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地震や地震にともなう津波、地割れなどは自然現象である。自然現象は防げないが、自然現象によって人間や社会

に被害がおよぶ震災は、すべてなんらかの人為的な要因があるとも言える。人為的要因を技術的な面に絞ると、技術

が未熟で自然現象への対応能力が不十分なケースと、技術は存在するがその技術が社会に普及していないというケー

スの２つに分けられる。本稿では人為的要因のなかで、過去の震災の教訓を十分に生かし切れていないという側面に

注目する。過去の震災で顕在化した課題について、専門家が必ずしも十分に対応できていなかったことや、最新の知

見や技術を社会に十分普及させていないというコミュニケーションの問題について述べる。これらの要因によって同

様な震災が繰り返されたことや、今後の地震で震災が懸念されることについて紹介する。 
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１．はじめに 

地震や地震にともなう津波、地割れなどは自然現象で

ある。自然現象は防げないが、自然現象によって人間や

社会に被害がおよぶ震災は、すべてなんらかの人為的な

要因があるとも言える。人為的要因の内容を考えて見る

と、人間や社会の活動が従来活動してきた範囲を超えて

広がってきたこと、すなわち都市への人口集中と過密や、

埋立地や山裾などへの生活範囲の拡大などがある。耐震

性能が実際の地震で検証されていない高層ビル、高速道

路、鉄道などが新たに建設されてきたこと、地震対策が

不十分な時代につくられた建物や町がまだ多く残さてい

ることもあるだろう。 

人為的要因を技術的な面に絞ると、技術が未熟で自然

現象への対応能力が不十分なケースと、技術は存在する

がその技術が社会に普及していないというケースの２つ

に分けられる。過去の大きな地震のたびに震災がおこり、

その教訓にもとづいて未熟な技術については当該技術分

野の研究者、技術者などの専門家が技術の向上に努めて

来た。その結果、ここ５０年ほどの間に震災防止技術は

かなりの程度整備されてきた。一方、技術や知見は存在

するがそれが社会に普及していなかったり周知されてい

なかったりするために生じた震災も少なからず見られる。

最新の技術や知見を社会に普及し、震災軽減に努めるの

も専門家の責務である。震災の教訓にもとづき必要な準

備を社会に浸透させるには、受け取り側の市民にアクシ

ョンを起こさせるものでなくては役に立たない。それが

なかなか難しい。 

本稿では人為的要因のなかで、過去の震災の教訓を十

分に生かし切れていないという側面に注目する。過去の

震災で顕在化した課題について、専門家が必ずしも十分

に対応できていなかったことや、最新の知見や技術を社

会に十分普及させていないというコミュニケーションの

問題について述べる。これらの要因によって同様な震災

が繰り返されたことや、今後の地震で震災が懸念される

ことについて紹介する。 

 

２．過去の震災の教訓と専門家の対応 

 

2.1建物の地震被害と耐震設計技術の開発 

・鉄筋コンクリート構造の耐震技術の開発と新耐震設計

法 

1995 年兵庫県南部地震によって大規模地震災害が発

生し建物被害（損壊・焼損計）は住宅約 52万棟、非住宅

約 5,800棟にのぼった。1923年関東地震以来はじめて巨

大都市をおそった地震であり、1950年に建築基準法が施

行された以後に建設された多くの建物の耐震性能が試さ

れた。非住宅の被害は現行の建築基準法・同施行令が改

正された 1981年以前の建物に多く、基準法改正前後で建

物の耐震性に大きな差のあることが判明した。 

建物の耐震性にかかわる基準としては、1950年市街地

建築物法の廃止と建築基準法施行（旧耐震）で許容応力

度設計における地震力を水平震度 0.2に規定された。そ

の後、1968 年十勝沖地震が発生し、昭和 30 年代後半か

ら建てられ始めた比較的新しい鉄筋コンクリート造の公

共建築物の被害が特徴的だった。そのため官―学―産を

あげて鉄筋コンクリート構造の耐震設計方法開発の取り

組みが行われた。その成果の第一フェーズとして 1971

年建築基準法施行令が改正され、十勝沖地震の被害を踏

まえて鉄筋コンクリート造の帯筋の基準が強化された。

第二フェーズとして 1981 年に建築基準法施行令が改正

され、いわゆる新耐震設計法が規定されて一次設計、二

次設計の概念が導入された。 
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図１ 1968 年十勝沖地震での鉄筋コンクリート造倒壊を契

