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重点領域研究 成果報告書

提出日： 2015 年 11 月 30 日

重 点 領 域 名 11a 「大規模災害からの復興と新社会システムの構築」

プロジェクト研究所名 東日本大震災復興研究拠点・複合災害研究所

所 長 柴山知也

設 置 期 間 2011 年 ～ 2016 年 3 月

１．研究目標とその達成状況

（※枠の大きさは適宜変更してください。）

１－１ 研究目標について

プロジェクト研究所設立時の研究目標を、①研究成果（本研究課題が創出を目指す研究成果、国内外におけ

る学術的・技術的な優位性、成果の発信(国際発信を含む)に係る取組み）、②学術的・社会的波及効果、③研

究体制の自立性・持続性（国内外における研究グループの位置付け、国際協力に係る取組み、研究グループ

として獲得を目指す外部研究資金、若手研究者等の参画・育成、人材構成の多様性）の項目ごとに記入して

ください。

設置期間中に研究目標を見直した場合は、その理由と見直し後の研究目標も併せて記入してください。

本研究では共同研究者として社会環境工学科の環境防災系、社会基盤系、計画系 13 研究室が参画し

ており（以下では社会環境工学グループという）、この他に連携研究者として香村一夫･理工学術院教授

とそのグループ（資源環境工学科）が「東日本大震災復旧・復興に向けた環境診断および対策技術の提

言」を（資源環境グループ）、松岡俊二･国際学術院教授とそのグループが「複合巨大クライシスの原因･

影響･対策･復興に関する研究―原子力災害とリスクガバナンス」を担当している（原子力グループ）。

① 研究成果

・本研究課題が創出を目指す研究成果

社会環境工学グループは今回の津波の被災のメカニズムを解明し、今後の防災システムへの提言を行

う。その際、既存の湾口防波堤、津波防潮堤、避難ビルなどの災害対策構造物の効果を検証し、これら

の性能をどのレベルに設定するべきかについて検討する。検討に基づき、世界中の今後津波来襲が予想

される地区での津波対策を提示するための方法を考案する。その際、高地への移転、避難ビルの建設な

どを防災機能強化の方法として検討し、新しい街づくり、漁村づくりを支えて行くための学問的基礎を

確立する。

資源環境グループは青森・岩手・宮城県の津波被災地域の土壌汚染の状態を数回にわたる現地調査に

よって把握する。とくに、仙台平野の耕作地における塩害に焦点をあてて、その塩害の実態把握および

それらを浄化する資材開発を試みている。また、原発事故による大気汚染の状況把握に焦点をあてて活

動する。富士山麓、首都圏、丹沢地域の 20 地点以上で大気、雨水、表流水の放射能汚染状態を調査し、

福島県浪江町の森林において除染活動を行う。

原子力グループは、文部科学省・原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ「原子力産業への社会的規

制とリスク・ガバナンスに関する研究」（2012 年度〜2014 年度）と連動させ、日本と欧米の原子力規制

制度の国際比較研究により、規制機関の独立性の基準や測定方法を明らかにする。また、電力・エネル
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ギー分野におけるイノベーション動向を明らかにする。原発事故地域における震災復興プロセスの問題

