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世界中の地震が発生しやすい地域に住む

人々にとって、地震災害による被害を減少
させることは、緊急課題の一つです。最近

の例に見られるように、一つ一つの地震が

人間の生命や財産に甚大な被害をもたらす
可能性があります。2008年 5月 12 日に中

国四川省で起こったﾌﾞﾝ川地震では、約7万
人が命を落としました。その多くは、住宅

や建築物の崩壊による圧迫で命を奪われま

した。特に自分の住宅でその崩壊の犠牲に
なった方々が多かったのです。1995年1月

の神戸における類似の被害や、その他の災

害を思うと、これらの犠牲者の方々は、彼
らのほとんどが地震で壊れた自宅によって

命を失ったことからもわかるように、地震
に対する建物や住宅の安全性の大切さを教

えてくれたと信じています。 

 
人々の暮らしに対して地震がもたらす衝撃

は、耐震性のある建築設計と建築基準の遵
守、適切な計画、教育や訓練などの手段に

よって減少させることが可能です。しかし、

開発途上国における都市化が建築法規の施
行に更なる圧力を加えていることに伴い、

危険は増加の一途を辿っています。これら

の国々が建築を管理する制度を定めても、
地域社会体における災害防止意識の欠如や、

効果的な実施や監査、評価を行う調整機構
が欠けているために、ほとんどの場合効果

的に機能しません。 

 
2007 年に日本国土交通省（MLIT）の支援を

得て国連地域開発センター（UNCRD）は、住
宅の構造安全性を向上させることを目的と

して、地震にまけない住宅計画（HESI）を

立ち上げました。現在は政策の提言や能力
開発の活動を行っています。HESI事業の初

期段階として UNCRD は、耐震建築基準普及

（ABCD）のプロジェクトをインドネシア、
ネパール、ペルーなどで立ち上げました。

これらの活動の主要な試みの一つは、ネッ
トワーク、情報交換、知識の共有、世界中

の地震の危険を緩和するための良い実践例

を共有するための基盤を作り出すことです。

この基盤の効果を最大限に引き出すため

UNCRDは、2008年 11月東京において、独立
行政法人建築研究所（BRI）と政策研究大学

院大学（GRIPS）と共同で『地震に強い住宅

に関する国際シンポジウム 2008：建築基準
普及への挑戦と地震にまけない住宅のこれ

から』を東京で開催しました。両機関とも
UNCRD 同様、地震に備えた住宅の安全性問

題に取り組んでいます。UNCRD は当シンポ

ジウムの第二部『基準から実践へ：建築基
準実施における課題』を担当しました。ま

た UNCRD は、国際シンポジウムという機会

を利用して、地震にまけない住宅に関する
取り組みを推進する更なる方法を追求する

ため、HESIに関する国際専門家会議を主催
しました。 

 

上記イベントの記録を、HESIの活動を例示
するために整理し、出版物としました。こ

のシンポジウムを通して HESIは、この分野
における世界的な権威者の方々から貴重な

情報をご提供いただきました。地震に対す

る住宅の安全性に関して最新の課題を明確
にできたことにより、ここに含まれる文書

は単なる報告の域を超えて、地震にまけな

い住宅に関する最新の諸課題を示す重要な
文献や資料となっています。よって UNCRD

は、このパンフレットが HESIイベントに関
する一連の出版物の一部だとしても、安全

な住宅における将来の活動に関して重要な

資料の一つとなり、HESIプロジェクト関係
者間の基盤に関する重要な成果であると確

信しています。シンポジウムに参加いただ
いた方々、特に発表を行っていただいた

方々、シンポジウムの共同主催者であるBRI

と GRIPS、またシンポジウムとこのプロジ
ェクトを支援していただいた MLITに、心よ

りお礼を申し上げます。 

 
 

国連地域開発センター（UNCRD） 
  防災計画兵庫事務所 
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災害で人命や財産が失われることにより、

持続可能な発展の取組みおよびミレニアム
開発目標の達成が阻害されます。「兵庫行

動枠組（HFA）2005-2015：災害に強い国・
コミュニティの構築」は進捗しているにも

かかわらず、中国、インドネシア、パキス

タンで最近発生した地震に見られる損害は、
持続可能な発展に関する目標達成のための

難題を無慈悲に思い起こさせます。地震に

おける損失の大半は、建造物の損壊によっ
て生じたものです。地震に強い構造に関す

る科学技術は大進歩を遂げおり、その情報
は条例・指針として文書化されています。

しかし残念な事に、地震に対して強度のな

い構造物が未だに数多く建設されているの
です。地震による損失を減らすためには、

こうした条例・指針を効果的に実施するこ
とが必須です。 

 

国連国際防災戦略（UNISDR）は、さまざま
な組織が実施する住宅の耐震性に関するイ

ニシアティブを支援しています。それらの

イニシアティブはさらに実施され、地震被
災地区間で地域的に共有されています。し

たがって、UNISDR は、UNCRD の地震にまけ
ない住宅計画（HESI）とそれに基づいて実

施されている「耐震建築基準普及（Anti- 

seismic Building Code Dissemination 
(ABCD)）」プロジェクトを評価しています。

HESIは、さまざまなセクター、国際的専門
家および現地の専門家、中央・地方政府、

そして政策立案者、専門的な NGO、学術団

体、実際に建設に携わっている人々が行っ
ている、地域的に分散した取り組みや経験

を結び付けるものです。 

 
UNCRD の HESIは、地震によるリスクを軽減

するために、現存する知識を現実的な対策
へと転換する非常に重要なステップです。 

 
 

この出版物は、さまざまな国々への建築基
準の普及における UNCRD の経験と耐震性の

ある社会のメッセージを広めることに長年

にわたって貢献してきた著名な専門家達の
経験を要約したものであり、今日までの実

績とより安全な住宅を実現するために立ち
はだかる課題を把握する上で、さらに役立

つことになるでしょう。 

 
私は、読者が地震災害リスクを軽減し、災

害に対する国・地域・コミュニティの災害
への対応力を構築するための取組みにおけ

る参考資料として役立つと判断し、本資料

を利用することを望んでいます。また、自
然災害に対するコミュニティ・地域・世界

の災害への対応力を構築するための必須条

件である、災害に強い住宅をつくるために、
UNCRDの HESIがさらに挑戦し、私たちと連

携していくよう、心から期待しています。 
 

サルヴァノ・ブリセーニョ 

Salvano Briceño 
国際連合国際防災戦略 

事務局長 

UNISDR 事務局 
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皆様、こんにちは。 
地震に強い住宅に関する国際シンポジウム

2008年にご参加頂きまして、誠にありがと
うございます。このシンポジウムは建築研

究所、政策研究大学院大学および国際連合

地域開発センターにより共同で開催される
ものです。 

 

また、インドのアリヤ教授、インドネシア
のブーン氏、ネパールのサンガチェ氏など、

「基準から現場へ：建築基準実施への挑戦」
セッションのリソース・パーソンを始めと

する海外からお来しになった人々のご参加

についても感謝しております。私たちの長
年の友人であるネパール NEST のアモッ

ド・ディキシット氏にここでお会いできた
ことも、うれしく思います。 

 

