
技術者の倫理
Ethic of Engineers

建築学部・まちづくり学科

第１０回：建物・都市の安全と倫理

久田嘉章

2019年12月7日 首都直下地震：NHKパラレル東京
「30年70%の確率！ 東京は炎上・壊滅！？」

⇒ 最悪想定は防災・危機管理担当・報道関係者には有効、一般市民は絶望？
30年70%確率とは無関係、可能性が高いのは中小災害、対応は全く異なる

都心は群衆雪崩
下町低地は液状化

地震洪水

同時多発の延焼火
災

火災旋風

最大震度７の激しい揺
れ

講義の流れと位置づけ
ガイダンス・建築を取り巻く倫理問題

倫理とは何か。

技術者倫理の諸問題

技術者とは何だろうか。

企業と技術者（１）（２）

文化財と倫理

デザインと倫理

シックハウス問題から見た倫理

建物・都市の安全と倫理 ⇒ 主として構造、安全・安心分野

安全性の考え方

建築生産と倫理。

技術系公務員と倫理。

本講義で理解してほしい内容

建物、都市の安全、特に地震に対する安全を確保するために

建築・土木技術者が考えるべき倫理

⇒３つのことを理解する

①建物の耐震安全性を確保するために考えるべきこと

建物の設計から建設プロセスにおける不確定、あいまいな部分
を理解する

⇒不確定な部分が含まれているのを承知して、建物を建設する

⇒わからない部分を承知して。この時の判断基準が大切、個人
の価値観、倫理が作用、法令順守との関係、説明責任

⇒主に建築技術者

②都市の安全を確保するために考えること

都市の社会基盤を作る技術者

⇒主に土木技術者

③建築・土木に共通して持つべき技術者の倫理



建物・都市の安全と技術者の倫理
１．技術者倫理のおさらい

改めて技術、技術者とは？ 倫理とは？道徳とどう違う？

自分が考えている技術、倫理を再確認

法令順守のみ？

２．建物の安全とは(震災事例を見ながら考える）

自然災害（特に地震）から守る

個々の建物の安全⇒耐震安全性について

３．都市の安全とは

地域、町の安全、社会基盤を守る生命線（ライフライン）

４．建築技術者の責任と倫理

５．事例にみる建築技術者の倫理：

シティーコープ、耐震偽装事件、横浜マンション傾斜問題など

６．課題と考え方

１．技術者倫理のおさらい
改めて技術・技術者と倫理を考える

技術（Technology)とは？

米国エンジニアの技術者教育認定機関

ABET（The Accreditation Board for Engineering and Technology)
によると

『研学、経験、実務を通して獲得した数学的、科学的知識を応
用して、自ら判断を下しながら、人類の利益のために、自然の
力を経済的に活用する方法を見出す知的専門職業』と定義。

⇒人の役に立つための方法を考える手段

技術者(Engineer)とは？

この内容を実行できる専門能力を持ち、仕事に従事する者。

人類の様々な価値、安全、健康、福祉などへの判断が必要

倫理とは？
広辞苑によると

倫理とは、『人倫のみち、実際道徳の規範となる、原理。道徳』

⇒行為の善悪という価値を判断する基準の体系。

⇒社会で受け入れてもらえるかどうかを判断する拠り所。

国語辞典：倫理⇒人間関係や秩序を保持する道徳

道徳とは『人のふみ行うべき道。社会の成員の間で、相互の行
為の善悪を判断する基準として、一般に承認されている規範の
総体・・』

⇒社会で受け入れられる善悪の判断

個人の尺度でなく、社会の基本ルールであることが重要

Ethics is the science of conduct⇒行為の科学

善悪とは何か？⇒行為の善悪を判断する基準が大切

正義、不正とは何か？⇒個人の価値観に関係

日本建築学会が示す技術者（主に構造設計）
が持つべき倫理

１）順法性（コンプライアンス）

建築基準法等に示す法令を守り、設計に反映させる。

２）説明責任（アカウンタビリティ）

発注者、使用者に技術の内容をわかりやく説明する。

⇒情報開示、リスクコミュニケーション

３）真実の記述（トルースライティング）

設計図書や報告には真実を記述する。意図的なもの
でなく、知識の不足、ミスを防ぐ。
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２．建物の安全とは？
建物・都市を作る技術者の立場から倫理を考える

