
②一般部門 自然災害の低減に関する意見・提案レジメ

マニュアルに頼らず、今できる予防から始めよう 
―――― 構造技術者の視点から ―――― 

1. 自然災害と都市の脆弱性
自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他

の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

「被災者生活再建支援法」第2条1項より 
自然災害

・そこに人がいなければ、いつまでも自然現象のまま

・人工物ができ人が住み始めた瞬間に自然災害のリスクが生まれる

日常の利便性と引き換えに環境変化に対応できなくなる現実

・東京に雪がわずか10センチ積もっただけで交通機関がマヒ 
・地震が起きれば、交通渋滞や帰宅困難者で大混乱

・局地的な豪雨で道路が冠水し、家屋は浸水被害

自然災害に直面するリスクの増大

・人口や建物が密集している地域ほど（＝暴露）

・自然外力が大きくなればなるほど（＝ハザード）

・災害に対するハード/ソフトの備えが低いほど（＝脆弱性） 

2. マニュアルの落とし穴
マニュアルの効用

・平均的な品質が保証されるという意味では一定の効果

・『建築物の構造関係基準技術解説書』もしかり

マニュアルの落とし穴

・ファストフード店で子供に敬語で話しかける店員

・手順だけ覚え、思考停止に陥る危険性

・ハウツーは教えても竣工後に起こることまで教えてくれない

・「想定外」をどこまで想定するかは構造技術者が考えること

3. マニュアルは簡単ほど良い
「震災対応マニュアル」

・一定震度以上の地震が発生した場合の対応を細かく規定

・なかなか手順どおりにいかない現実

・マニュアルを整備すればするほど対応の硬直化を招く

マニュアルのあるべき姿

・基本的なことだけを決め、あとは個別に判断して運用

・ユーザーが個々に考え責任をもって判断する余地を残すべき

4. 公共の福祉の意味とハザードトレラント設計
人々が考える「安全」と法の乖離

・学生、市民へヒアリング「あなたの考える建築物の安全とは」

・最低基準レベルの耐震性能を「安全」だとは考えていない

・「建物継続使用」は安全と判断する前提条件

日本国憲法第 29 条の「公共の福祉」とは 
・簡単に都市機能が失われて「公共の福祉」と言えるか

構造技術者が抱えるジレンマと設計姿勢

・自然外力の大きさがわからなくても設計しないといけない

・仕様設計では建物の性能はいつまでも最低基準のまま

・フェイルセーフ的な発想からの転換

・目指すべきはハザードトレラント設計

5. 外力は確定値ではない
法で定められている地震や風の外力は確定値ではない

・基準風速は 26～63 年間の全国気象官署のデータの推定値 
・猛烈な台風が増えると基準風速が大きくなるのは当然

・このことを構造技術者がどれだけ認識できているか

6. 合理性が余裕度を奪う
平成 12 年の法改正による風荷重算定式 
・建物高さ h だけの式から確率的手法による合理的評価式へ 
・改正後 20～30%風荷重が減り脆弱な建物を生み出す現実 
・風荷重が確定値でないことを気に留めない設計者の意識

・「50 年供用期間」と「50 年再現期間」の混同 
これでも安全と言い切れるか？

・台風 21 号での瞬間最大風速は和歌山市で 57.4m/ s 
・住宅の設計用風荷重を瞬間最大風速に換算すると約 47m/s 

7. 「処置」から「予防」への転換
耐震補強（＝処置）の推進

・国の耐震化施策は一定の成果

・SRF 工法は耐震補強に有効な工法であることが実証 

世間一般が求める耐震レベル（継続使用可）にするには？

・新築建物にも「予防」という考え方があっても良いのでは？

・SRF 工法を新築にも適用してはどうか？ 
・「付加」するなら法的にも問題ないはず

・想定外の地震で絶対に柱を壊さないという強い意思表示

8. 今、自分にできる「予防」
免震体験車授業の実践

・頭で覚えたことは忘れるが、身体で覚えたことは忘れない

・いざという時に冷静に対処してくれるだろうという期待

・若い世代に防災意識を植え付け実践させること自体が「予防」

9. 1/20 の世界から社会全体へ
自然災害の多様化、被害の甚大化

・防災/減災は総力戦 
・それぞれの持ち場でできることを自分の頭で考え実践する

・個々のアドリブ力が災害低減のカギを握る

1/20 の世界 
・小塚一宏教授（愛知工科大学）の研究

・歩きスマホ時の視界が通常歩行時に比べて約 1/20 に低下 
・これと同じことが建築の世界でも起きている

「脆弱性」予防への糸口

・マニュアルに頼らず、社会全体に視野を広げる

・ハザードトレラント設計により良心の感じられる建築を
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②一般部門 自然災害の低減に関する意見・提案