機に、官学産をあげて鉄筋コンクリート造建物の耐震技術

の開発が行われた 

阪神淡路大震災において、旧耐震ビルの被害の大きさ

にくらべて、新耐震ビルはおおむね被害は限定的であっ

たことから、開発された新耐震設計法の大筋の妥当性が

検証された。十勝沖地震以後の関連分野の専門家の活動

が震災の軽減に結びついた成果といえよう。 

・免震技術の普及 

免震建物としては 1983 年に建設された八千代台免震

住宅がわが国初ものであるが、その後必ずしも大々的に

普及するわけではなかった。1995年阪神淡路大震災は現

代の巨大都市を直撃した初の地震災害だと言えるだろう。

一般の建築物もさることながら災害時の拠点となるべき

市庁舎、病院なども大きな被害を受けた。この地震で神

戸に建つ 2棟の免震建物が無被害だったこともあり、そ

の後、急速に免震建物の普及が進んだ。とくに病院、集

合住宅への適用が増え、これまでにビルで 4100棟、戸建

て住宅で 4000軒ほどが建設されている。免震構造適用の

成果はその後の地震で実証されている。2007年新潟県中

越地震では、小千谷市にある総合病院本館が被災したも

のの、同じ敷地内にあった免震構造の老人福祉施設が無

傷で残り、入居者の生活を守るとともに病院の入院患者

を避難させることができた。東日本大震災では、津波で

多くの犠牲者が出た中で、免震構造の石巻赤十字病院は

機能が停止することなく多くの命を救うことができた。 

これら建物の耐震構造の分野では震災の教訓が技術開

発に結びつき、その後の震災の軽減にうまくつながった

ケースと言えるだろう。 

 

2.2 古い木造住宅と木造密集地の課題 

・木造も新耐震設計による新しいものは健全だった 

1995 年兵庫県南部地震における住宅の被害は約 52 万

棟で、木造密集地を中心とした古い木造住宅の倒壊が多

く、犠牲者のほとんどは倒壊家屋が原因であった。一方、

建築基準法が改正された 1981 年以降の新耐震設計によ

る木造住宅には被害が少なかったことが報告されている。

木造住宅についても改正された建築基準法の有効性が検

証されたと言える。 

・まだ残る古い木造住宅や木造密集地の課題 

しかし古い木造住宅や木造の密集したいわゆる木造密

集地はまだ多く残っている。2016年熊本地震でも古い木

造住宅に倒壊が集中し、犠牲者 50人のうち 37人は家屋

の倒壊によるものと言われている。 

首都直下地震等による東京の被害想定（2012年）でも、

多くの古い木造住宅の倒壊と木造密集地における大規模

な火災の発生が想定されている。木造密集地の震災の軽

減のために、東京では「木密地域不燃化 10年プロジェク

ト」が 2012年から実施されている。特に甚大な被害が想

定される整備地域（約 7,000ha）、28 地域を対象に、10

年間に重点的・集中的な取組を実施し、木密地域におけ

る地震火災軽減のための改善がはかられている。しかし、

古い木造住宅の改良や、木造密集地の課題の解決は容易

には進まない。改善が進む前に首都（圏）直下地震が起

きたとすると、過去の震災と同様な古い木造住宅や木造

密集地での被害が繰り返されるのではないかと懸念され

る。 

・木造密集地の課題の解決は多面的に考える必要がある 

新しい設計基準の施行や木密地域不燃化 10 年プロジ

ェクトが行われても、古い木造住宅の所有者や木密地域

の住民が行動を起こさなければ、課題の解決は進まない。

所有者の経済上の理由や、高齢の居住者はいまさら建替

えや住み替えを希望しないという生活プラン上の意向も

あるだろう。不燃化のための再開発や道路拡幅のための

合意形成や移転には時間がかかる。公共による経済面か

らのサポートとともに、我々専門家としても市民が危機

感を自分事として意識し、自衛策をとるための広報活動

の工夫を考える必要がある。 

 