点を明らかにする、さらにリスク認識と社会的規範やリスク・ガバナンスの関係を明らかにする。これ

らのサブテーマに取り組むことで、全体として原子力災害に対するリスク・ガバナンスのあり方を明ら

かにする。研究は、社会科学者（政治経済学、法学）と理工学の研究者との学際的共同研究として行う。

・国内外における学術的・技術的な優位性

30 年以上に及ぶ津波研究の実績と、インドネシア、スリランカ、タイ、サモア、チリなどの津波調査、

アメリカ、バングラデシュ、ミャンマーなどの高潮の現地調査、国内での津波、高潮調査などの豊富な

実績を踏まえて、東北の風土に合った復興プロセスを支える学術的研究を行う点に優位性がある。また

長年の沿岸港湾構造物の津波設計や対策技術の研究実績で先駆的であり、今後の関東地方、中部地方、

四国地方など津波の来襲が予想される地区での津波対策を策定することが可能である。

・成果の発信(国際発信を含む)に係る取組み

研究代表者は WAYCEM（Advanced WASEDA-YNU Coastal Engineering and Management Group、

早稲田大学と、代表者の前任校である横浜国大での柴山研究室博士号取得者による研究者グループ)を主

宰しており、10 か国、28 人の博士たちを共同研究者としている。これらの研究者は代表者の研究室で

博士号を取得した後に留学生はそれぞれの母国を中心に国際的に災害研究分野で活躍しており、この連

携を通して情報を世界に発信する。

・学術的・社会的波及効果

今回の東北津波は、世界的にみても、インド洋津波（2004 年）に匹敵するものであり、被災の機構の

解明により、今後の津波防災システムの構築に大きな影響を与えることとなる。日本国内の沿岸災害防

止計画は早急な見直しを迫られており、本研究の結果は大きな社会的インパクトを持つこととなる。

一方原子力安全規制研究分野における文理の学際研究（interdisciplinary approach）や文理社会協働

研究（transdisciplinary approach）が少ない日本の学術界の状況の中で、早稲田大学の学際的共同研究

グループが学術界においても、社会においても認知をうることが出来る。

② 研究体制の自立性・持続性

・国内外における研究グループの位置付け

WAYCEM の枠組みを元としてそれを本研究で強化し、津波高潮研究における世界屈指の研究グルー

プを作り上げる。

・国際協力に係る取組み

研究グループで国際協力の実を上げるために国際共同研究に取り組む。

・研究グループとして獲得を目指す外部研究資金

本研究の趣旨に合致した外部研究資金に積極的に応募する。

・若手研究者等の参画・育成

学部 4 年生、修士課程の学生に卒業論文、修士論文への取り組みの中で適切な研究上の動機づけを行

うとともに研究上の指導を行う。博士課程の学生に対しては、将来の学問分野を担うべき人材として研

究の機会を与える。

・人材構成の多様性

海外の研究者との共同研究を進めるとともに、英語による国際プログラムに在学する早大学生を研究

に参画させる。
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１－２ 研究目標の達成状況と自己評価

プロジェクト研究所設立時の研究目標の達成状況とそれに対する自己評価を、「１－１ 研究目標について」

の各項目に対応させて記入してください。このうち、具体的な事例を挙げられるものについては、可能な限

りお示しください（例：論文発表・引用における特筆すべき事例、若手研究者の活動状況、外国語による情

報発信事例、メディアによる取材事例、国内外の研究機関との協力事例、ほか）。また、【別添】実績調査票

にも必要事項を記入してください。設置期間中に研究目標を見直した場合は、見直し後の研究目標の達成状

況と自己評価も併せて記入してください。

① 研究成果

・創出した具体的な成果

社会環境工学グループは、柴山、依田を中心として津波被害の実態把握と災害防止の新たな対策の開

発に取り組んだ。その結果、津波・地震による構造物被災の減災技術、複合災害機構の解明と減災の二

つのテーマについて研究成果を得た。これまでに早大で開発を進めてきた津波、高潮、高波などの沿岸

災害の数値予測モデルや東北津波をはじめとする現地調査資料の集積と整備を行うとともに、平面津波

造波装置をはじめとした実験設備の整備を行った。数値予測モデル、現地調査資料、実験設備を用いて、

構造物被災機構と複合災害機構を分析し、減災技術開発のための基礎とした。さらにこれらを統合して、

国際的に共有できるプログラムとしている。さらに海外研究者との共同研究を進め、早大が開発したプ

ログラムの現地化を図ることによって、研究基盤の国際展開を図った。

資源環境グループの研究は、「脱塩資材開発」に関する基礎的部分と「それを如何に活用するか」の応

用的部分から構成された。前者については、赤玉土（関東ローム）と無機化合物（MgO や CaO）との

混合により、塩分吸着能力が顕著に増加することをつきとめた。現在その増加メカニズムについて解明

する研究を継続している。後者については、塩害耕作地への適用ばかりでなく、塩水化した地下水の脱

塩等に利用する具体的方策を検討している。火山灰土壌をベースに鉱物化学的操作を加えながら高機能

の塩分吸着材を開発し、それを塩害農地に適用することにより耕作地復活をめざしたものである。また、

ここで開発される浄化資材は、地下水の塩水化により農業に深刻な打撃を受けている海外乾燥地域の耕

作地復活にも有用な資材となりうる。

原子力グループの研究テーマ「複合巨大クライシスの原因・影響・対策・復興に関する研究：原子力

災害とリスク・ガバナンス」は、文部科学省・原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ「原子力産業へ