建物の安全とは、耐震安全性を例に考える
安全と安心の違いを理解する。

安全：科学的データに基づく客観的評価。無被害では
なく、許容できる限界以下であること

安心：個人の認識、価値観に基づく主観的評価であい
まい。とらえどころがない。安全に信頼が加わらないと
安心にならない

• 一般の人は安全、安心を区別せず、安全の概念で
ひとくくりにする⇒建物が安全というと安心して住み、
働く環境が確保されると思っている。

• この信頼の部分に倫理が関与

安全 信頼 安心＋

建物の安全を脅かすもの
対象とする範囲を限定して考える

⇒地震に対する安全、特に耐震安全性に限定して考える

建物の安全とは？建物の安全を脅かす脅威から守る。

建物の安全を脅かすもの（ハザード）；雨、風をしのぐ・・

建物の損壊をもたらすものと建物の機能を失わせるもの

⇒建物の安全だけでは不十分、必要な機能を確保する。

建物内で行う作業環境を整える。

自然災害：地震、台風、洪水、土砂崩れ、雷・・・・

人為的災害：テロによる爆破、航空機の落下、戦争・・・・

建物の安全を確保するための役割を担う技術者

⇒１建築士（34万8千人），２級建築士(73万7千人）、

管理建築士、構造設計１級建築士、設備設計１級建築士、１，２
級施工管理者・・ 耐震安全性に関与⇒主に構造技術者

構造設計者の職能と社会との関わり

• 建築基準法の枠組みを基本に、安全性と、使用性を
実現する大きな役割を持っているが、あまり表に出る
ことがなかった。耐震偽証事件をきっかけに、建築士
法が改正され、より重要な役割を担うことが明示。安
全であって当たり前が見直される。

• わかりにくい専門用語をわかりやすく翻訳し、市民に
説明。建設した建物が建物群が、人や環境を傷つけ
ないための、専門家としての倫理観が求められる。

• 課題⇒建築基準法では大地震時に建物が倒壊する
のを防止すればよい。機能維持や、財産価値は守ら
れないことがあり得る。設計の良し悪しは大地震まで
、検証できない。
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洪積層

断層

基盤

構造物の応答

沖積層

波動伝播

入力
地震動

震源

建物の応答特性（揺れやすさ）を決める様々な要因
（耐震設計を行う際、考えるべき主な要素）
⇒各々に大きなばらつきや不確定な部分が含まれる

低層～高層建物

土木構造物

震源特性①

波動伝搬特性②

地盤特性③

建物、地盤
相互作用④

建物応答⑤

どこに不明確な部分があるかを
理解して工学的判断をしていく



建物の最終的な応答特性（揺れやすさ）
を支配する主な要因

近接して建っている同じような建物が、一方だけ壊れて
いる原因は？

理論的には？

建物の応答R(t)=①×②×③×④×⑤

地盤の揺れの推定×建物と地盤の相互作用×建物自
身の応答特性

地盤の揺れ＝震源特性①×波動伝播特性②×表層地
盤特性③

建物の揺れ＝建物と地盤の相互作用④×建物自身の
応答特性⑤

不確定要素のばらつきの大きさは？
震源特性①(地震の起こり方）

最もばらつきが大きい。不確定な要素が最も多く含まれて
いる。

地震の発生メカニズムそのものが的確な推定ができない。

プレート同士のぶつかり合い⇒海洋型地震、ある程度の推
定が可能。誤差範囲は数十年？

内陸の活断層⇒数万年～数百万年の活動周期、どこまで
推定できる？誤算範囲は数百～数万年？

どの位の断層面が破壊するか？どの程度のずれるか。ど
の方向に破壊が進行するか？どのくらいの速さで破壊が
進行するか？・・・・不明な部分が多い

地震に関する研究の現状

• 地震の発生の仕方は、どこまでわかっているか？
①発生時期：難しい

海洋型プレート⇒ある程度の確率
内陸の活断層⇒ほとんど不可能

②場所：狭い範囲の特定は難しい。
海洋型⇒ある程度の地域の特定が可能
内陸⇒ほとんど不可能

③規模：ある程度推測可能

海洋型⇒信頼性は高いが、連動や規模の上限、タイプなどが
特定困難

内陸⇒ある範囲内での、推定が可能

• 地震現象が研究対象となったのは１５０年ほど前から。

• 研究のスタートは地球内部を調べる研究から、ヨーロッパで。そ
の後、米国、日本へ。日本での研究は１００年足らず⇒地震に
関する研究の歴史は非常に短い

波動伝搬特性②～建物の揺れ⑤

波動伝搬特性②（波の伝わり方）

地盤の揺れは、破壊の仕方によってさまざまな性質を持
つ波動を発生する。深い地盤中の波動は四方に広がる。
波の伝わり方は複雑。波の種類：P波、S波、表面波・・

表層地盤の特性③（建物周辺の揺れの変化）

建物周辺の地形、地盤の硬軟によって、波動は急に大
きくなったり、小さくなったりする。

建物と地盤の相互作用④（建物と地盤の力のやり取り）

地盤の硬軟、建物の底面積、高さ

建物の応答特性⑤(建物自身の揺れ方）

建物の振動性状、高さ、構造種別、架構形式
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2011年東北地方太平洋沖地震の教訓
地震活動の長期評価：固有地震から最大級を含む多様性ある地震へ