 

図２ 木造密集地は木造住宅の耐震性の問題や火災の危

険性もあるが、地域コミュニティの連携や、街並みの風情

が残っている大切な環境でもある 

また、木造密集地の改善というと再開発による高層マ

ンションの建設（月島、武蔵小山など）や、道路拡幅と
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住宅の不燃化（京島など）などが主な手段になるが、こ

のような改善策の副作用として既存コミュニティの消滅、

新旧住民の断絶、界隈性の喪失などが生じる場合がある。

災害の防止は最優先の課題であるが、街並みの風情やコ

ミュニティの維持との両立についても、容易ではないが、

専門家としては都市、建築の文脈であわせて考えていき

たいものである。 

 

2.3 地盤災害 

・地盤の液状化 

1964 年新潟地震で中層アパートが大きく傾斜したこ

とが世間の注目を浴び、地盤の液状化が社会に知られる

こととなった。また液状化にともなう地盤の側方流動と

いう現象の存在が確認された。信濃川に向かって地盤が

移動して川幅が変化し、近傍では土地の広さや境界が変

わったところもある。1995年兵庫県南部地震でも埋立地

を中心に広範囲に液状化が発生した。当時、筆者は液状

化とその対策について研究していた。そのため地震後に

阪神地区を訪れ、液状化の状況と基礎の被害について調

査した。ポートアイランドなどの埋立地では液状化が発

生して住宅が傾いた事例も多くみられた。液状化地盤で

は破壊的な揺れが軽減される傾向もあるので、建物の倒

壊などによる人的被害にはつながっていない。しかし、

液状化による住宅の傾斜や沈下は所有者にとっての大き

な物的損失であり社会問題であるといえる。 

しかし、その後の住宅の立地選択において、液状化の

可能性が購入者によって十分に考慮される仕組みになっ

ているとは言えない。2011年東日本大震災で東京周辺の

埋立地の住宅で同様な液状化による住宅の被害が発生し

ている。傾斜や沈下の補正などの復旧は進んだが、次の

地震に備えた対策については費用の関係などで必ずしも

進捗していない。 

住宅地の選択において敷地の液状化の可能性や、液状

化でどんな現象や被害が起こるのかが購入者に周知され

ていなかったのではないか。どのような規模の地震でそ

の地盤が液状化するのか、そこに立地する住宅がどのよ

うな被害を受けるのかは、必ずしも正確に予測はできな

い。しかし、当該地盤の特性や立地エリアの過去の液状

化履歴などから、検討している敷地に液状化の可能性が

あるかどうかはおおよそ分かる。専門家、とくに住宅の

供給者はこれらの明らかになっている事項を購入者に伝

え、購入者の判断の一助とするべきであろう。 

首都直下地震等による東京の被害想定（2012年）でも、

東京２３区の東側部分や東京湾岸地域で液状化が発生す

ると予測されている。もし東京や周辺の直下で大規模な

地震が発生すれば、2011年東日本大震災の時より相当広

い地域で液状化が起こり、住宅などの被害が発生するだ

ろう。しかし、すでに建っている住宅の液状化対策を行

うのは技術的に容易ではないし、住宅の所有者がいつ来

るかわからない地震に備えて、液状化対策のための投資

をするとは考えにくい。液状化では住宅の倒壊や人的被

害ということはなく、建物の物的損失に留まるのがせめ

てもの救いである。すでに建っている住宅の住人には液

状化の可能性があることを認識してもらい、これから居

住地を求める人には液状化の可能性があることを伝え判

断の一助とすることが必要ではないだろか。 

 