マニュアルに頼らず、今できる予防から始めよう 
―――― 構造技術者の視点から ―――― 

自然災害と都市の脆弱性 

「被災者生活再建支援法」第2条1項には、自然災害を「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、

津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。」と定義している。そこに人が住ん

でいなければ自然現象で済むが、人工物ができて人が住み始めた瞬間に自然災害のリスクが生まれ

る。日常、私たちは何不自由なく生活しているが、利便性と引き換えにちょっとした環境の変化に

も対応できなくなっているように思う。たとえば、東京に雪がわずか10センチ積もっただけで交通

機関がマヒし、転倒者や車のスリップ事故が相次ぐ。地震が起きれば、交通渋滞や帰宅困難者で大

混乱に陥る。また、局地的な豪雨で道路が冠水し、家屋に浸水被害が生じる。 

一般には、人口や建物が密集している地域ほど（＝暴露）、自然外力が大きくなればなるほど（＝

ハザード）、災害に対するハード/ソフト両面の備えが低いほど（＝脆弱性）、こうした自然災害

に直面するリスクが増える。本稿では、「暴露」や「ハザード」はさておき、個人が解決できる「脆

弱性」について、構造技術者の視点で思うところを述べてみたい。 

あるファストフード店でのできごと 

 妻が勤めている、あるファストフード店の従業員マニュアルには、接客に関してかなり細かいこ

とまで記されている。ある日、小さな女の子が店にやってきた時、アルバイトの店員がその女の子

に向かってこう話しかけたそうだ。

「店内でお召し上がりですか？それともお持ち帰りですか？」

それを聞いたマネージャーが、

「小さな女の子にまで敬語を使わなくていいのよ」

とすぐに注意したらしいが、その場にいたらきっと違和感を覚えたにちがいない。

マニュアルの落とし穴 

マニュアルはユーザー（製品やサービスの提供者）の日常的な行為や判断のばらつきをなくすた

めのハンドブックで、ユーザーに依存することなく平均的な品質が保証されるという意味では一定

の効果がある。ところが、ハウツーの習得と引き換えにユーザーは思考停止に陥り、その結果、臨

機応変な対応ができなくなってしまう。先に述べた店員と女の子のやりとりはその典型であろう。 
建築の世界にもマニュアルに相当するものがある。たとえば『建築物の構造関係基準技術解説書』

である。そこには、どういう手順や考え方で構造計算すればよいかがこと細かく書かれている。一

貫構造計算プログラムにもマニュアルが整備され、中にはこちらが驚くほど内容を熟知している者

もいる。それ自体は決して悪いことではない。

たしかにマニュアルのおかげで、構造技術者の個々のスキルに左右されず、法に定める最低限度

の強度を有する建築物が建つまでになった。しかし、マニュアルには計算方法が書かれているだけ

で、竣工後に起こることまで教えてくれない。「想定外」をどこまで想定しておくか。それは本来、

構造技術者自身が考えるべきことである。
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マニュアルは簡単ほど良い 