⇒地震は良く分からなかったことが良く分かった

2011年東北地方太平洋沖地震前の長期評価
（固有地震モデル）

地震調査研究推進本部：三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について、2009.3

1

2

3

4

5

6

7

8
東日本大震災以前

地震調査研究推進本部：「南海トラフの地震の長期評価について（2001、2013）」

海溝型巨大地震は固有地震
説により予測しやすいはず、だ
った・・・

2011年東北地方
太平洋沖地震

東日本大震災以後
全くの想定外だった超巨大地震（M9
地震）を受け、防災目的より最大級地
震も想定

南海トラフ巨大地震の長期評価の場合
「固有地震」から防災上の最大級地震を含む

「多様性ある地震」の評価へ→地震ハザード評価値の増大

首都圏で想定される大地震（複雑な震源像）

防災科学技術研究所：長周期地震動予測地図
作成支援事業（平成24年度 成果報告書）

相模トラフの震源モデルの例
S1（S1）：大正関東地震（Mw7.9）
S12（S1+S2)：元禄関東地震（Mw8.3）
ST123D（全て合計）：最大級地震（Mw8.6）

日本周辺のプレート構造（上）
関東直下のプレート構造断面（下）

活断層（立川断層など）

プレート境界型地震
（首都直下の深さ20～30kmに修正）

（関東・東海地震、
首都圏直下地震など）

大正関東地震
（M7.9） 元禄関東地震（M8.2）

相模トラフ最大級の地震
（M8.6）

フィリピン海プレート上面の等深度図

首都直下地震
（M7？）

プレート内地震

（都心南部直下地
震など） （内閣府 防災情報・

首都直下地震対策のHP報告書より）
⇒良く分からない首都直下地震の震源
特に影響の大きな１９地震を仮選定

想定首都直下地震
震源モデル（１９地震）

（2013年内閣府）



震災対策：首都直下地震の想定被害（2013年内閣府）

首都圏の大半６弱
区部は６強以上

都心南部直下地震の震度分布

都心南部直下地震

焼失棟数
冬・夕 風速8 m/s

最悪条件（冬・夕方・風速8 m/s）
・全壊・焼失棟数 61万棟、
・死者2.3万人、負傷者12.3万人

（重傷：2.4万人）、要救助者5.8万人

⇒次に来る可能性の高い地震ではない！

首都直下地震と1855年安政江戸地震の震度分布

都南部地震（M7.3）の推定震度（内閣府）
実際の地震でこのような分布にはならない
どこでも震度６の可能性があると解釈すべき
→「東京は火の海になるので耐震補強は無
駄」、「殆どの病院は被災、重症者は助から
ない」など、諦めてしまうのは最悪の選択 1855年安政江戸地震（M7）の震度分布

作成 中村 操 氏 http://www.bousai.go.jp/oshirase/h15/031222/2-3.pdf⇒ 被災レベルによる柔軟な対応必要

⇒ 公助は甚大災害地域へ、
他地域は自助・共助で対応可

都心南部直
下

地震（M7.3）

⇒ 中小被害（確率大）にも大災害（確率小）
にも柔軟に対応する必要あり

建物の安全について
建築基準法に求められる基準

品質

安全

環境面

経済面の配慮

法規制の順守

第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及
び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、
健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増
進に資することを目的とする。

技術者の行動規範

行動規範（善悪の判断基準）

倫理（すべきこと）

法規範（してはならないこと）

第三者により規定
（他律的）

自発的な行動
（自律的）

建築構造技術者に
求められるもの

技術の高度化
高い専門能力
技術的な知識と判断能力

法令順守だけではだめ
⇒マイナスをゼロに

ゼロをプラスに



人為的な要因は？⇒倫理に関与

原因は２つ⇒

①知識の不足による配慮不足

⇒やむを得ない？ 学協会等での知見の蓄積
（知らなかったでは、済まないこともある）

②知っているが、他の要因が作用して意図的に
違反行為を施す⇒

設計段階における偽装 施工段階における意
図的手抜き

これが技術者の倫理に違反
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耐震性能の評価は簡単でない

• 建物の安全を確保するには、建築基準法を守っ
ていればよいのか？

• 建築基準法は最低の基準

• 耐震設計に含まれる多くの要因を理解し、自分が
どのような基準に基づいて、設計を行っているか
を明確にする。

• 知見の蓄積や社会の変化により、社会的常識とし
ての最低基準は変化する。関連学協会の指針・
ガイドラインなど（コンセンサス）を常に確認する。

• 法令順守を超えて、安全性確保のための努力を
する。技術者の倫理が問題になる。

建物の建設プロセスの概略の流れ
企画 基本計画 基本設

計
実施設計 施

工
計
画

施
工
準
備

施工 引
き
渡し
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チェック項目とポイント例
企画
⇒関連法規・各種基準をリストアップしたか？
基本計画
⇒構造種別の選択はどのように？
⇒架構形状、システムはどのように？
⇒荷重、外力の設定は？
⇒地盤状況の把握は？
⇒仮定断面はどのように決めたか？
基本設計
⇒力の流れを確認したか？
⇒工法は決めたか？
⇒基礎・地業の選定は？
⇒コストスタディーは？