図３ 2011年東日本大震災における液状化で沈下、傾斜が

起こった住宅地．船原英樹氏撮影 

・基礎構造の被害を反映した基礎形式の選択 

筆者が 1995年兵庫県南部地震後に阪神地区を訪れ、液

状化や基礎の被害について調査したなかで、もうひとつ

実感したことがある。杭基礎の被害では既製コンクリー

ト杭の被害が顕著であり脆性的な破壊が特徴的であった。

一方、場所打ちコンクリート杭や鋼管杭については、地

盤が側方流動で大きく変形した場所を含めて、支持力を

失うほどの被害は見受けられなかった。杭についても上

部構造と同様にねばり「靭性」が重要だということを実

感した。 

しかし、その後の建設プロジェクトでの杭工法の選択

においては、設計基準で許される範囲において場所打ち

コンクリート杭か既成コンクリート杭のうち安価な工法

が選定されるのが常であった。既製コンクリート杭はさ

らなる高強度化が行われ、より大きな支持力が許容され

るようになった。靭性を付与するために鋼管で補強し改

良されたものも開発されたが、高価格となるためそれほ

ど一般的とはなっていない。専門分野の技術者としては

設計基準で許された範囲なら良しとするのではなく、工

費や工期などの許容範囲を大きく超えないという制約は

あるものの、震災を軽減するのにより性能が良いと分か

っている技術を提案していきたいものである。 

 

2.4 その他の教訓と対応 

以上は筆者が直接かかわってきた分野であるが、その

他にも過去の地震の教訓を生かして震災の軽減がはから

れている分野について以下にコメントする。 

・天井の耐震性 

天井落下の被害は 1995 年兵庫県南部地震でも発生が
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報告されているが、建物本体の被害の大きさに埋没して