2009 年にある職能団体で『震災対応マニュアル』を作成し運用している。そこには震度 6 弱以

上の地震が当該地域で発生した場合の対応について細かく定められている。しかし、実際には手順

どおりにいかない。運用頻度が極めて少ないうえに、マニュアルを常時持ち歩くわけでもなく、初

動時に誰に連絡すればよいのかもわからないというのが実情である。また、緊急時に何ページもあ

る文章を読む余裕などなく、マニュアルを整備すればするほどユーザーは考えることを放棄し、そ

れが対応の硬直化を招く。

ではどうすれば良いか。それは、事が起きた時に対策本部を設置するといったごく基本的なこと

だけを決めておいて、あとは個別に判断して対応するのがうまいやり方のように思う。震災自体に

再現性がなく、いろいろな事態が想定される。対策本部に集まれるメンバーもその都度変わるはず

だ。今何をすべきかを個々が考え責任をもって判断する余地を残しておいた方が、はるかにうまく

いくと考えている。

公共の福祉の意味とハザードトレラント設計 

ある大学の全学共通科目の講座で、100 名超の大学生に「大地震時の建築物の安全はどのレベル

だと考えるか？」を挙手で訊いてみたことがある。選択肢は次の 4 つのレベルである。 
1. 人は無傷、建物被害なし、継続使用可

2. 人は無傷、建物被害軽微、継続使用可

3. 命は助かる、建物は小～中破、継続使用可

4. 命は助かる、建物は大破、継続使用不可

そうすると、1.と 4.が各 1 名、残りを 2.と 3.が二分した。つまり、彼らのほとんどは建物が継

続使用できない被害レベルを安全だとはとらえていないのである。前年に同じ質問を約 30 名の一

般市民にした時はみごとに四分した。これらの結果から、人々の「安全」に対する捉え方はさまざ

まで、少なくともその多くは法が規定する最低基準レベルの耐震性能を「安全」だとは捉えておら

ず、「建物継続使用」が安全と判断する前提条件だということがわかる。

日本国憲法は第 29 条で国民の「財産権」を保障しているが、想定外はおろか、想定し得る自然

災害でも建物継続使用ができずに簡単に都市機能が失われてしまうとすれば、第 2 項に示されてい

る「公共の福祉」の意味を考え直す時期に来ているように思う。

一方で、構造技術者は自然外力の大きさがわからなくても設計しないといけないジレンマをつね

に抱えている。ただ、わからないからと言って法で定められた外力で仕様に沿った設計をしてしま

うと、建物の性能はいつまでも最低基準のままだ。建物の耐震化は、都市の脆弱化を回避するため

の有効な手段のひとつではあるが、それだけでは多くの人が考える「安全」を具現化するには不十

分である。

航空機の分野では、万一機体の一部に障害が生じても安全性を維持し続ける、フォールトトレラ

ンス（Fault Tolerance）と呼ばれる考え方が主流である。これは事故やミスが起きる前提に立つ

フェイルセーフとは異なり、そもそも事故を発生させないという意味で、その発想の立ち位置が根

本的に異なる。建築の分野においても、大地震時に想定を上回る外力が作用しても二重三重の安全

性を付加し、建物として機能し続けるような、フォールトトレラント設計ならぬハザードトレラン

ト設計（Hazard Tolerant Design）を目指すべきである。そうして初めて、人々が考える「安全」

が担保されると考える。
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外力は確定値ではない 

2018 年 6 月に大阪府北部地震（最大震度 6 弱）、9 月に北海道胆振東部地震（最大震度 7）が発

生し、ブロック塀の倒壊、土砂崩れ、液状化現象やインフラの被害が出た。また、9 月に近畿地方

を縦断した台風 21 号は 25 年ぶりに「非常に強い」勢力で西日本に上陸し、各地で暴風と高潮に

より大きな被害を出した。このうち、ブロック塀の倒壊や液状化による家屋の傾斜などは、本来や

るべき方策を講じていたら被害が生じなかったという意味で「人災」や「事故」と呼ぶべきもので

ある。これに関しては、やらなかった主体に責任がある。

日本が地震活動期に入り大地震が起きるとか、地球温暖化の影響で台風が大型化しているといっ

た話も新聞報道等で目にするが、構造技術者が忘れてはならないのは、法で定められている地震や

風の外力は確定値ではないということである。基準風速にしても、26～63 年間にわたる全国 149
の気象官署のデータ(1)から推定したものに過ぎない。この先、猛烈な台風の襲来回数が増えると、

各地の基準風速が大きくなるのは当然の話である。地震荷重や雪荷重にしても同様であるが、この

ことを構造技術者が認識しているかどうかの差は大きく、将来的に大量の既存不適格建築物を生み

出すリスクを抱えている。

合理性が余裕度を奪う 

たとえば、平成 12 年に建築基準法が改正され新しい風荷重算定式に変わった。それまでは全国

一律で建物高さ h だけの関数式（√(60h)など）が用いられていたが、確率・統計的手法により基

準風速（50 年再現期待値）が各地で定められ、合理的な算定式になった。ところが、改正前後の

骨組み設計用風荷重の比較をすると、たとえば都市周辺部（地表面粗度区分Ⅲ）では、20～30%
風荷重が減る。設計用風荷重の大きさだけで言うと、平成 12 年以降、脆弱な建物を設計し、世の

中に生み出しているとも解釈できる。幸い、ほとんどの建物は地震荷重で部材が決まることが多い

から問題が顕在化するまでにはなっていないが、それにしてもこのまま放置してよいはずがない。 
合理的な評価方法そのものは否定しない。しかし、結果として風荷重値が従来に比べて小さくな