の社会的規制とリスク・ガバナンスに関する研究」（2012 年度〜2014 年度）と連動させて実施した。具

体的には社会科学者（政治経済学、法学）と理工学の研究者との学際的共同研究として行い、早稲田大

学出版部から 3 冊の共同研究の成果を出版した（松岡俊二（2012）『フクシマ原発の失敗:事故対応過程

の検証とこれから』、松岡俊二・師岡愼一・黒川哲志（2013）『原子力規制委員会の社会的評価：3 つの

基準と 3 つの要件』、松岡俊二・いわきおてんと SUN 企業組合（編）（2013）『フクシマから日本の未来

を創る：復興のための新しい発想』）。

また、プロジェクト全体として、早稲田大学の震災復興研究の総力を結集した鎌田薫（監修）『震災後

に考える：東日本大震災と向きあう 92 の分析と提言』においては、研究グループのメンバーが、編集

委員や執筆者として出版に貢献した。

・国内外における学術的・技術的な優位性

2015 年７月に本研究の成果を踏まえて Handbook of Coastal Disaster Mitigation for Engineers and

Planners（765p. Editors: Esteban, M., Takagi, H., Shibayama,T.）を Elsevier 社から刊行した。この
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本は多くの早大、WAYCEM グループの沿岸災害研究を網羅したもので、早大研究グループの学術的な

優位性は国際的に明らかとなった。

・成果の発信(国際発信を含む)に係る取組み

研究期間を通じて、19 編の論文が国際 Journal 誌に登載され、極めて満足すべき結果となった。（論

文一覧については下記を参照 http://www.f.waseda.jp/shibayama/publication.html ）

国際共同制作のテレビ番組（フランスのテレビ局が主に制作、日本は NHK）の取材を受け、東京沿

岸部の災害脆弱性について、本プロジェクトの研究成果が紹介された。①「FLOOD A global Ｍenace

for Coastal Megacities」（フランスとの国際共同制作）NHK ワールド １1 月 29 日（日） 8:10（ＪＳ

Ｔ） 他、フランス始め各国のテレビ局で放送された。②また、日本人向けにＮＨＫで再編集したバージ

ョンが放送される。ＢＳ１スペシャル「大水害 メガシティを襲う高潮・洪水の脅威」（フランスとの国

際共同制作）NHK BS1 １2 月 5 日（土）１９:００～２０:５０。

② 学術的・社会的波及効果

本研究の成果を踏まえて、早稲田大学では、Tsunamis and Storm Surges – An Introduction of

Coastal Disasters : Lessons from the 2011 Japan Tsunami （英語配信仮題、邦題：沿岸災害、津波と

高潮 —2011 東北津波の教訓）と題した、全 6 回の公開オンライン講座を 2016 年 1 月中旬より、世界

に向けて配信することとなった。この講座は、大規模公開オンライン講座（MOOC：Massive Open

Online Course)の提供機関である edX（米国ハーバード大学と MIT が創設）を利用することによって、

世界中の大学生や高校生を含むあらゆる年代の学習者に向けて配信する。講座の内容は、本研究の成果

を用いて、2011 年東北地方太平洋沖地震津波、2004 年インド洋津波などの津波災害、2013 年フィリピ

ン国 Haiyan 高潮災害などを科学的に分析し、工学的対応方法を紹介して減災への意識を高めるほか、

世界の若者へ沿岸災害研究の現在を紹介している。

原子力グループの成果は、原子力安全規制研究分野における文理の学際研究や文理社会協働研究が少

ない日本の学術界の状況の中で、原子力学会などでも、5 年近くの共同研究を続けてきたこの学際グル

ープはユニークな存在として認知されている。また、原子力安全規制や福島復興に関する研究成果は、

2012 年３月の「3.11 シンポ」以来、毎年、公開の学術シンポジウムを開催している。今年は、2015 年

3 月 11 日に、第 4 回「原子力安全規制と福島復興を考える」学術シポジウムを早稲田大学で開催した。

こうした継続的な取り組みを通じて、早稲田大学を中心とした原子力リスク・ガバナンス研究グループ

として、学術界だけでなく、社会的にも認知されている。

③ 研究体制の自立性・持続性

・国内外における研究グループの位置付け

多くの出版活動、学会活動によって研究グループの存在は大きなものとなっている。このグループの

存在が、2015 年に早大の土木工学分野が分野別の世界ランキングにランク入りしていることに貢献して

いるとも推測される。

・国際協力に係る取組み

8 名の研究者が早大理工に滞在し、共同研究、共同実験を実施した。それらは、オタワ大学 Mr. Philipe

St-Germain（2012.2.2~3.15）、イラン・KNT 工科大学 Dr. Mohsen Soltanpour（2014.9.10~20、

2015.2.22~3.31、2015.5.13~8.7）、同 Mr. Seyedhadi Shamsnia2015.6.14~9.14）、西ロンドン大学 Dr.

