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１．講演会の目的 

今村明恒は 1870 年 6 月 14 日鹿児島市で生まれ、大正から昭和初期にかけて、地震学の先駆者

の一人として活躍した［例えば、山下 (2002); 泊 (2015)］。 

関東大震災の前に、関東での大地震の予測について、今村と大森房吉との論争があった。この

論争は一般にも広く知られ、大森・今村論争などと呼ばれる。この論争は、地震発生予測の難し

さやリスク・コミュニケーションの難しさを示しおり、今でも学ぶ点は多い。 

今村は数多くの論文・報告を発表している。現在ではこれらはインターネットで公開されてい

る。また、今村は地震計も開発しており、その記録は現在も大切に保存されている。こうした論

文・報告や地震計記録は、現在でも研究に使われている。 

このように、今村は、地震学の世界では大変功績の大きい人物として知られている。しかし、

出身地の鹿児島では郷土の偉人として取り上げられることはほとんどない。そこで、 

 今村の功績 

 その功績が地域防災につながっていること 

を地元の人に広く知ってもらうことを目的として、この講演会を企画した。また、将来、鹿児島

市内に今村明恒の銅像を建てる構想もある。この講演会はそのキックオフ的な位置づけとした。 

 

２．計画 

上記の目的を達成するため、次の 3つの講演を計画した。 

 今村明恒の功績：名古屋大学・特任教授・武村雅之（1時間） 

 鹿児島の火山防災：鹿児島大学・准教授・井村隆介（30 分） 

 鹿児島の地震防災：鹿児島大学・准教授・小林励司（30 分） 

聴衆の対象を、鹿児島県内の中学生、高校生、大学生、中高理科・社会科教師、一般（地球科

学や防災に興味のある人、および、歴史に興味のある人）と設定した。以上により、本講演会の

実施で次のような効果を期待した。 

 郷土の偉人として、地元の人に広く知ってもらう。 

 銅像建立の理解を得る。 

 歴史に興味のある人も対象とすることにより、普段、防災シンポジウム等には参加しない人

にも防災に興味を持ってもらう。 

 古い文書、記録の保存の大切さを理解してもらう。 

 中学生から大学生を対象とすることにより、将来の防災の担い手となってもらう。 

 中学生と高校生を対象とすることにより、地震や火山の研究者を目指す人を増やす。 

 理科教師と社会科教師を対象とすることにより、学校教育でも取り上げてもらい、教育効果

を広げる。 

 大学での研究を広く一般に知ってもらう。 

本講演会に今村明恒誕生 150 周年記念と銘打つことと、銅像を建てる構想もあることから、今

村明恒の孫である今村英明氏に連絡を取り、承諾をいただいた。 

 

３．広報 

対象の聴衆に来てもらうために、次のような広報活動を行った。 

 地震火山地域防災センターのウェブページに開催通知を掲載した。 

 地震火山地域防災センターから学内の各部局や学外の関係各機関にメールで開催通知を送っ

た。 

 鹿児島大学の市電広告に掲載した。 

 鹿児島市内の中学校、鹿児島県内の高校にチラシを郵送した。 



 後援を次の団体、企業に依頼した。 

日本地震学会、歴史地震研究会、日本防災士会鹿児島支部、鹿児島市教育委員会、鹿児島県

教育委員会、南日本新聞、NHK 鹿児島放送局、MBC 南日本放送、KYT 鹿児島読売テレビ、KKB

鹿児島放送、KTS 鹿児島テレビ 

 SNS や関係メーリングリスト、講義などを通して開催を知らせた。 

後援のうち、日本防災士会鹿児島支部では、会員向け研修会としての利用の申し出があり、それ

を了承した。 

 