さて皆様、 
世界の様々な地域で発生する地震は、毎年

何千もの人命と何百万ドル相当の資産を奪

っています。 
 

耐震建築物の建築に関する科学技術は目覚
ましい進歩を遂げてきましたが、未だに学

校等の公共施設を含む多くの建築物が、耐

震性が十分でない手法で建設されています。
2005年にパキスタンで発生した地震により、

10,000 校の学校が損壊し、17,000 人の学生
が倒れた学校校舎に閉じ込められ、死亡し

ました。2008 年 5 月に起きた中国汶(ﾌﾞﾝ)

川大地震では 7,000 人を超える学生が亡く
なりました。 

 

国際連合地域開発センターとジオハザー
ド・インターナショナルが 2001年に実施し

た調査では、残念なことに、多くの都市で
は同様の運命が待ち構えているという事実

が明らかになりました。 

 

 
 

国連ミレニアム開発目標では、2015年まで

に世界中の子供達が小学校の全過程を修了
できることを構想しています。私たちはす

べての子供達が学校に通えるようになるこ

とを主張しているため、すべての学校を安
全に保つことが必須課題となります。学校

にはコミュニティにおいて重要な役割があ
り、準備から対応、復興までの災害リスク

軽減サイクルのあらゆる段階で中心的な役

割を果たすことができます。 
 

国際連合地域開発センターは、1999年に地
震にまけない学校計画（SESI）を概念化し、

開始しました。2001年からは、地震に対す

る学校の安全性に関する兵庫とネパールに
よる連携が始まりました。その後、「学校

の安全プログラム」は国際連合地域開発セ

ンターの災害リスク軽減活動の中心事項と
なっています。「学校の子供たちを地震か

ら守る」という現行プロジェクトは、フィ
ジー、インド、インドネシア、ウズベキス

タンの 4 カ国でモデル・プロジェクトとし

て実行されています。 
   

 
その他の建物にこうした取組を拡大させて

いくことも重要です。国際連合地域開発セ

ンターの建築基準に関するアプローチは、

 
 

 

開会の言葉 

    小野川 和延   国際連合地域開発センター 所長 
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建築研究所と連携し、ノンエンジニアド建

築物に細心の注意を払いながら行われてい
ますが、発展途上国における普及が私たち

のもう一つの活動です。本セッションで建

築研究所の楢府博士がこうした共同アプロ
ーチを皆様にご紹介してくださることを、

うれしく思います。 

 
現実世界で、こうした理想、理論、概念を

実現するには何が重要でしょうか。この目
的のために、責任ある官庁を始めとして、

エンジニアや石工などの団体、さらに私た

ちのコミュニティといった、社会における
全利害関係者が関与することが必要だと、

私は理解しています。建築と都市計画の指

導的組織の基本的な役割と責任に加え、私
たち自身が地震を含めた災害の可能性に対

して準備しておくことが必須です。 
 

私たちには、自分たち自身の建物のために

確立した建築基準が必要であることには疑
問の余地がありません。予測システム、公

共のメディアを使った情報普及など、社会
においてこうした災害に対する警告システ

ムを持つことも絶対不可欠です。しかし同

時に、私たちは、これらのシステムと確立
された規則および要件は、一般市民の間で

コミュニケーション・ネットワークが不足

しているために、期待されていたほど機能
しなかったケースも数多く経験しています。

最終的な主体は個人、市民、私たちである
という事を忘れてはなりません。 

 

こうした訳で、国際連合地域開発センター
は、1999年の防災計画兵庫事務所の設立以

来、災害、特に地震に備えるためのコミュ

ニティ主導のアプローチに取り組んでおり、
私たちが直面してきた状況が効果的に改善

すると期待して、この活動に地域市民を効

率的に関与させることを目指しています。 
 

皆様、 
本日議論している耐震性のある住宅に関す

る私たちの活動はすべて、安全性の文化を

構築するための方法を、コミュニティに伝
えるのに効率的な手段となることができま

す。私たちの活動の重要な要素はすべて、

コミュニティ内で意識を促し、かつ、災害
に対する準備、対応、復興の能力を構築す

るのに良い機会となるでしょう。   
 

この場をお借りして、この共同の取り組み

に関わっていただいた組織および専門家の
皆様に感謝の意を表明したいと思います。

国際連合地域開発センターは、世界中で防
災関連の問題に直面している人々のために、

将来私たちの研究結果を共有し、私たちの

活動を推進するための可能性を模索し続け
ます。 

 

どうもありがとうございました。 
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  地震にまけない住宅計画 

   Housing Earthquake Safety Initiative 

      （HESI） 

 
   これまでとこれから 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

要約 
本論は、特にインドなどの地震国において広く用いられている在来建築の建設ガイドライ

ンに従った(地震)防災対策に関する制度面の重要性を示している。安全な在来建築のため

にとるべき総合的な活動を概観しながら、本論は専門家と政府の果たすべき役割を説明し
ている。一連の業務の中で、筆者は法制度と教育を通じた長期の活動により焦点をあてて

いる。それは、政府と並んで、専門家のたゆまぬ努力が、将来の地震によって生じるであ

ろう損失を最小限にするための基本だからである。 
 

 
はじめに 

 

地震は、ある地域で見た場合にその発生確
率の低い自然現象に分類されるが、非常に

危険な結果をもたらす。地震の発生は、防
ぐことも、また現時点ではどのようにして

も正確性を持って予測することもできない。

インド気象庁（IMD）によって作成された地
震一覧表には、1505 年から 2006 年までの

リヒテル震度階で 5以上の 200を超える地

震が記録されている（このうち約 90が 1897
年以前のものである）。インドの地震区分

図によれば、全土の 59％が MSKで VIIまた
はそれ以上の地震地域に区分されている

（図 1参照）。 

 
リヒテル震度階でマグニチュード 6.0 から

8.7 のいくつかの中規模から大規模な地震
により、数千棟の組積造の建築物が損壊ま

たは全壊している。代表的な地震被害のい

くつかを、その人的被害とともに表 1にま
とめた。2001年のグジャラート州カチチ地

区と 2005年のジャム・カシミールでの最近

の地震の経験により、国内の政府機関は地
震被害に関して高い関心を持つようになっ

た。 
 

 

 
 

 

図 1. インドの地震区分図 

 

 
 
図 2. 在来建築における地震安全(耐震)要

素 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

 

地震と在来建築  政府、専門家とガイドラインの役割 

アナンド･スワルプ･アリヤ (インド) インド工科大学ルーキー校名誉教授 

      国連開発計画 インド国家地震顧問 

 

 １． (一周巡らした)はり 

２． 屋根/床ばり 

３． 隅角部の垂直補強(柱) 

４． ドア 

５． 窓 
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 １． (一周巡らした)はり 

２． 小屋(屋根)はり  

３． 小屋組(妻壁) 

４． 床はり  

５． 土台 

６． 垂直補強(柱) 

７． 小屋組  

８． ホールダウンボルト /  

  垂直補強(柱) 