ったにもかかわらず、得られた風荷重が確定値でないことに対してそれを使う側（構造技術者）が

気にも留めていないことに問題がある。さらに言えば、供用期間 50 年の建物が基準風速を上回る

風に遭遇する確率は 63%、500 年再現期待値でも 10%の超過確率になる。決して基準風速以上の

風が吹かないという意味ではない。ところが、それを誤解している構造技術者は多い。

住宅などの低層建物の場合、比較的風荷重の値は小さい。大阪市内に建つ高さ 10m の戸建住宅

の設計用風荷重を瞬間最大風速に換算すると約 47m/sec である。一方で、台風 21 号では関空島で

瞬間最大風速 58.1 m/sec、和歌山市で 57.4m/ sec、大阪市内でも 47.4m/sec を記録(2)した。これで

も法を満たしているから安全だと言い切れるだろうか。人々がそれで納得するとは到底思えない。 

「処置」から「予防」への転換 

旧耐震建物の耐震診断をすると、柱がせん断破壊や圧壊する危険性があり、補強が必要になる事

例が多い。耐震補強された建物が大地震にも耐えたという報告もあり、国が推し進めている建築物

の耐震化は一定の成果を得ている。とくに SRF 工法はその経済性、施工性、補強後の効果や建物

使用性などから広く採用されている。耐震補強に有効な工法であることは数々の実験や実際の地震

被害調査から実証されている。

しかし、想定外の地震が今後かなりの確率で発生し得るであろうこと、さらに世間一般が求める

耐震性能レベル（継続使用可）を考えると、補強という単なる「処置」ではなく、新築建物にも「予

防」として使う考え方があっても良いのではないかと考える。建築材料という点で建築基準法上の
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壁があったとしても、「付加」するなら問題ないはずで、それは想定外の地震に対して絶対に柱を

壊さないという構造技術者の強い意思表示でもある。

自分に今できる「予防」 

5 年ほど前から免震体験車を大学に派遣してもらい、大学の授業の一コマを使って 45 名の 3 回

生たちに耐震構造、免震構造の揺れ方の違いを体感してもらう試みをしている。地道な宣教師的活

動である。毎年、兵庫県南部地震や東北地方太平洋沖地震、熊本地震をシミュレーションした揺れ

を体感し、その後体感レポートを書かせている。ほとんどの学生は一様に「将来、絶対免震に住み

たい！」と感想を述べているが、中には「地震への備え、食料のストック、日常袋の常備が必要」

「自分でできる防災対策の必要性を感じた」「防災で一番の課題は人々の意識だ」「家族から阪神大

震災の被害の様子を聞かされていた」などと真剣に想いを綴っている者もいる。

 頭で覚えたことはすぐに忘れるが、身体で覚えたことは忘れない。幸か不幸か、学生たちは阪神

淡路大震災を知らない世代になっている。彼らに一度大地震の揺れを体感させておけば、いざとい

う時に冷静に対処してくれるだろう。構造設計以外で私が今できる「予防」は、これからの日本を

背負う若い世代に防災意識を植え付け実践させることである。彼らの意識を変えるだけでも、その

子供たちへと受け継がれ、自然災害は減ると信じている。

1/20 の世界から社会全体へ 

自然災害は地震だけでなく、台風、豪雪、ゲリラ豪雨など多様化し、その被害も甚大化しつつあ

る。過去の大地震による死者の死因を見ても、関東大震災では焼死、阪神大震災では圧死、東日本

大震災では津波がその 9 割を占めていて、発生した時代や地域、時間帯によっても変わる。その時

に災害低減のカギを握るのは構造技術者だけではない。警察、消防、専門家から一般市民まで多く

の人の判断、対応が被害の程度を左右する。少なくとも震災直後は、専門家としてではなく、一般

市民として近所の被災者の救護にあたるなどの対応を余儀なくされる。いわば総力戦で、アドリブ

力を身につけて、それぞれがその持ち場でできることを考え実践するしかない。

小塚一宏教授（愛知工科大学）の研究 (3)によると、歩きスマホの視界が通常歩行時に比べて約

1/20 になるそうである。また、歩きスマホの 1500 人が渋谷のスクランブル交差点を一斉に渡るシ

ミュレーション結果(4)によると、衝突 446 件、転倒 103 件、スマホ落下 21 件で、青信号の間に無

事渡れたのが 547 人だったと報告されている。通常なら何の困難も伴わない行動を視野の狭さが

阻害していることは間違いないが、これと同じことが建築の世界でも起きているように思う。

PC のモニタに向かって構造計算や CAD に夢中になるあまり、ちょっと考えればおかしいとわ

かることでも気づかなくなる。モニタから視線をはずさなければ、視野はあいかわらず 1/20 のま

まである。マニュアルに頼らず社会全体に視野を広げ、ハザードトレラント設計によって良心の感

じられる建築を社会に提供していくことが「脆弱性」予防への糸口になると考えている。 
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