４．オンライン実施の検討 

会場は稲盛会館を予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大状況が予測できなかったた

め、状況によって、オンラインで開催できるように準備を進めた。 

参加登録は事前申込制とし、急な通知ができるように、メールアドレスの入力を必須とした。

なお、参加人数が多いことが想定されたため、受付は電子メールや電話ではなく、Microsoft Forms

を使ったウェブページにしぼって省力化を図った。 

開催通知において、会場の注として「※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては定員減、

またはオンライン開催」を記述した。 

オンラインでの開催方法については、次の 2通りを検討した。 

A) Zoom のみを利用する 

B) Zoom では講演者のみ接続し、その講演を YouTube に流し、聴衆は YouTube で視聴する 

A) の長所は、しくみがシンプルで失敗しにくいことである。世話人も、これまで遠隔授業で何

度も Zoom を利用してきた経験があるため、要領を得ている。短所は、学外の人が Zoom に慣れて

いないことである。初心者にとっては、音声やビデオのオン・オフや挙手の機能は分かりにくい。

また、大学が Zoom と結んでいるライセンスでは、300 人が上限であり、それが定員となることも

短所である。 

B) の長所は、YouTube のほうが Zoom よりも一般に浸透していることである。また、定員もな

い。短所は、1. ほどしくみがシンプルではなく、失敗する可能性が高くなることである。また、

世話人に経験者がいなかったため、要領もよく分かっていない。 

以上の検討を経て、聴衆のことを考えて B)で実施できるように準備を進めることした。具体的

には、いくつかの授業において、Zoom で行いつつ、YouTube にも中継した。 

また、会場での実施の場合においても、会場に入れなかった人向けに同時中継をすることも検

討した。これは、感染対策のために、稲盛会館の収容人数が約 90 人と大幅に減っており、定員を

超過する可能性が高かったためである。感染拡大の状況によってはさらに収容人数が減らされる

可能性もあった。また、SNS で開催のお知らせをしたときに、遠方在住のかたからの中継の要望

もあった。 

講演はスクリーンにレザーポインターで指し示しながら行い、また会場での質疑応答もある。

Zoom での配信では、レザーポインターで指し示しているところが分からないことや、質疑応答が

分からない。そこで、ステージ全体をビデオカメラで写し、会場全体の音声も拾い、それを中継

することにした。しかし、世話人の映像音響機器では、これを実現するのには不十分であった。

また、会場のネットワーク環境も未確認であった。 

そこで、ネットワーク環境や映像音響機器について、工学部技術部の稲盛会館担当と相談した。

その結果、技術部のビデオカメラをお借りし、これを HDMI-USB 変換器を介して PC に接続するこ

とにした。マイクも PC に接続することで、良好な音声を届けることができることになった。映像

と音声を PCの OBS studio で統合し、それを会場のネットワークから YouTube に流すこととした。 

 

５．オンライン開催への変更 

11 月 16 日に学内に感染者が確認されたことにより、郡元キャンパスでは学生の立入りが 11 月

18 日から 2週間制限された。開催予定日にはこの制限が解除されている予定であったが、全国的

に感染拡大が悪化していたこともあり、11 月 26 日にオンラインでの開催に変更した。 

オンラインでの開催を参加登録者に通知し、地震火山地域防災センターのウェブページでも周

知した。メールや SNS 等でも広く知らせたところ、全国から参加登録が来るようになった。オン

ライン開催に切り替える前では参加登録人数は約90人であったが、 終的には約180人となった。 



開催方法は前述の選択肢 A), B)のうち、

「A) Zoom のみを利用する」を選択した。

B) については、まだ経験が不十分で、失

敗のリスクを無視できないと判断したた

めである。ただし、非公開で YouTube にも

中継することにした。これは、Zoom に不慣

れで接続に失敗する人にYouTubeでの視聴

を案内する、ということを想定した。また、

Zoom の接続情報のメールが届かなかった

人のためにも、YouTube のアーカイブを残

しておくことにした。念のため、PC のディ

スクにも録画を残した。 

Zoom では一時期、公開されたミーティン

グにおいて、荒らしが問題になっていた。

本講演会の開催時期にはすでにそのよう

な問題は聞かれなくなっていたが、念のた

め、非公開とした。 

 

６．講演会の実施 

当日のプログラムは次の通りである。 

 