９． ドア 

１０．  窓  

図 2. つづき 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
表 1. インドの代表的な地震被害 

 
表 2. インドでのマグニチュード 5 以上の

地震（1505年 7月から 1996年 9月まで） 

 

 

 

マグニチュード別地震回数 地震区分 

5-5.9 6-6.9 7-7.9 8.0 

以上 

最大 

震度 

マグニチュ

ード 5の平

均発生期間 

カシミール、西ヒマラヤ(ジャンム･

カシミール、ヒマチャル･プラデシ

ュ、パンジャブ州中山間部) 

135 35 11 1 X 7 ヶ月 

中央ヒマラヤ(ウッタル・プラデシュ、

ネパール・ヒマラヤ地区、北ビハール) 

104 28 4 1 XI 9 ヶ月 

インド東北部 339 157 20 4 XII 2 1/2ヶ月 

インドガンジス川流域及びラジャス

タン（ラジャスタン、パンジャブ、ハリ
ヤナ、デリー、ウッタル・プラデシュ平

原地帯、ビハール、及びベンガル） 

82 26 5 - VIII 1年 

カチチ及びカンバイ 12 4 1 1 IX ‒ X 6年 

インド半島部 24 8 - - VIII 3年 

アンダマン･ニコバル諸島 136 54 2 1 > IX 6 1/2ヶ月 

インド全体(1897年以前を含む) 832 

(32) 

312 

(40) 

43 

(18) 

8 

(1) 

XII 1 ヶ月 

 

 

年 地域 日付 時刻 

(インド標

準時) 

北緯 東経 マグニ

チュー

ド 

最大 

震度 

死者 

1819 グジャラート(カッチ) 1/16 夜中 - - 8.0 XI 数千 

1833 ビハール･ネパール 8/26 - 27.5 86.5 7.7 XI 数百 

1897 アッサム(シロン) 6/12 16:36:- 25.9 91.0 8.7 XII 1600 

1905 ヒマチャル･プラデシュ
(カングラ) 

4/4 06:20:- 32.5 76.5 8.0 XI 20000 

1934 ビハール･ネパール 1/15 14:13:26 26.6 86.8 8.3 XI 14000 

1950 アッサム(北東) 8/15 19:39:28 28.7 96.6 8.6 XII 1500 

1956 グジャラート(アンジャ) 7/21 21:02:36 23.3 70.0 7.0 VIII 数百 

1956 ウッタル･プラデシュ(ブ
ランシャハール) 

10/10 - 28.1 77.7 6.7 VIII 多数 

1988 ビハール･ネパール 8/21 04:39:10 26.76 86.62 6.6 VIII 1003 

1993 マハラーシュトラ（キラ
リ） 

9/30 03:55:47 18.07 76.62 6.3 VIII 7928 

2001 グジャラート(カチチ)  1/26 08:46:00 23.6 69.8 Mw = 

7.7 

X 13805 

2005 ジャム･カシミール 10/8 09:20:00 34.5 73.6 Mw = 

7.6 

X 印-1400 

パ-73276 
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インドにおける地震工学は、1960年に正式

にルーキー大学で開始され、同大学は 1971
年に正式に地震工学部を設けた。在来建築

（ノンエンジニアド建築）の地震安全に関

する研究開発のほとんどは、ルーキー大学
で行われてきている。筆者とその同僚達が

選んだいくつかの研究論文は、2006 年 11

月に発行した著書に掲載されている。これ
らの研究の結果、1967年にインド実用基準

IS:4326 がまとめられ、その時点までの研
究調査に基づき、建築物の重要な箇所にお

けるいくつかの補強（図 2、3）が規定され

た。多くの政府部局が、住宅、学校、事務
所などの用途の組積造の建築物に、これら

の詳細を適用し始めた。それ以降に被害の

生じた地震から、これらの規定が全壊を防
ぐだけでなく、ひび割れの被害も最小限に

抑え、建物内部の人的・物的被害を防ぐこ
とが証明されている。本論は、地震関係の

ガイドラインに関する専門家の果たした役

割と地震防災に関して政府が講じているさ
まざまな活動を、概括している。 

 
図 3. 耐震対策の全体 

 

 
 
安全な在来建築のための総合的な取り組み 

 
在来建築（ノンエンジニアド）建設の地震

安全の達成を目指しているいかなる国にお

いても、以下の要点を含む総合的な取り組
みが行われなければならない。 

 
1. 国内の地震危険度の評価。地震確率分
布図または地震強度分布図のいずれか

で全国の地震区分が規定されたもの。 

 

2. 国内の建築種別データの収集。現存す
る建築に加えて、現在建設されている

在来工法の種別の国内における地理的

分布。 
 

3. 特定された建築種別の脆弱性評価。多
様な地震強度において評価され、将来
の地震による被害可能性の分類につな

がるもの。 
 

4. 想定地震強度による被害の危険性評価。
可能な限り様々なコミュニティにおけ
る地震の危険や準備に関する意識も併

せて含むもの。 

 
5. 多くの関係者に意識を持ってもらうこ
と。たとえば、学校、病院、産業、住
民、福祉関係者。地震による人的被害

のほとんどは建物の崩壊によるものな

ので、安全な建設技術に関する意識は、
最も重要なものといえる。 

 
6. 政策決定者や行政の長に、必要な優先
的行動やそのような行動を起こすため

の財源の提供に関する意識を高めても
らうこと。その中には以下のような行

動が優先的に意識される必要がある。 

 
・ 適切な都市計画及び地方住宅地開

発に関する必要な法的手法の創設。 
・ 地震活動による地すべりや液状化

などの地域固有の危険性に配慮し

た総合的都市計画のための土地利
用区分。 

・ インドにおいて都市自治体と呼ば
れる市役所や Panchayats と呼ばれ

る地方自治体による開発規制法制

度や建築条例の開発。 
・ 建築家、技術者、建設監督者、石工、

鉄筋工、大工を含む専門家のトレー

ニング。この点について、在来建築
の大部分は建築家や技術者の関与

しないインフォーマル部門により
建設されていることを理解する必

要がある。そのような場合、建設計

画は建主の要望に応じて（石工の）
親方が実施している。 

  
1 (一周巡らした)はり、 2 天井/床はり、 3 垂直部材(柱)、  4 ドア、 5 窓、  6 土台、  

7 壁の隅角部の補強 
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これらのいずれの課題についても、政府と
専門家は、大変重要な役割を果たさなけれ

ばならない。 

 
 

表 3. 建築物の分類(インド基準 IS4326 と

IS13928 用) 
 

 

重要建築物 

- 病院 

- 学校 
- 記念建造物 

- 緊急用建築物 (例：電話

交換、TV･ラジオ局、鉄道駅、
消防署) 

- 大型コミュニティホール 

(例：映画館、集会所) 
- 地下鉄駅 

- 発電所 
- 重要な工業施設 

- VIP の住居 

- 重要緊急対応要員の住居 
 

 

表 4. 建築物の分類に応じた地震安全性確
保の方法 

 
注: 換気用の小窓（60cm 角以下）の脇材用の垂直

補強は省略可。 

表 5. インドの住宅に用いられる主要材料

   （1971年調査） 
 壁の材料別 

 
 