企画設計段階の全体計画が耐震性を左右

発注・企画設計担当の建築士の役割
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確認申請のためだけに構造設計を依頼
使い勝手・コスト・イメージを重視

バランスの悪い架構
無理をした梁・柱サイズ
平面・立体的に偏った壁配置

各プロセスにおける対応事例
設計・加工・施工段階での耐震性に対する責任

意匠設計・設備設計担当の建築士
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構造担当者と相談せずに階高設定・平面計画
無理を承知で配管設計

貫通穴・躯体埋設配管の大量発生

構造躯体の耐震性能を著しく損ねる

構造設計担当の建築士

耐震性能の低下を承知しながら、コストや作業性優先
おかしいと思いながらも、意匠担当の指示に従う

監理・管理担当の建築士（最後の砦）

書類作り・接客で忙しく、ほとんど現場を見ない
・個々の専門職に任せ、チェックを省略
・工期・コストで多少のことは目をつむる

３．都市の安全とは

個々の建物、施設、点と点をつなぐネットワーク、プラット
フォーム、基盤を作る。
線⇒鉄道、道路、橋梁、ライフライン設備（ガス、上下水道、
通信・・・
社会基盤：地中、地面、地上の３次元的な空間に張り巡ら
される。

土木技術者に求められるもの⇒課題③

• 建築、土木を問わず技術者としての倫理が問われる

• 公共の空間、不特定多数が集まる施設など、社会基
盤整備に関わる責任の重さ

• 公的機関からの公共工事として発注

• 建設費用には公的資金の投入される。国民の税金⇒
より厳しい技術者の倫理が問われる。

• 土木学会の倫理規定

• 人々の安全を守り、生活を豊かにする社会資本を建
設し、維持管理するために貢献。自然と人間を共生さ
せるための環境の創造と保存するため、技術を活用し

• 品位と名誉を重んじ、知徳を持って社会に貢献
32



土木技術者にとっての重要な要素
アカウンタビリティー（説明責任）

• 一般市民に対する説明責任、個人として、企業として。

• 守秘義務、契約に留意して、手法、前提、限界などを積
極的に説明。

専門的な知見の積極的な開示と可能な限り、わかりやす
く説明。

⇒土木技術者倫理の特徴

仕事の評価が何十年後かにならないとわからない。

⇒どうせ素人は説明してもわからないだろう。

公共事業における不良工事を防ぐためにも、各実施段階
での判断根拠を可能な限り定量的に示すことが必要。

倫理観の向上、説明責任の実践のため、技術士、技術者
の資格などが必要 33

４．建築技術者の責任と倫理

34

法令を守るだけでは不十分

建築基準法はあくまで最低の基準

特に自然現象である地震を対象とした耐震設計を行う
場合、建設地点の立地条件、建物の形状や重要度に
応じて安全余裕を見ておく必要がある。どこまで見る
かは、見識に基づいた技術者の倫理観が関与する。

①耐震設計に含まれる不確定な要素を理解する。可
能な限りわかっている部分、わかっていない部分を承
知して、安全余裕に反映させる。

⇒蓄積した経験と技術力が発揮される。

⇒保有する資格に誇りと、責任をもつ。

技術者の倫理に違反する行為の例

• 安全性が損なわれることが、わかっていて意図的に、
費用を下げるために、手間を省くために、鉄筋量を減
らす。鉄骨の断面を減らす。粗悪な材料を使用する。

• 個人よりも企業の論理を優先し、会社ぐるみで社会規
範、公共の福祉に反する行為を行おうとしたときに、盲
目的に会社の方針に従ってしまう。⇒企業の社会的
責任

• 建設しようとする建物が、社会の求める要求と異なっ
ていても、自分の所属する企業の利益になり、すでに
プロジェクトも進行しているので、環境などに悪影響が
あるとわかっているが、気付かないふりをしてしまう。

実際に仕事を実行する際の障壁
個人の問題と所属組織の関係

個人の倫理と企業倫理
• 企業風土の問題

• CSR（Corporate Social Responsibility)

