの理由があることについては、皆さんの同意を得ま

した。 

 

地震の破壊的な力を経験した方々や、地震活動度の高い地域で文化遺産に対する責務を負っている

方々は、地震は複雑な現象であることを知っています。そして私たちは、地震がもたらす破壊効果が複

雑な難問であることを知っています。しかし、私たちには工学や地震学、建築学そして地質学の分野に

仲間がおり、彼らは私たちがこれらの難問に立ち向かうのを助け、これらの難問をより理解し、被害と損

失を減らす方法を開発してくれます。もし私たちが一緒に働けば、大きな事柄を達成することが出来ま

す。尐なくとも危うい状態の世界の文化遺産の多くの割合を救えます。 

 

今日から始めることを皆さん、決心しましょう。 

 

パネル出席者の皆さま方の洞察力と、専門知識を分かち合おうとする意欲に心から感謝し致します。主

催者であります国立西洋美術館と、その素晴らしい運営能力を私たちに貸して下さった同館職員の皆さ

まに重ねてお礼申し上げます。そして IIC の円卓会議に参加して下さった観客の皆様方に心からお礼

を申し上げます。 

 

Addendum(追加): 10 名の新しい IIC 会員を迎えることは大きな喜びです。彼らは皆、東京芸術大学

（Tokyo University of the Arts）大学院の学生あるいは最近の卒業生であり、Noriyoshi Horiuchi氏の

ご後援により今回の円卓会議の参加と、IIC を通した国際保存修復学会に加入することとなりました。

Akiyo Maeda氏によるHoriuchi氏の寛大な援助の管理についてもまた深く感謝します。地震のような

自然災害からの被害を軽減するための私たちの責任について話す時、私たちはこのグループのような

若い保存科学者や文化財の専門家達にむけて、彼らが熱意と責任を抱くように話さなければなりません。

彼らは結局、将来解決にむけて努力していく人達だからです。 

 

IIC の新規会員：写真の左から順に、田口智子、瀬田愛子、貴田啓子、藤澤明、李壃、釘屋奈都子、實

井香那子、甲斐由香里、田中眞奈子、谢谨诚および彼らの指導教員の稲葉政満教授 
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