 屋根の材料別 

 
* ここでの住宅には以下のものも含む。 居住用 
72.98%、店舗併用住宅 9.86%、工場併用住宅 1.41%、

ホテル・旅館 0.14%、事務所を含む店舗 2.93%、工

場・作業場 1.3%、 集配所 1.23%、その他・空き

家 10.15% 
 

-窓のまぐさレベルの角やT字接合部の
耐震バンド又は 合いくぎ
-ドアや大きな窓の脇柱部分の垂直鉄筋
の補強

E又はE+の全て
の建築物に対す

る追加措置

-傾斜屋根の小屋ばり部分の耐震バンド
-妻壁の上部と側壁の上部の耐震バンド
（それらの壁がある場合）

-トラス又は垂木を用いた屋根部材のブ
レース （すじかい）

-壁の角又はT字接合部の垂直鉄筋

傾斜屋根

-床の天井又は小屋組の屋根又はプレハ
ブ部の接合部レベルでの耐震バンド

-屋根又は床でプレハブ部材が用いられ
ている部分の固定（一連のRCと周囲の
耐震バンド）

平屋根

-土台レベルでの耐震バンド(はり)－岩
盤又は固い土の場合は省略可。

-全ての場合、ドア、窓上部レベルでの
耐震バンド（はり）

DからE+までの
全ての建築物に

対する追加措置

-室内の壁の長さ、高さ及び厚さの制限
-開口部の大きさと位置の制限
-材料強度と建設の質の制限

(IS-4326組積造
の壁)
全ての地震地域

の建築物

-窓のまぐさレベルの角やT字接合部の
耐震バンド又は 合いくぎ
-ドアや大きな窓の脇柱部分の垂直鉄筋
の補強

E又はE+の全て
の建築物に対す

る追加措置

-傾斜屋根の小屋ばり部分の耐震バンド
-妻壁の上部と側壁の上部の耐震バンド
（それらの壁がある場合）

-トラス又は垂木を用いた屋根部材のブ
レース （すじかい）

-壁の角又はT字接合部の垂直鉄筋

傾斜屋根

-床の天井又は小屋組の屋根又はプレハ
ブ部の接合部レベルでの耐震バンド

-屋根又は床でプレハブ部材が用いられ
ている部分の固定（一連のRCと周囲の
耐震バンド）

平屋根

-土台レベルでの耐震バンド(はり)－岩
盤又は固い土の場合は省略可。

-全ての場合、ドア、窓上部レベルでの
耐震バンド（はり）

DからE+までの
全ての建築物に

対する追加措置

-室内の壁の長さ、高さ及び厚さの制限
-開口部の大きさと位置の制限
-材料強度と建設の質の制限

(IS-4326組積造
の壁)
全ての地震地域

の建築物

地震区分ごとの建築物の分類 
建物用途 

II III IV V 

一般 B C D E 

重要 

(I = 1.5) 
C D E E 
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専門家の役割 

 
一般に様々な建築物について、また特に在

来建築についてその安全性を達成するには、 

構造工学分野の専門性がもっとも必要であ
る。専門家は以下のような点において貢献

しなければならないであろう。 

 
・ 建築物の種別の特定と多様な地震強

度のもとでのそれらの被害可能性の
評価。 

 

・ 国内で普及している多様な建築種別
の許容強度を決定するための研究開

発の実施。地震時におけるそれらの欠

陥や弱点を明らかにし、それらの欠陥
や弱点を克服または最小化するため

の現場において可能で、経済的な対応
方法を見つけること。このような研究

開発の目的は、将来の地震発生時に全

壊の危険性を減らし、人的・物的被害
を予防することである。 

 
・ 専門家は、建設労働者、石工、大工や

鉄筋工が容易に理解可能な新設建築

物のためのガイドラインを作成する
べきである。 

 

・ 実行可能な建築条例を作成する際の
専門家の役割は、強調されすぎないほ

うがよい。建築条例は、完全に透明な
しくみで、また建築物の安全について

関係者に説明可能な形で作成される

べきであるからである。 
 

・ 本当の専門家は、研究開発の結果や考
案した手法を、特許や自分たちの占有

とすることなく、可能な限りコミュニ

ティが利用できるようにしなければ
ならない。 

 

インドにおいては、われわれはこのような
目的を達成するよう努めてきた。そしてす

べての研究開発の結果は、正式なインド建
築基準局の様々な在来建築物（レンガ、コ

ンクリートブロック、石造、木造と土造）

や膨大な量の無料配布用の非公式のガイド
ラインとして活用されてきている。これら

の基準やガイドラインのリストは、付録１．

に示している。これらのガイドラインを普
及させる様々な努力が行われている。 最良

の事例は、2001年 1月のカチチ地震の後の

再建プログラムであった。 
 

政府の役割 

 
インド政府がとった活動の中で最良の政府

の役割の事例は、オリッサ巨大サイクロン
と グジャラート地震の後、次のような形

で見られるようになった。 

 
インド議会において、2005年に国家災害管

理法が制定され、中央に国家災害管理庁、

各州に州災害管理庁と 600 以上のすべての
地方に地方災害管理局が置かれることにな

った。これらの当局は、将来起こる自然現
象が以前のように社会に被害をもたらさな

いよう、あらゆる事前の準備と予防策を計

画し、実施しなければならない。在来建築
物の安全対策は、当局にとって取り上げる

べき重要な課題のひとつである。建築家と
技術者のトレーニングや石工や鉄筋工のト

レーニングがすでに十分な規模で開始され

ており、それらは今後近い将来、さらに多
くの人数とさらに広い地域を対象に拡大さ

れるよう提案されている。すべての新設の

建築物に対する地震安全要素に加えて、学
校、健康センター、大規模なコミュニティ

建築や災害復旧担当の公務員向け住宅など
のすべてのライフライン建築物の耐震改修

に向けた行動がとられている。様々な地方

自治体レベルでの既存の法律や建築条例の
モデル改正が、中央で発表され、州政府に

実施のための普及が行われている。 
 

表 6. 政府の活動計画 
 

- 技術法制度 

- 技術財政（支援）制度 
- 技術者のトレーニング 

- 工場労働者のトレーニング 

- 石工、鉄筋工のトレーニング 
- 意識・啓発 

例：耐震建築のビデオ 
例：TV局向けのビデオ用・振動台実験 
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まとめ（結論） 

 
北東部を除くインドのほとんどの地域で、

被害が生じる大地震の発生確率はとても低

いことから、人々は地震の安全性について
の関心や認識がほとんどない。昔からある

伝統的な建築物では、いくつかの土着的な

安全工法が開発されている。例えば、イン
ド北東部での「イクラ」や西ヒマラヤ地区

の「ダジ・ディワリ」である。これらの状
況下では、革新的な工法の変更は実際的で

ないことがわかっている。低コストの部分

改良のみが、現実的で受け入れ可能であろ
う。これらの哲学と意図は、インド政府が

専門家による科学的実験と学術的分析によ

って証明された実用的なデータに基づいて
開発してきたガイドラインの中に上手にと

り込まれている。 
 

2001 年統計による全 2億 4900 万棟の建築

物のうち、85％あり毎年住宅で 600 万棟増
加している在来の組積造建築物の安全性を

達成することは、インドにとって巨大な仕
事である。しかし、震度階 7の地震域にお

ける、地震対策のために余分にかかる費用

は建築費のわずか 2%のみである。地震地域
区分 4又は地震強度Ⅷでも、ほんの 4-5%で

ある。最も危険度の高い地域でさえ、建設

費全体のわずか 6%で十分である。伝統的な
建設システムの中で部分改良のために必要

な耐震建築技術は、一般の人にとって現実
的で適用可能なものであといえる。 

 