天井など二次部材の問題が十分検討されなかった面があ

る。震災の教訓がただちに専門家の技術的な対応に結び

つかなかったと言えるだろう。その後も 2001年芸予地震、

2003年十勝沖地震、2004年新潟県中越地震でも天井落下

が報告されているが、設計施工技術の改善に向けた大き

な動きにはつながらなかった。 

2011年東日本大震災では天井落下が多数発生し、天井

の耐震性の問題が社会と関連技術コミュニティから注目

されることになった。日本建築学会に非構造材の安全性

評価及び落下事故防止に関する特別調査委員会が設置さ

れ、その成果として「天井等の非構造材の落下事故防止

ガイドライン」が発行されるに至った。1995年阪神淡路

大震災の後にこのような取り組みが行われていればさら

によかったが、結果として専門家の努力によって震災の

教訓を生かして耐震設計、施工方法が開発されたと言え

る。 

・津波による被害の軽減 

2011 年東日本大震災では津波によって甚大な被害が

発生した。津波による災害の要因のなかに津波に関する

基本的な知識、過去の事例、発生時の避難の方法など災

害防止に必要な知識が市民に伝えられていなかったこと

が挙げられるだろう。岩手県大船渡市三陸町綾里では

1896 年明治三陸津波および 1933 年昭和三陸津波で被災

し、住民は一旦高台へ集団移転し、海岸沿いの場所は居

住制限された。しかしその後、漁業への従事者が多いな

ど生活上の利便性を優先させて徐々に低地への居住再開

が行われ、東日本大震災で再び被災することになってし

まった。 

津波は地震と違って突然、未知の場所で発生するわけ

ではない。過去の津波の履歴と地形からある程度来襲す

る場所の想定は可能だし、大地震が発生してしばらく後

に到達するという時間的な余裕もある。過去の事例や教

訓を伝え、万一の場合の避難の道筋などを事前に想定し

ておくことが有効だ。東日本大震災の後ハード的ソフト

的な対応が行われ、災害のリスクは緩和されているが、

いずれ時間とともに危機意識が風化することが懸念され

る。また、南海トラフ沿いの大地震とその後の津波が想

定されている地域で、震災を経験した東北と同じレベル

の危機感を持った対策がとられているかどうかも不安で

ある。危機感を市民に自分事として意識して自衛策をと

ってもらうための広報活動の努力がさらに必要ではない

だろうか。 

・ブロック塀の崩壊による被害の軽減 

1978年宮城県沖地震でコンクリートブロック塀の倒

壊による死亡事故 18件が発生し、この問題が注目を浴び

た。これを契機に設計基準なども整備された。しかし法

改正前に設けた塀に改修の義務がないことや、住民が自

分で塀を設けているケースもあり、危険なブロック塀が

放置されているものも多い。最近の地震でみても 2016

年熊本地震、2018年大阪北部地震でブロック塀が倒れて

死傷者が出ている。また、首都直下地震等による東京の

被害想定（2012年）でも、ブロック塀等に起因する最大

103人にのぼる被害が計上されている。明らかになって

いる震災の危険が手つかずになっている事例といえるだ

ろう。大阪北部地震でこの問題に対する意識の高まって

いるうちに全国レベルで対策を進めたいものである。 

 

3. 震災の経験をどう社会に伝え、今後の震災軽減に生か

すか 

3.1 建物の耐震性能公表における問題 

1981 年以前の旧耐震基準で建築された建物で、 特定

緊急輸送道路の沿道の建築物と、不特定多数の方や、避

難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物には耐

震診断が義務付けられている。自治体では耐震診断の結

果を 2017年頃から公表している。耐震診断の結果は構造

耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価として、 

Ⅰ.大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は

崩壊する危険性が高い 

Ⅱ.大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は

崩壊する危険性がある 

Ⅲ.大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は

崩壊する危険性が低い 

と三段階に定義されている。各自治体から公表される診

断結果の様式はおおよそ図４のようになっている。各建

物の安全性の評価Ⅰ、Ⅱ、Ⅲが明記されていれば、市民

にも耐震診断結果が理解でき、耐震性能の低い建物はな

るべく利用しなしないなど、震災を免れるための自衛の

途がある。 

しかし実際に公表された結果を見ると、肝心の安全性

の評価Ⅰ、Ⅱ、Ⅲが明記されているのは東京都など非常

に限られている。ほとんどの自治体の公表では安全性の

評価Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを記載する蘭がなく、「構造耐力上主要な

部分の地震に対する安全性の評価結果」の蘭に数式が記

載されているだけである。これでは専門家でない一般の

市民が公表された表を見て、どの建物が安全なのか危険

なのかが理解できない。各建物の安全性は評価Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲの形で明確に分かっているのに、それをことさら公表

しないという状態である。また一部の自治体では建物所

有者の営業への影響に配慮して公表を控える姿勢をとっ

ていると言われている（2017年 5月現在）。 

もし大規模な地震が発生して、安全性の評価が低いこ

とが判明しながら供用されていた建物の損傷で人的被害

が出たとすると、それは人為的要因による震災といえる

だろう。専門家としてはこのような不備な公表であるこ

とを社会に知らせ、社会の要望として安全性の評価Ⅰ、

Ⅱ、Ⅲの公表を求める事や、市民にこのような耐震性能

の公表があることを周知し、自身の身の安全の確保に生

かしてもらうように努めたいものである。 
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図４ 自治体による耐震診断結果公表の様式. 東京都など一部の自治体を除いて、肝心の「安全性の評価Ⅰ,Ⅱ,Ⅲが記載