• 企業の社会的責任

• 組織ぐるみでの犯罪。利益を優先するあまり、

危険な情報を意図的に隠ぺいする。

• 従業員として、その危険性を知った場合の行動
が問われる。上司の命令に背いて、自分の正し
いと思う行動がとれるか。

• 震災後に現れる企業の体質⇒壊れた建物をで
きるだけ隠そうとする。



技術者の拠り所：倫理

37

１．技術への信頼の揺らぎ

２．技術者の社会での役割と責任

「相互依存の関係」があり、「社会との暗黙の契約」があ
る。

３．技術者は、組織や顧客との契約がある。

一方では、科学技術のもたらす危害を防ぐ責任がある。

実社会ではその矛盾に悩むことがある。

その時、技術者が拠りどころとするものは何か？

⇒これが技術者の倫理

安全とコスト

38

安全

コスト

社会の認知度
発注者の理解

安全

費用をかければ、安全性は高まるが、安全であるこ
とを発注者が理解しないと、安全と思わない。
説明責任、倫理、事実を正しく伝えることが重要

５．事例にみる建築技術者の倫理：
シティーコープ、耐震強度偽装事件など

• なぜ、事例から学ぶのか？

• 危険を予知する必要な感性は初めから身についていない
。経験により初めて身に付く。

⇒厳しい局面を経験することになり、損害が大きすぎる。

事例をもとに、疑似体験して、「勘」や「専門的知識・スキル」
を身につける。

⇒経験の積み重ねが工学的な判断の元に

海外と国内の例から考える。

事例：北海道豊浜トンネル落盤事故
1996年2月10日午前8時、バス、乗用車

を直撃 20名死亡

地形、地質の影響、岩盤性状（風化、割れ目）地下水、湧水
、気象条件（冬場凍結）トンネル工事による耐力低下、地震
の影響・・・）
⇒技術者としての予見の可能性は？
⇒1991年と1994年にも現場付近で小規模な崩落が起きて
おり、安全対策を怠ったとして北海道開発局の元幹部2名

が書類送検されたが、不起訴処分となっている。遺族の一
部は責任を追及しようと、道路管理者である国を相手取り
民事訴訟を起こしたが、判決では賠償金の支払いは命じた
ものの、責任については明確にされなかった。

40https://ja.wikipedia.org/wiki/豊浜トンネル



事例：シティーコープ・ビル
・1977年マンハッタンに完成：

設計：ウイリアム・ルメジャー

・市の負担で街区の一角にあった
古い教会の敷地に建設

・代償に上空の占有権を譲り受け
，59階建てのビル

・9階分の高さの4本の巨大な柱⇒

ビルの本体部分は軽量構造⇒８
階ごとに“すじかい”（⇒重量を主
柱に）＋屋上重量ダンパー

間違いに気づき、自己の不利益を
乗り越えて、公共の安全を優先。 41

シティーコープ・ビルの事例
から学ぶこと

１．公衆の安全，健康，福利を最優先に考え，行動する

建物の倒壊により、不特定の多くの人々が被災する可
能性がある危険を予知して、事前に対策をうつ。

２．日頃から異業種、異分野で尊敬、信頼できる相談相
手をつくっておき、問題に出会ったら相談する。

３．日頃から周りの人と何でも話し合い，意見やアイデア

の表明は積極的に

４．倫理にかかわる問題に出会ったら，担当の専門部署
に相談する，自分や関係者の言動を正確に記録する

42

事例：２００５年１１月構造計算書偽装事件

• 建築士が構造計算書の偽装をする

• 鉄筋量を意図的に削減

• 検査機関が見落とし

建築確認設計 工事施工

設計者 指定確認検査機関 建築主事

偽装を見抜けな
かった

建築確認・検査制度、建築士制度への国民の信頼の失墜

耐震偽装事件の反映
• 建築基準法、建築士法の法令上の問題

• 建築住宅上の課題など制度の見直し

44

建築物の安全性の確保を図るための建築基準法の一部
を改正する法律（２００６年６月）公布、２００７年６月施行
建築確認・検査の厳格化３階建て以上の共同住宅の中間
検査など）指定確認機関の業務の適正化、建築士に対す
る罰則の強化

建築士法の改正（２００６年１２月）公布、
構造設計一級建築士の創設

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保（２００７年５月）



耐震偽装事例から学ぶこと

１．建築士が、より多くの設計業務を請け負ってその商売
が繁盛することを狙い、鉄筋量を減らすことによるコスト
削減⇒技術者としてかけていたもの。安全よりもコスト優
先。手間を省略。倫理観の欠如

２. 耐震構造計算で、複雑な形状をした建物の構造計算

は、コンピュータープログラムに頼りがち、これがブラック
ボックス化。審査は入力条件と計算結果を見るだけとい
う形骸化、審査機関では偽装を見抜けずに設計の認可。
⇒知識の不足、基本をみずに結果のみで判断。異常値
が出ても、鵜呑みにしてしまう。

畑村他：失敗事例より

事例：横浜マンション杭
データ偽装事件

・パークシティLaLa横浜（2007年11月完成）
事業者：三井不動産、明豊エンタープライズ
販売：三井不動産レジデンシャル
設計・施工：三井住友建設
杭打ち一次下請け：日立ハイテクノロジーズ

二次下請け：旭化成建材

産経ニュース（2015/10/16）・2015年10月、建物の傾斜の調査から、虚
偽データと杭の不備発覚

・2016年2月、管理組合の総会で全棟を建
て替える方針を承認

・2016年2月、国土交通省は、元請けは指名
停止、２社営業停止処分
⇒ 全国各所でどうようのデータ偽装が発覚

1948年福井地震と建築基準法の制定
•1948年福井地震(M7.1)：福井市直下の活断層により、福井市は
壊滅的な被害（死者3769名）。気象庁は震度７を追加。