自らの資源に頼っているそのほかの国にと
っても、すべての世帯に安全を提供する仕

事は、本当に膨大なものとなるだろう。し
かし、将来の地震による被害を最小限なも

のとするため、長期にわたり果たさなけれ

ばならない専門家と政府の役割を含んだ具
体的な活動が、開始されるべきである。 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

付録 1：インド政府内務省国家災害管理局
ウェブサイト（www.ndmindia.nic.in）に掲

載されているガイドライン 

 
1. 建築物の簡易目視評価 １）組積造建
築用 ２）鉄筋コンクリート（RC）造

建築用 
2. IS13935 改正案、組積造建築の修理、
修復、改修ガイドライン 

3. 津波影響地域の建築物設計基準 
4. 津波災害危険性の防止及び予防のため
の戦略文書の準備 

5. サイクロン･シェルター建設のための
設計ガイドライン 

6. Indira Awaas Yojana による住宅の見
本設計の準備 

7. 組積造建築の耐震建設（インド地震区
分 3-5 の全新築建築物用の簡易ガイド

ライン） 

8. ジャム･カシミールの組積造建築の耐
震再建及び新築に関するガイドライン 

9. ジャム･カシミール被災地の組積造建
築の修理、修復、改修に関するガイド

ライン 

10. 病院建築の非構造要素及び内容物の地
震安全性 

11. インドの様々な地震区分地域における
モデル学校設計 

12. サイクロンに耐えうる建築計画 
13. インド地震区域 4における建築物の自
己評価ガイド 

14. 修理及び改修のための建築物の条件評
価 

15. デリーNTCの住宅用レンガ建築物の地
震被害可能性の自己評価 

16. デリーNTC及び NCRの住宅用レンガ建
築物の耐震性向上のための簡易改修の

詳細 
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要約 
この論文は 2004年 12月 26日津波後のアチェにおける住宅の再建に関する著者の 4つの論

文をまとめたものである。(参考文献 1, 2, 3, 4) 再建の課題は十分に吟味され、津波か
ら 4年たっても、これらの論文で述べられたことは、今も有効であるといえよう。重大な

欠点のいくつかは明らかにしてあり、学びとった教訓として利用できる。 

 
 

建設された住宅の質 

 
2004 年 12月 26日津波の一年後、筆者は他

の著者とともに、アチェの住宅再建におけ
る建材と労働者の質は平均より低く多くの

場合貧弱であると、一般論で書いた。(参考

文献 3, 5) しかし、政府はその事実を無
視し、何の改善策も取らなかった。その主

な理由は、まずは耐震建築に関する知識の
欠如であり、主要目標が住宅再建の「数」

であり、資金提供者との友好関係を維持し

たいという方針によるものである。 
 

これらのことが最終受益者の安全性をある

程度のところで妥協することにつながった。
最近の現地調査で、新しく建てた住宅が大

損壊または倒壊した2008年2月のシムルエ
地震があったにもかかわらず、住宅の質の

改善がなされていないことが明らかになっ

た。 
 

ほぼ 3年たった 2007年に、ほとんどの NGO
と国際機関は、建設された住宅の質の低さ

を認識し、そのうちのいくつかは、構造技

術者や技術コンサルタント会社にわず
かな数の質の低い住宅用の耐震補強を

依頼している。(参考文献 6,7) 残念なが

ら、特にインドネシアの在来建築の耐震改
修を扱うことができる専門家はわずかしか

いない。多くの専門家は専門的能力がなく
適切な対処ができず、施主の希望すること

は何でもそのとおりにしている。(参考文献

1) 
 

 

 

図 1. 質の悪い材料と労動力により建てら
れた新築住宅(上) 、2008年 2月 20日シム

ルエ地震は、建てられた住宅が耐震性のな
いことを明らかにした(下) 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

震災復興から学ぶ：「2004年 12月 26日津波」後の 

アチェにおける住宅再建からの教訓 
テディ･ブーン (インドネシア)   ノンエンジニアド建築に関する国際的専門家 

      世界地震安全推進機構（WSSI）上級顧問 
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2004 津波後に再建された住宅  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
2008 年 2月 20日のシムルエ地震 

 
 

  
2004 津波後に再建された住宅 

  
 

  
2004 津波後に再建された住宅 

 
 

 

  
2008 年 2月 20日のシムルエ地震 

 
 

図 1. (続き) 

質の悪い材料と労動力により建てられた新
築住宅(上と左上と下) 、2008年 2月 20日

シムルエ地震は、建てられた住宅が耐震性
のないことを明らかにした(下と左中) 
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2008 年 2月 20日のシムルエ地震 
 

 

 
2004 津波後に再建された住宅 

 

 
2008 年 2月 20日のシムルエ地震 

 
2004 津波後に再建された住宅 

 

 

 
2008 年 2月 20日のシムルエ地震 
図 1. (続き) 

 
2009年にアチェ復興庁はその任務を終了す

る予定であり、2007年末以来ほとんどすべ

ての NGO は、耐震的でない質の悪い住宅を
建てたままにして既にアチェを去っている。

すべての証拠は、アチェの復興が地震対策

を導入する絶好の機会を逃したことを示し
ている。2008 年 2月 20日のシムルエ地震

は、もう一度そのことを明らかにした。 
 

主流となっている住宅の種別 

 
バンダ・アチェ市内、ロクンガ村、クルン

グラヤ村、メラボー市、アチェ西海岸の村々
で、津波によって壊れた住宅を中心とする

建築物の大部分は、2種類の在来建築(ノン

エンジニアド建築)である。(参考文献 4) 
 

最初のタイプは、インドネシア全土にわた

りここ 40年間で見られるようになり、「新
しい文化」となった枠組み組積造(コンファ

インド・メイソンリー)の平屋または 2階建
てであり、もし良質の材料と労働力で建て
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られたなら耐震的なものである。第 2のタ

イプは、過去のインドネシア中の各地での
地震調査により、実態がわかってきた木造

建築物である。(参考文献 8) しかし、経

済状況の向上に伴い、人々は木造住宅から
組積造住宅に改善したくなる。というのは、

建て主にとってそのような組積造の住宅を

持つことがステータスにつながるからであ
る。そこで、恒久住宅としては、地方の文

化と持続可能性にかなうよう、組積造住宅
を建設することが望ましい。(参考文献 3) 

多くの場合、組積造建築物の質と強度は改

善されなければならない。しかし、貿易を
促進する代わりに｢海外｣の住宅を導入して、

時間を無駄にすることは間違っているだろ

う。(参考文献 4) 特に｢進歩｣を理由にそ
れを正当化することはそうである。 

 
 