13:30 開会挨拶：鹿児島大学准教授・小

林励司（地震火山地域防災センター兼任） 

13:35 特別講演：「今村明恒と日本の地震

学―”震災予防”を終生つらぬいた地震学

者」名古屋大学特任教授・武村雅之 

14:55 質疑応答 

15:05 休憩 

15:15 講演：「過去の噴火に学んで備え

る-桜島火山の歴史時代の噴火」鹿児島大

学准教授・井村隆介 

15:45 講演：「1914 年桜島大正噴火で発

生した大地震」鹿児島大学准教授・小林励

司 

16:15 質疑応答 

16:25 閉会挨拶：鹿児島大学准教授・寺

本行芳（地震火山地域防災センター・調査

研究推進部門長兼任） 

 

開会の挨拶で開催趣旨を説明したあと、まず、特別講演で名古屋大学の武村雅之特任教授によ

り今村明恒の功績が詳しく紹介された（写真 1）。今村明恒が、副題にあるような、「震災予防」

を目指していたことがよく分かっていただけたのではないかと思われる。休憩をはさんで、次に

鹿児島大学の井村による講演（写真 2）があり、桜島の噴火について過去の史資料から得られる

教訓が示された。 後に小林による講演（写真 3）があり、今村明恒の功績をはじめ過去の記録

が現在の防災研究につながることが示された。講演終了後、参加者から多くの質問をいただき、

活発な意見交換が行われた。 後に閉会の挨拶で寺本准教授より講演の内容をまとめていただき、

本講演会の意義を強調していただいた。 

開会直前、参加登録者から Zoom へのアクセスができないという問い合わせの電話があった。メ

ールで YouTube の URL を知らせて対応した。その後、YouTube での視聴ができているというメー

ルをいただいた。 

参加人数は、約 120 人であった。参加登録人数と比較すると 3分の 2であった。 

 
写真 1：武村氏の講演 
 

 
写真 2：井村の講演 
 

 
写真 3：小林の講演 



 

７．開催後の反応および反省点 

開催後にアンケートを実施した。回答数

は 52 である。全体的な感想については「良

かった」と「まあまあ良かった」を合わせ

て 100%、講演内容が分かりやすいかという

ことについても、「分かりやすかった」と

「まあまあ分かりやすかった」を合わせて

100%となり、良い評価をいただいた（図 1）。 

参加者の住んでいるところを聞いたと

ころ、「鹿児島市内」が 38%、「鹿児島市外

の鹿児島県内」が 13%、「鹿児島県外」が

49%となり、県内（鹿児島市を含む）と県

外がほぼ同じとなった（図 2）。県外の人が

多くなったのは、オンライン開催をした影

響と思われる。なお、オンライン開催の影

響として、今村英明氏のほかご親族のかた

のご参加があったことも挙げられる。 

年齢については、50 代が 15 人、40 代が

13 人と多く、それらに次いで 20 代 8 人、

60 代 8 人と続いている。当初、参加者の対

象として、中学生、高校生を挙げたが、10

代は 0人であった。広報の仕方に、より一

層の工夫が必要だったと思われる。 

先述した、参加人数が登録者数の 3分の

2であったことについては、まだ原因がよ

く分かっていない。他のオンライン開催の

講演会にも共通してみられる傾向なのか、

それとも本後援会特有なのか、も分からな

い。それを知るために、他の講演会の主催

者にも聞いてみるつもりである。 

開催後、南日本新聞（2020 年 12 月 7 日

付朝刊）および西日本新聞（2021 年 1 月 20 日付朝刊）に講演会に掲載された。とくに西日本新

聞については、大きく取り上げていただいた。 

後援をいただいた日本地震学会の広報紙「なゐふる」124 号 2021 年 2 月号には、開催報告を執

筆し、掲載していただいた。 
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図 1：アンケート結果その 1。「講演会に参加され

て、全体的な感想はいかがでしたか」「講演会の

内容は分かりやすいものでしたか」 

 
図 2：アンケート結果その 2。「お住まい」「年代」 