•1950年建築基準法の制定：
〇基準法・第１条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用
途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保
護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

⇒ 多数の直接死が生じるなど、公共の福祉に支障ないこと

小林啓美
氏撮影

http://kanazawa.typepad.jp/weblog/2010/03/post-551f-1.html

早稲田大学 よく分かる！

1945年太平洋戦争の敗戦による
東京のバラック家屋（昭和22年）

1948年福井地震による大和デパートの倒壊
http://www.waseda.jp/student/weekly/contents/2006b/109e.
html

地震被害と建築基準法・耐震規定改正
「安全とは無被害ではなく、許容限界以下の被害であること」

 

1968年十勝沖地震
（RC造短柱被害など）

1978年宮城県沖地震
（ピロティ-・偏心などバランス悪い建物）

1971年建築基準法改定 1981年改定（新耐震設計法の導入）

写真：鹿島建設：「地震による教訓」（http://www.kajima.co.jp/tech/seismic/higai/030604.html）

〇1981年建築基準法改正：新耐震基準の導入
1）中地震（数十年に１度程度の地震）に対して

損傷せず、地震後も特に修復を要しないこと（損傷限界）
2）大地震（100～200年程度に１度程度の地震）に対して

倒壊・崩壊せず、人命が守られること（安全限界） ⇒ 大破でもOK！



1978年宮城県沖地震（M7.4）の被害
• 仙台市内の最大震度は５

• ２８人の死者のうち１６人が、倒
れたブロック塀などの下敷き

• 宅地造成地（緑ヶ丘など）の地
盤崩壊

• 高層建物の被害（エレベータ閉
じ込め、非構造壁の被害）

宮城県：http://www.pref.miyagi.jp/sdh-doboku 

/fureaidayori/fureaidayori01/fureaidayori01-3.htm
高層マンションの被害（ほぼ全戸で非構造壁が、せ
ん断破壊し玄関ドアが開かなくなった）→補修したが、
東日本大震災でさらに大きな被害、取り壊しに・・・

（瀬尾和大氏・東工大名誉教授より）

1981年基準法改定（耐震規程）

50

1995年阪神・淡路大震災からの教訓

震災の帯に被害が集中

1995年1月17日 5時46分

阪神・淡路大震災（M7.3）

死者：6,434名 負傷者： 43,792名

直接死 5,520名

約8割：建物倒壊による圧死

約1割：家具類等の転倒による圧死

約1割：焼死

関連死 914名

仮設住宅孤独死者数：233名

災害復興住宅孤独死者数：396名

同時多発火災（２８５件）

活断層地震，震度７

約20秒の揺れ

建物被害：５１２,８８２棟 多くの病院も被災

揺れ映像 被害

１階ピロティの被害

51新耐震基準だが上層と剛性バランスが悪い

柱・はり接合部と被害

有限会社 トチオ構造設計室
http://www6.plala.or.jp/tochio/report/report02_2.html

柱・はり接合部と溶接

突合せ溶接・完全溶込溶接
（はりフランジ、柱・ダイヤフラムなど）

すみ肉溶接
（はりウェッブなど）

フランジ

ウェッブ

柱・ダイヤフラム

柱・梁接合部の破断

裏当金

開先

52
さくら構造：http://taishin.kozoweb.jp/shindan/how.shtml （日本建築学会報告書より）

鹿島建設：http://www.kajima.co.jp/tech/seismic/higai/030604.html



柱脚部の構造と被害

柱脚部の構造

ＲＣ造基礎

アンカーボルト
溶接

株式会社 構造工学研究所 http://kozo-ogaku.co.jp/earthquake.html
53

さくら構造：http://taishin.kozoweb.jp/shindan/how.shtml （日本建築学会報告書より）

柱脚アンカーボルトの破断

死者の主な要因は建物倒壊と什器類の転倒：自助が最重要

(阪神大震災全記録、毎日ムックより）

被害は古い弱い建物に集中 家具の転倒防止対策など
(神戸市・「1.17の記録」ＨＰより）

1995年「建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法）」施行
2000年「建築基準法改定」、「住宅の品質確保促進法（品確法）」制定
・木造住宅：地盤調査義務化、地盤耐力に応じた基礎、接合部の仕様規定、耐震壁の配置計算など

事例：震災倒壊死、ホテル増築に欠陥
初の賠償命令（神戸新聞 1998/6/17）

・阪神大震災で神戸市兵庫区内のホテルの一部分が倒壊し、死亡した宿泊客
二人の遺族が、ホテル経営会社「アイネシステム」を相手取り、「建物構造に危険
性があった」として総額約一億六千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が神戸
地裁であった。裁判官は「ホテルの増築部分には地震に耐える強度がなく、工事
に欠陥が認められる」として、ホテル側に計約一億百万円の支払いを命じた。原
告側によると、阪神大震災の建物倒壊による死亡をめぐる訴訟では、一般の倒
壊マンションでの圧死を含め、損害賠償を認めた判決は初めてという。