学んだ教訓 

 
2004 年 12月 26日のアチェの津波からほぼ

4年がたち、これまでに建てられた住宅の
質は貧弱で、それはとりわけ以下のような

欠陥から来ている。つまり： 

 
 

1. 需要調査と地域固有の情報 

 
需要調査は、どのような要望が満たされる

べきかを調査するものである。いかなる再
建にも成功のために不可欠のものである。

調査では、何が起こったか、何が必要か、

どのような資源が利用可能かについて、的
確で時宜にかなった情報が得られなければ

ならない。調査は、損害の総額を見積もり、
再建の必要性と、再建計画を実施するとと

もに中期的な開発過程の一部としての防災

対策の強化を図る戦略的配慮と基本方針を
あきらかにする。調査は当初の損害(直接被

害)を見積もる。ここでは財産、資産、不動

産への影響を合意された推定再建単位価格
で評価する。(実施または可能な再建価格と

は異なるとしても) 調査では損害の程度
を評価する。つまり、資産が修復または修

理可能か、完全に破壊されているのかであ

る。総合的な損害評価や損失評価でも、損
失(間接被害)について注意深く検討する。

ここでは資産が回復するまでに生じる減少

または失った収入や増加した支出などの収
入のフローに関して評価する。そのような

フローは現在価値に換算して評価される。 

 
再建のための需要調査で重要な要素のひと

つに、地域に固有の情報、地方の知恵や専

門知識に関する洞察力に富んだ調査がある。
再建方針は、できる限り地域に根ざし敷地

に固有であるべきである。防災方針や解決
策を開発する際には、経済、環境、社会や

文化的要素をすべて考慮して、地域に普及

している状況に根ざすべきである。 
 

詳細で正確な災害調査は、復興や再建の計

画や実施を成功に導くためにとても重要な
要素である。そのような調査では住民に関

する信頼性の高いデータが期待できる。た
とえば、どのような階層に属しているか、

移行期間や長期において住宅を失った世帯

数、土地を所有せず恒久的な避難者になる
人数、移転のための敷地の適合性と利用可

能性、そのような何千という住宅を非常に
短期間で建設するという大きな計画を実行

するのに必要な(人的、物質的、資金的)資

源の可能性などである。これらのデータは
すべて、再建を開始する前に必要なもので

ある。アチェにおいては、津波後 6ヶ月の

間に多くの海外からの｢専門家｣が、普及も
していなければ文化的にも受け入れがたい

あらゆる種類の住宅タイプを導入した。 
 

さまざまな報告書で述べているように、一

年後までの間、住宅を失った人や住宅の需
要の数字はデータの根拠により常に変化し

ていた。このことは、しっかりした災害・
需要調査がなかったことを明確に物語って

いる。住宅の質の低さもまた、材料、建設

労働者や技術監督の真の必要性に関する調
査の欠如の結果である。 

 

10万戸の住宅を完成したという発表の後、
アチェ復興庁は大部分の需要は満たされた

と考えた。その当時、およそ 6千世帯が仮
設住宅や仮小屋に住み、自分の住宅建設が

完成するのを待っていた。そして 4年後、

数千に及ぶ完成済みの住宅がまだ空き家の
ままである。このことは、需要調査が正確
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さから程遠く、量的充足が依然として主要

な目標であるといえる。(参考文献 1) 
 

 

 
 
図2. 需要調査の欠如により、準備済みの多

くの住宅が空き家のままになっている（ア

チェ） 
 

      
2. 当局からの命令 

 

いかなる再建も成功のためには、はじめか
ら明確な方針と建築の種類や基準について

の要求を示せる、強いリーダーシップのあ
る有能な当局が必要である。承認や許可の

システムは厳密に運用され、住宅の再建に

かかわるすべての関係者（NGO、政府、その
他の機関）は、質の保証された技術支援を

継続的に提供し、日常的にそれぞれの作業

において検査を行うべきである。 
 

アチェでは、ほとんどの NGOは、復興庁が
特に建設の質に関して、明確な指導をしな

かったと感じている。そのため NGOは独自

の指導を行った。残念ながらその指導のあ
るものは、混乱を生じる様な不正確または

矛盾する内容を含んでいる。アチェ復興庁
は、良好な事業を実施するのは自治体の責

務であると考えているものの、同時にその

ような能力がないことも認識している。(参

考文献 5) 
 

途上国においては、耐震設計基準がある場

合、いくつかの大規模な都市では適用され
ているものの、小さな市や地方部で採用さ

れ実施されていることは非常にまれである。

しかも、ほとんどの基準は不完全である。
在来建築についてはほとんど基準がないと

いってよい。最新インドネシア耐震基準で
は在来建築は規定していないが、アチェと

ニアスについては2005年7月に公共事業省

により建築基準が出された。その基準は、
どのように達成すべきかについての指導書

よりも、望ましい結果が示されている。し

かし、耐震詳細の図はつけられていない。
(参考文献 1、5、9) 

 
過去の経験によれば、途上国では残念なが

らほとんどの地震が地方部で起こっており、

このため在来建築が被害にあっている。基
準は新しい開発を規定しているが、既存の

または損傷した建築物の補修、改修や補強
については触れていない。つまり基準によ

る最低水準は、全体的に損傷して震災後に

多くの建築物でみられる状況である改修や
補強ではなく、建て替える場合、または新

築の建築物を想定している。そこで、地震

の後で将来の被害を防ぐ規定がないことが
主な理由で、人々は修復、改修や補強に注

意を払うことなく理解もしない。 
  

新築建築物については、アチェとニアスの

再建のはるか以前から、インドネシアでの
在来建築のよい事例に関する指導書が存在

し、または作成されてきた。(参考文献 10、
11、12) これらの資料はすべて無視され、

代わりに多くの海外のコンサルタントが独

自の計画を作り、枠組み組積造の方法を採
用したが、耐震の詳細については置き去り

になっている。(参考文献 1、8) 

 
アチェとニアスの調査から筆者は、アチェ

の再建に従事したほとんどすべての設計者
は既存ガイドラインに従わず、同時に必要

な耐震設計や適切な分析をしていないとみ

ている。(参考文献 1、5) 
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3. 緊急シェルター、仮設住宅と恒久住宅と
の違い 

 