されていない 

3.2 耐震性に問題のある木造住宅についてどう利用者に

伝えるか 

1995 年阪神淡路大震災では木造家屋の倒壊によって、

下敷きになって犠牲になった人も多かった。特に 1階で

就寝中に被災した人が多かった。2 階建て木造住宅の場

合、1 階が潰れるケースが多く、建物が倒壊しても 2 階

の場合は犠牲になることは少なかった。また、神戸市灘

区などで木造アパートに住んでいた学生が、倒壊したア

パートの下敷きになったケースも多いとみられている。

同様な被害が 2016年熊本地震でも繰り返され、学生向け

のアパートの倒壊で３人が犠牲になった。 

賃貸住宅の選択にあたり、建物の耐震性、地震被害の

危険性という観点がユーザーに伝えられる仕組みになっ

ていなかった。また１階が危険だという情報も十分に伝

わっていないのではないか。震災の教訓が社会に浸透せ

ずに、同じ災害が繰り返されたといえる。耐震性に問題

があると分かれば、ユーザー側としてはそのアパートを

借りないという選択ができるので、このような情報を知

っていれば災害の危険性を軽減することはそれほど難し

くない。 

 

図５ 古い木造アパートなどでは大きな地震の揺れで倒壊

の可能性があること、特に一階がつぶれる事例が多いとい

うことを居住者や居住を検討している人に周知する必要が

あるのではないか 

不特定多数の人に向けて情報を発信できるメディアと

しては、書籍や雑誌等の刊行物、テレビ・ラジオ等の放

送の他、最近ではインターネット上のメディアが多く利

用されている。住宅の耐震安全情報について、不動産情

報サイトの検索覧に記載する方法も有効かもしれない。

民間の不動産仲介サイトで耐震に関わる設計年度、耐震

補強の有無、耐震等級などで検索できるようにすること

も有効ではないだろうか。 

 

3.3  市民に震災軽減に必要な情報を伝えるには 

・市民の考え方や行動パターンを専門家が理解する必要

がある 

建築や都市にかかわる市民へのアンケート調査結果に

よれば、街の景観や交流・コミュニティに関心を持つ人

が 16％なのに対し、地震に関心を持つ人は 50％もいるな

ど、市民の防災意識は相対的には高いと言える。また、

阪神淡路大震災直後の首都圏の団地における座談会にお

いては、住民は建物が倒壊することを最も恐れているほ

か、「新耐震でないが大丈夫か」、「液状化は起こるか」、

「火災のときどうなる」、「津波は大丈夫か」などの懸念

が提起され、市民の関心の高さと傾向が窺えた。 

一方、専門家の持つ定量的情報と市民の持つ印象との

乖離があり，耐震等級などの耐震性を表す指標が市民に

正しく理解されていないと思われる場合がある。たとえ

ば、国で定める大地震に対して、人命確保を目標として

設計するのか、地震後の機能確保まで求めるのかに関し

て、専門家と市民の間に理解の相違がある。 

また市民の問題意識、危機感は一過性になりがちで、

根拠のない安心感を持ちがちである。心理学用語で「正

常化の偏見」と呼ばれる「起こって欲しくないことは起

こらない」と思いたがる習性がいたるところに見られる。

地震災害の懸念が高い県ですら市民の防災意識は必ずし

も高まっておらず、地震の話にはやや辟易しているとい

う傾向もあって防災担当者を悩ませているという。市民

には「専門家にまかせたい、結論だけ知りたい」という

傾向もある。たとえ防災に対する一般的な関心が高かっ

たとしても、それをどうやって適切な行動へと結びつけ

ていくかが課題である。 
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・専門家側にもコミュニケーション教育が必要 