Ravindra Jayaratne（2012.7.11~8.18、2013.8.1~22、2014.9.14~24、2015.6.20~7.16）、チリ・コンセ
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プシオンカトリック大学 Dr. Rafael Aranguiz（2012.3.17~4.15、2014.1.20~2.7、2014.3.18~30）、ライ

プニッツ大学 Dr. Nils Goseberg （2014.9.14~26、2014.11.30~12.13）、オタワ大学 Prof. Ioan Nistor

（2014.8.28~12.21）、バンドン工科大学 Dr. Hendra Achiari（2014.9.14~21） である。共同研究の成

果は国際専門誌に登載されるか投稿中である。

・外部研究資金の申請・獲得状況

現在は、私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（H25～H29）減災研究の国際展開のための災害研究

基盤の形成（代表：柴山知也）（総額 121,000 千円) を受けて基盤の形成に勤しんでいる。2016 年度は

①基盤研究（Ｓ）社会の変動を伴う首都圏沿岸複合災害の減災手法の開発（代表：柴山知也）、②挑戦的

萌芽、首都圏での噴火に伴う降下火山灰による災害の予測と対策の立案 （代表：柴山知也）、③地球規

模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）サモア独立国における統合的沿岸域管理手法を

用いた沿岸災害防止手法の確立と普及（代表：柴山知也）に申請している。

・若手研究者等の参画・育成状況

延べ４0 名を超える多くの修士課程学生とともに研究を進めた。この他に卒業論文に取り組む学部 4

年生を含めて、100 人以上の学生が本研究に参画することにより大きな学問的な刺激を受けた。一方で、

研究者育成の面からは、本研究で育った研究者が学部卒業後 4 年（修士 1.5 年、博士 2.5 年）で博士号

を取得し、現在は早大理工・国際教育センター講師（任期付）として活躍している。また、ある学生は

修士を 1.5 年で修了し、現在は博士課程 2 年（秋学期入学）に在学しているが、来年 4 月に日本学術振

興会奨励研究員（DC2）に採用されることが内定している。

・人材構成の多様性

参画している人材には海外共同研究者、留学卒業生、現在の留学生が多く、人材構成は 12 か国と世

界中に広がっており、極めて多様である。
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１－３ 総合所見

達成内容として特にアピールする点があれば記入してください。

複合災害の分野（社会環境工学、資源環境）では世界にもまれに見る強力な国際共同研究グループを

形成し、研究期間中に 19 編の査読付き国際雑誌登載論文としてその研究結果を公表した。英文図書の

出版、国際共同研究の推進により早大災害研究の国際的な存在感を示すことが出来た。

一方で原子力研究分野では、文理の学際研究や文理社会協働研究が極めて少ない中で、5 年近くの共

同研究を続けてきた学際グループは、原子力学会などでもユニークな存在として学術界においても、社

会においても認知されている。

１－４ 今後の展望

当該研究の①現在の体制・状況について記入してください。特に研究拠点としての形成の有無、形成されて

いる（されつつある）場合はその状況、形態、国内外での認知状況等について詳細に示してください。また、

設置期間終了に際し、②今後の展望についてお考えを記入してください。

現在の体制・状況について（研究拠点の形成の有無について）

社会環境工学、環境資源のグループは、複合災害研究所を拠点として、私立大学戦略的基盤形成事業

「減災研究の国際展開のための災害研究基盤の形成」（代表・柴山、2013 年度～17 年度）により、研究

基盤の形成を目指して共同研究活動を続けている。

原子力研究グループは、2014 年 4 月にプロジェクト研究所として早稲田大学レジリエンス研究所を設

立した。科研費・挑戦的萌芽研究「原子力災害被災地におけるコミュニティ・レジリエンスの創造」（代

表・松岡、2015 年度〜17 年度）、日本生命財団・環境問題研究助成・学際総合研究「環境イノベーショ

ンの社会的受容性と持続可能な都市の形成」（代表・松岡、2015 年後半〜17 年度前半）を得て、引き続

き学際共同研究に取り組んでいる。

②今後の展望について

※当該研究が今後予定している（または希望している）形態に近いものを以下から選択（✓）の上、今

後の展望に係る詳細を記載してください。

☐附置研究所のプロジェクト研究 ☐学内の他の研究プロジェクト ☑総合研究機構内のプロジェクト

研究所 ☐既存の有期研究機構内のプロジェクト研究所 ☑新規研究機構 ☐その他 

【上記の詳細】

二つのプロジェクト研究所（複合災害研究所、レジリエンス研究所）を継続して運営し、外部資金を

得て、継続的に国際共同研究あるいは学際共同研究を実施していく。さらに SATREPS などの大型の外

部資金の獲得を目指しており、獲得した場合、新規の研究機構の設立を目指したい。