災害後の住宅の再建は、緊急シェルターか
ら耐久的な解決策までの局面のすべてにわ

たり計画されなければならない。災害直後

には政府や NGOによって提供された緊急シ
ェルターに、家を失った人々が移動する。

彼らは恒久住宅が建設されるまでの間、仮
設住宅に早い時期に移動する。緊急シェル

ター、仮設住宅と恒久住宅の間に違いを作

るべきである。 
 

アチェでは、再建の早い段階で、いくつか

の NGOが(政府によって既に建てられてい
た)緊急用シェルターと中期・仮設住宅と恒

久住宅（生活を営むに足る住宅）とで違わ
ないタイプの住宅を提供していた。そこで

早い段階では、既に建てられていた住宅は

仮設用であるにもかかわらず、所有者に属
する恒久的な以前の敷地に建設されていた。 

 
多くのこれらの「仮設・一時使用」住宅は、

恒久住宅と化し、最終的な再建の機会を逃

している。(参考文献 4、9) ｢恒久｣住宅の
必要性は、時に大規模な利用可能な資金を

反映し、復興よりは再建として扱われる。 

 
そこで、経済活動の復興プロセスや、家庭

に戻り生活の要求を満たすことのできるシ
ェルターの役割よりは、物理的な建設行為

に焦点が当てられがちである。 

 
また、占有を認める段階的な建設でないも

のも見られる。通常、段階的な建設は、現
場において仮設住宅を建設し、恒久住宅が

出来上がるまでの間の早期の入居を認めて

いる。半恒久的シェルターを供給するプロ
グラムでは、早期に経済的な支援を提供し

ようとしたが、｢恒久的｣な住宅を建設する

需要の圧力と品質の悪い木材に影響された。 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
図 3. 緊急シェルター、仮設住宅と恒久住

宅に差が見られない（アチェ） 
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図4. 一時使用・仮設住宅が恒久的になった

（写真は2008年11月に撮影：アチェ) 
 

 

4. 地域および海外の「専門家」の流入 
 

大部分の災害で、途上国は大量の技術支援
を国際援助として提供されて、それを受け

取る。そして、ほとんどの場合、その支援

は災害被害者の真の要望と関係がないかも
しれない。 

 

アチェにおいては、地域に固有の情報がす
ぐには利用できなかったため、多くのいわ

ゆる(地方や海外の)｢専門家｣が流入し、無
制限に耐震建築タイプの｢解決方法｣を提案

し、満足の行かない結果を招いた。これら

の｢専門家｣のほとんどは技術的な能力と地
域の建築文化やコミュニティの社会秩序の

理解に欠け、耐震技術を地域の事情にあっ
た形で適用し、解決策を導く能力がなかっ

た。多くの NGOが、地域文化を無視する住

宅のタイプを導入し、無駄な時間を費やす
試みを行った。わずかな NGOだけがアチェ

に広まっている文化に基づく住宅を建てた。

(参考文献4、9) 専門家が地域の人々を｢教

える｣ことは勧められない。専門家は地域の
知恵を吸収し、なぜそのようになっている

か理解するよう努めなければならない。地

域の考え方を理解した上で、急激な変更や
見慣れない材料を使うことなく、専 
門家は地域の住宅を耐震的なものにするよ

う促すことに努めなければならない。｢専門
家｣は、その地域の過去の知恵と工夫を整理

し、その専門的知見を最新の開発に組み込
むよう努め、その報告書や事業が有意義で

役に立つものとなるよう適切で実行可能な

解決策を模索すべきである。 
 

インドネシアは地震の危険性が高いものの、

(土木)工学学士から修士号の課程では、地
震工学は主要な課題になっていない。コン

クリートの設計は多くの科目があるが、地
震工学は最終年度の構造の選択科目でしか

ない。地方の工学コンサルタントの知識に

は、おそらく耐震設計は含まれていない。
これは、建設分野でどのように材料を特定

し、評価するかという専門知識が欠けてい
ることに大きく関係しているように見える。

このことは、再建の当初から、政府であれ

NGOであれ地域の能力の戦略的調査を行わ
ないという事実につながっていた。これは

地域の供給の限界と製造業者の能力向上ま

たは重要資材の戦略的な必要性を明らかに
したといえる。(参考文献 9) 

 
アチェの再建の経験から筆者は、世界中の

いかなる再建の場所でも、｢専門家｣の基準

は明確にし、その数には制限を設けるべき
であると考える。 

 
 

5. 文化的に合わずまた持続可能でない外

国タイプの建設 
 

再建の当初から筆者は、枠組み組積造の住

宅を建てることを示唆してきた。なぜなら、
枠組み組積造の住宅は、恒久であり仮設住

宅とは言えず、インドネシアでは新しい文
化であるからである。(参考文献 4) 多く

の資金提供者は、１年後の再建時に、その

再建プロジェクトで枠組み組積造の住宅を
採用し出した。しかし、アチェ復興庁は NGO
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に対して、2007年になってからアチェとニ

アスでは枠組み組積造の住宅を建てるよう
命令した。これは災害の 2年後の時点であ

り、既に多くの住宅が地域文化を考慮する

ことなく建てられた後であった。 
 

筆者による住宅の種類とインドネシア人の

好みに関する繰り返しの啓発努力にもかか
わらず、2007年に多くの NGOが、耐震性の

観点からふさわしくないと思われる海外の
建設工法を導入した。(参考文献1、3) 2007

年になって再び現れた海外の建設工法とは、

住宅の再建は単に数を目標としており地震
に対する安全性ではないことを確認したも

のということができる。持続可能性と文化

的適合性は、そのような海外の建設工法を
導入すべきでないとする主要な根拠である。 

 
もう一点課題をあげると筆者は、すべての

海外の建築工法のいかなる分析データも見

たことがない。また、アチェとニアスの住
宅の再建の全体方針や明確な方向性もない

ことは明白である。 
 

大部分の｢輸入解決策｣による問題点は、建

築物は資金が利用できる限り存在する点で
ある。村の人々はどのように海外の建築物

を仕上げればよいかを習うが、無料の資材

が途絶えた途端に、村の人たちは以前より
も悪い状態に置かれる。もちろん、彼らが

その住宅を所有している限りだが。要点は、
材料がなければ、彼らが習った技術を使う

ことができないということである。実際に、

｢海外の方法｣は、村の人々にごくわずかの
間だけ、進歩の幻想と優越感を抱かせるに

とどまっている。インドネシアでは、被災
者は家族、近所、友人やその他の地域結合

の仕組みを頼っている。そして、そのよう

な仕組みが、推奨され支援されている。筆
者が2007年の第2と第4四半期に見たいく

つかの海外の方法は、以下のとおりである。

(参考文献 1) 
 

5.1. プレキャスト建築  
 

貧弱な設計の結合部とプレキャスト部材相

互の結合部での質の低い労働力の結果、過

去の地震ではプレキャストコンクリートに

かかる破滅的な現象がみられる。 
 

 
 

 
 

 
 

 
図5. ウェットジョイントと約10cmの結合
部重ね補強を用いたプレキャスト建築（ア

チェ） 
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図6. 低質の結合部を持つかなり大きめの

ブロックを用いた壁（アチェ） 

 
 

 
 

 
図7. 部材間を2本のボルトで結合させてい
るプレキャスト建築（アチェ） 

 

 

5.2. インターロッキング組積造 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

図8. 低い品質と不正確なインターロッキ

ングの組積造の壁（アチェ） 
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ブロックが正確な大きさと形で作られるべ

きインターロッキングの基準は、低質なブ
ロックと不正確さにより適合していない。

すべての欠陥は、住宅の品質の悪さにつな

がっている。 
 

 
 

 
 

 
 

図8. (続き) 低い品質と不正確なインタ

ーロッキングの組積造の壁（アチェ） 
 

 