亡くなった二人は95年１月１６日から「ホテル神戸アイネ」（七階建て）の四階に

宿泊。震災ではその部分の四階以上だけが崩落し、死亡した。同ホテルでの犠
牲者は二人以外におらず、双方の両親が96年5月に提訴した。

判決文などによると、同ホテルは鉄筋七階建てで64年に建設。69年、東棟と西

棟の二つの建物のすき間を埋めるような増築が行われ、倒壊したのはその部分
だった。

橋詰裁判官は「増築部分は地震で異なる揺れ方をする二棟に接合され、地震
の力が集中する構造。倒壊部分には通常要求される建物の強度がなかった」と
欠陥を認めた。また、「倒壊は地震による不可抗力」とするホテル側の反論も、「
ホテル本体や周辺の古い木造家屋が倒壊していない」として退けられた。

2005年福岡県西方沖地震
：集合住宅・マンションの被害

• 間仕切り壁が損傷→ドアの開閉が不可→

救援・救護・避難活動が困難（エレベータ停止）

東工大・瀬尾氏撮影 56



2011年東日本大震災の被害と教訓

地震調査研究推進本部資料より
「東日本大震災での震度分布」
（2011年4月12日更新）

死者数と内訳（内閣府）
約1万9千人の死者・行方不
明者の大半は津波被害、
内陸での死者は125人
（総務省消防庁発表被害報平
成24年3月11日現在）
（http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/

taisaku/pdf/2_2.pdf）

震源

と断層域

想定外の連続：
・事前の想定：宮城県沖地

震（M7級、30年99％確率）

・「津波は３メートル」…その
後放送できず被害拡大

（釜石市） （朝日新聞4/20）
・海沿い堤防６割全半壊：

（朝日新聞 3/19）

・百カ所超の指定避難所被
災 逃げ込んだ住民多数
犠牲（西日本新聞、4/13）
。

液状化（千葉県浦安市など）

Yomiuri Online
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110322-OYT1T00122.htm

http://www.yomiuri.co.jp/feature/20110316-866918/news/20110325-OYT1T00535.htm

事例：震災液状化で住民敗訴が確定
（共同通信2016/6/16 ）

・東日本大震災による液状化で被害を受けた千葉県浦安市の分譲住宅地「パ
ークシティ・タウンハウス3」の住民が、分譲販売した三井不動産などに損害賠償
を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷（鬼丸かおる裁判長）は16日までに、住民の
上告を退ける決定をした。15日付。住民敗訴の二審判決が確定した。

浦安市の液状化をめぐる集団訴訟は複数起こされ、住民側敗訴の判決が続
いており、最高裁での確定は初めて。

三井不動産側が液状化を予測して地盤改良工事をする義務があったかが争
点となり、一審東京地裁判決は「予測は困難だった」と請求を棄却。二審東京高
裁も支持した。

http://www.jibundetouki.com/backnumber/20120412.html

管制分譲ともに1981年

http://www.asahi.com/special/10005/TKY201202020134.html

地滑り被害(仙台市：丘陵宅地の盛土)

Yomiuri Online 
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20110316-866918/news/20110531-OYT1T00613.htm

仙台市内３１か所の約２１００戸が被災、大半は
１９５０～６０年代に丘陵地に造られた団地。太
白区緑ヶ丘４丁目にある緑ヶ丘第４町内会では、
全１９０戸のうち１８９戸で地滑り被害が確認さ
れ、６９戸が全壊。 大震災で地滑りが起きている

仙台市青葉区の折立地区



東日本大震災における首都圏（震度５）での様々な被害

液状化（浦安市）

天井崩落（九段会
館）

帰宅困難者と大渋滞（新宿駅南
口）

津波（千葉県旭市）

【共同通信】

東京都帰宅困難者対策条
例（2013年３月施行）
⇒帰らない・逃げない対策
へ基準法改正（特定天井）

大阪府咲洲庁舎（５５階）の揺れと被害
• 建物の固有周期と地盤の卓越周期が一致（約７秒で共振）
• スプリンクラー破損による漏水、階段壁面のパネル落下、100 カ

所以上のひび割れ、エレベータによる閉じ込めなど多数の被害
• 震災直後、上層階の被害を防災センターで全く理解できなかった

小山（２０１１）：第３９回地盤震動シンポジウム資料（2011/11/15（火））

1F SW-NE (max 9.1 cm)

1F NW-SE (max 7.8 cm)

52F SW-NE (max 137.1 cm)

52F NW-SE (max 83.7 cm)