耐震性能にについて建物のオーナー・ユーザー、また

一般市民に技術者自身が説明できるようにするため、リ

スクコミュニケーション手法についての素養を養ってお

くのも有効だろう。そのため次のような活動が考えられ

る： 

 専門教育におけるリスクコミュニケーションに

関する実習の導入 

 構造設計者に対するリスクコミュニケーション

講習 

 リスクコミュニケーションに関する対話事例の

公開 

・市民に理解しやすい資料の作成と情報提供 

一般市民は、情報過多になると消化不良を起こすので、

情報提供をする時には、伝えるべき内容をわかりやすく

簡潔に伝えるよう努めることも必要だろう。建物所有者

や利用者の関心が高い性能表示項目として、修復時間や

修復費用、それらに基づく地震後の生活の不具合が挙げ

られる。表示方法としては、地震直後から地震後数ヶ月

までの期間を対象に、地震後生じるシナリオについて画

像等を用いて表示することが有用である。その際に重要

なことは、それらの画像情報が工学的根拠に基づく信頼

性を有することである。そのために、地震後の被災調査

で収集されている損傷情報とそれによって建物利害関係

者が地震後受けた不具合についての情報とを融合するこ

とで、より有用な耐震性能表示が可能になるだろう。 

しかし地震発生前の時点では、市民側の切迫感や当事

者意識が薄く情報収集意欲も大きくないため、耐震性能

の説明等を行ってもあまり真剣に聞いてもらえない。そ

のため、地震発生前においては，建物の購入や賃貸契約

のタイミングで自宅の耐震性能と周辺の地震リスクや、

安心を得るための保険などに関する情報を提供し、地震

後には迅速で的確な被災調査を行い、機能確保や修復費

用等についてのより正確で妥当な情報を提供することが，

耐震にかかわる情報を生かす上で効果的と思われる。 

防耐火の分野では専門家が構成するＮＰＯが、高齢者

施設における火災安全性チェックのための技術シートを

作成し、該当する施設を訪問して安全性確保のための啓

発活動を行っている。この例に見られるように専門家が

一般市民に理解できるように記述した技術資料を作成し、

技術の普及活動を行うことが大切である。 

 

４．まとめ 

過去の地震被害から明らかになっている事項や、技術

的に明らかになっている知見を将来の地震のおける災害

防止に生かすことは当該分野の技術者や関連の専門家の

使命である。その使命を十分に果たしていない結果とし

ておこる震災は、人為的要因による震災と言えるのでは

ないか。我々技術者は未解明の課題に取り組むとともに、

明らかになった事項を災害防止のために最大限に生かす

必要がある。社会や行政などに対するべき論や一般論は

専門家のとるべき態度とは言えない。専門家として技術

的な開発と知見の普及を通じて、市民の減災に向けた具

体的なアクションを推進する必要がある。このような人

為的要因による震災の防止･軽減に向けて専門家側のと

って来た対応やとるべき対応をまとめると次の事項があ

げられる： 

 地震被害の教訓を生かして不足している耐震技術の

開発に努力するのが第一であろう。1968 年十勝沖地

震における鉄筋コンクリート構造の公共建築物の被

害を反映してＲＣ構造の耐震技術が開発され、2011

年東日本大震災の天井落下被害を反映して天井の耐

震技術が開発されるなどの成果をあげている。未解

決の問題として古い木造住宅や木造密集地の課題が

残されている。所有者の事情、コミュニティの維持、

街並みの風情なども含めて多面的な観点から震災軽

減のための方策を考えていきたいものである。 

 専門分野では明らかになっている防災上で有益な情

報を市民に伝え社会に普及する努力をするのも専門

家の責務であろう。ブロック塀倒壊による人的被害

の危険性、地盤の液状化による住宅の被害、津波発

生の可能性と避難方法などにおいて、知見の周知は

必ずしも十分とは言えない。市民が住宅や住宅地を

選択する際に必ずチェックすべきことや、毎日の生

活で心がけてもらいたいことを知ってもらうのも重

要な役割である。 

 市民が震災への危機感を自分事として意識し、自衛

策をとるための広報活動のためには、市民の考え方

や行動パターンを専門家が理解する必要がある。

市民の防災意識は一過性に終わりがちであり、また、

起こって欲しくないことは起こらないと思いたがる

習性がある。専門家としては社会科学の専門家など

とも協力して、これらの課題を打破して市民が自主

的に防災対策をとる途を考えていきたい。 
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