福島第一原子力発電所事故

•東京電力福島第一原子力発電所
1971年完成の１号機から1979年まで6

号機が完成（７・８号計画中）。大量の冷
却水を必要とし、沿岸地かつ良質の地盤
サイトを選定（表層を削り、基礎を岩着）

•安全神話 「日本の原発は絶対安全」
・想定内の地震動・津波での対策
・過去の地震では被害なし
・平時の事故率は世界最低レベル
•想定外の事態（約6m想定の津波対策）

14～15mの津波襲来、非常電源浸水
⇒外部からの送電遮断（鉄塔被害など）
⇒被災時の危機対応体制の不備（Severe 

Accident Management）：現場と本部・首相
官邸での情報・指揮系統の大混乱

震災前の福島第一原子力発電所
http://www.asahi.com/special/10005/TKY

201103120278.html

NHKスペシャル『メルトダウン』
https://gendai.ismedia.jp/articles/-
/52931

活断層と地表地震断層（地質調査総合センター）

2016年熊本地震の地表地震断層と建物被害調査

高木

下陳
三竹

河陽・黒川
参加機関（延べ17名）：
工学院大・安藤ハザマ
東京電機大・土木研
鱒沢工学研究所
減災アトリエ

期間：
2016年5月7～8日
2016年5月25日

調査法：
外観目視（岡田・高井

チェックシートなど）
一部、ヒアリング

調査建物（全224棟）
地表断層近傍
うち、断層直上36棟
木造・82％
１・２階・95％
非常に古い・50％
倒壊・14％（殆どが
非常に古い倉庫）

地表地震断層（堂園）

死者（2016/9/30
）

計131名
直接死：50名
関連死：76名
（豪雨：5名） 布田川断層：

再現期間：8千～2万年



建物被害調査（高木）

②古い在来木造（RCブロック基礎）、Ｄ４（大破）

③新しい住宅（軽量Ｓ？、布基礎？）、Ｄ１（軽微）

①非常に古い準伝統木造住宅（束基礎）、Ｄ４（大破）

無被害
軽微
小破

中破
大破
倒壊

39棟中
大破7棟(18%)
倒壊１棟(3%)
大被害は古い
木造に集中①

②

③

⇒地表地震断層の直上でも、耐震性の高い建物は軽微な被害であった

断層ズレの対策：益城町の市街地復興に向けた
安全対策のあり方等に関する最終報告（国交省2017）

・活断層のズレに対する安全対策（提案）
（１）低層建築物について
⇒ 今後、新築される建築物について特段の追加的配慮は必要ない
⇒ 一般市民には何もしなくても良いと誤解される可能性あり

D0（無被害） D1（軽微） D2（一部損壊） D3（半壊） D4（全壊）
D5（倒壊）

安全対策対象

取壊し、各種公的資金導入

・建築基準法（最低基準）の「安全」とは「倒壊しない」の意味
⇒取壊しになれば、避難所・仮設住宅の生活等で死者が増大（直接
死は50名、関連死は約271名）、復旧・復興へ膨大な時間・費用
⇒活断層近傍のリスクを認知し、より高い耐震性能を推奨すべき！

水害・複合災害の想定
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常総市役所の旧館は東日本震災により被災。防災拠点となる新
館に高い耐震性を確保し、2014年11月に新築。関東・東北地方集
中豪雨の夜（2015年9月10日）、市役所職員・避難市民・自衛隊員
・消防員・報道陣ら計1000人を集めた市庁舎は、１階に非常電源
発電設備が浸水などで、ライフライン・通信・交通機能を喪失し、災
害対策本部ごと孤立。

「防災＝耐震」だった常総市役所
常総市洪水ハザードマップ（鬼怒川氾

濫）（DIAMOND Online, 2015/09/15）

レジリエンスな災害対策の概念

レジリエント
な対策

災害対応力・復旧向上

低
減

レジリエンスな災害対策

林春男「都市災害における災害対応能力の向
上方策に関する調査・研究」

⇒ 事故・被害は必ず発生：事前の防災（ハード的）＋事後の減災（ソフト的）
得られた教訓を次の対策に反映し、より強靭になる

レジリエンス:回復力、復元力、強靭さ
⇒失敗・災害などから立ち直る能力

“未来を変える”プロジェクト（若手職員研修）
https://mirai.doda.jp/theme/resilience/5-points/

⇒ 過去何度も火災・震災・水災・戦災から立ち直り成長した江戸・東京！

・ レジリエンスとは、「打たれ強い」、「転んでもただで起きない」



課題

• 建築技術者（設計者）の倫理に関連する過去
の事例を調べ、そこから得られる教訓をまとめ
よ。例えば、シティーコープ、耐震偽装事件、横
浜マンション傾斜問題、レオパレス２１の違法
共同住宅、KYB不正ダンパー、2018年大阪府北
部地震によるブロック塀倒壊死亡事故、など

• A４用紙で１～2枚程度

• 提出の期限と場所は、当該授業の翌週土曜日
13:00までに、3号館3階建築学科控室とする。
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