 5.3. 軽量鉄骨造 
 

再建の初期段階から筆者は、地域文化を無
視し、持続可能でないことから、この方法

を使わないよう勧めた。しかし、この方法

はいまだに NGOによって使われ、アチェ復

興庁も同意している。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

図9. 軽量鉄骨建築物（アチェ） 
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6. 主要目標は質より数 

 
津波の一年後筆者は、再建に当たっては数

ではなく技術面と住宅の質に注意するよう

示唆した。(参考文献 3) 筆者は、とりわ
け必要な住宅数を正確に知る需要調査の重

要性を著述してきた。しかし、(およそ4年

後の)今日に至るまで、主要な目標は質では
なく、数にある。(参考文献 1、2、3、7) 

 
アチェ復興庁は、アチェとニアスの住宅再

建を、バム(イラン)、グジャラート(インド)

とトルコにおける住宅再建と比較し、アチ
ェとニアスは世界で最も早期にできたと主

張した。(参考文献 1) 。アチェ復興庁は、

バム、グジャラートやトルコでの需要調査
がより正確に行われ、その結果、計画通り

の期間で一定数の住宅が完成したことを理
解していなかった。これら 3地域での復興

はいずれも、将来の地震被害をなくすべく、

「最初から正しく」という考え方で行われ
た。一方、アチェではこれまで建てられた

住宅の大部分は、耐震的でない。(参考文献
2、3、4、5、9) そして、スマトラ断層ま

たはプレート境界が崩壊する際に、災害を

招くことになろう。以前にも述べたとおり、
2008年 2月 20日のシムルエ地震で、住む

前の新築住宅が被害を受けたことで、住宅

の質は水準以下であり、耐震的でないこと
が確認された。 

 

 
 
 

7. 敷地の整備と基盤施設 
 

住宅の再建過程におけるその他の重要な側

面として、敷地の工学的設計と、下排水、
道路や歩道へのアクセス、衛生施設の設置、

上水道などの供給といった基盤施設が挙げ

られる。これは敷地の配置を計画する際に、
同時に行われなければならない。(参考文献

3)  

そして、基盤施設は敷地の整備を行ってい
る間に建設されなければならない。しかし、

アチェにおいては、約 4年後も、敷地の工

学的設計は、まだ残されたままである。(参
考文献 9) 

  

 
 

 
 

 
 

図10. 敷地の設計と同時には、敷地の工学

的(基盤施設)建設が行われなかった 
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図10. (続き) 敷地の設計と同時には、敷地
の工学的(基盤施設)建設が行われなかった 

（写真は全て2008年11月に撮影：アチェ） 
 

 

8. コミュニティベース再建の誤った解釈 
 

再建を成功させるために、地方コミュニテ
ィは積極的に計画作り、政策決定や多くの

部門の実施に参加する必要がある。世界中

の災害復興の経験から、コミュニティの参
画は、トラウマを減少させ、適切な解決策、

所有関係、コミュニティの主体性、透明性

や説明責任を保証するのに役立つ基本的事
項であるとされている。また、公正で利用

可能な問題処理システムを構築する基本で
あるとも言われている。 

 

アチェとニアスにおける住宅再建の当初よ
り、アチェ復興庁の任務のひとつにコミュ

ニティ主導またはコミュニティに根ざした

再建があった。基本的にコミュニティベー
スの建設は、ボトムアップのモデルである。

受益者が関与し、専門家とともに計画し、

実施する。(参考文献 1) 彼らは、彼ら自
身や専門家との議論を通じて、事業に関す

る決定に関与する。コミュニティ内部では、
受益者の間でさまざまな経験、技術や資源

の幅があろう。理想的には、各人がそれぞ

れ持つ特別な能力に応じて参加することで
ある。しかし、実際には全員が貢献するわ

けでなく、ほとんどのコミュニティでは専

門家の協力は、代表者または地域指導者に
よる影響を受けることになる。 

 
基本的な安全基準は、コミュニティベース

の建設の中から生み出されるべきである。

そして技能者にとっての優先的課題は、コ
ミュニティベースと安全な構造方法とのギ

ャップを適切に埋めることである。そうし
てこそ、人々は安全であるが、経済的に見

合う建築物を建てることができるであろう。

参加により自信を高めることができる。な
ぜなら自分の家を建設することで、問題に

ついての自信を深め、外部機関にあまり頼

らなくて済むからである。 
 

アチェの住宅再建の当初より、大部分のNGO
とその他の機関は資金を提供したが、資材

の購入と労働者の確保は受益者に任せた。

彼らは、コミュニティベースの大量住宅供
給の場合、品質の管理が課題となることを

忘れていた。雇われた推進者とコンサルタ
ントは、土木技術者や建築家であるが特別

な耐震対策の経験がなく、じん性のある接

合部詳細の重要性について意識していなか
った。このことが、低品質な住宅につなが

った。 

 
再建の過程において、コミュニティベース

の建設の誤った解釈による多くの混乱のた
め、アチェ復興庁、NGOとその他の資金提

供者は、建設事業のタイプを地域に任せる

タイプではなく、地域の下請け業者を評価
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し、受益者が住宅建設にかかわらないよう

にしてきている。 
 

 

9. コア住宅、建築の完成と将来の増築 
 

コア住宅（最小限の住宅だが後に増築可能）

はしばしば導入されるが、本当に理解され
ることはほとんどない。NGOで働く多くの

建築家や世界的機関は、36平米の住宅がコ
ア住宅であるとして、その後に受益者によ

り増築できるとしている。アチェとニアス

ではそのような意見が一般的であるが、実
際はインドネシアのような地震国では、受

益者が自分で増築することは、増築があら

かじめ計画されており、すべての増築用の
接合部が既に用意されている場合でない限

り、勧められない。 
 

増築は技術者の支援がない場合は、やめた

ほうがよい。あらかじめ計画されていない
限り、地震工学ではコア住宅の増築が推奨

できないのは、以下の理由による。耐震性
は、建築物全体の動きで決り、建築物はひ

とつのまとまりであり、ゆるく結ばれた個

別の部材として動くのではないからである。
つまり、建設の一体性と堅固さが強く求め

られており、技術的管理の下でなければ、

完成後に行うコアの構造のより大きな平面
への物理的な拡張は、困難となる。 

 

 
 

増築部と元のコア住宅は、地震時にひとつ

のものとして動くように構造的に結合され
なければならない。新しく増築された住宅

は、元のコア住宅とは異なるため、もう一

度分析されなければならない。そうでなけ

れば、増築部分がコア住宅とは構造的に完

全に分離している必要がある。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
図11. コア住宅の計画的でない増築 
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図11. (続き) 
（すべての写真は2008年11月末に撮影） 
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要約 
1988年のネパール･ビハール地震により引き起こされた大惨事を教訓として、ネパール政府

はついに耐震建築基準を作り上げるに至った。本論文はUNCRDのHESI（地震にまけない住宅

計画）に関連した活動も含め、ネパール都市開発建築局による基準の実施に向けた多様な
活動に焦点を当てたものである。 

 
はじめに 

 

ネパール国はインド亜大陸プレートがユー
ラシアプレートに衝突しているところに位

置しており、プレートが絶え間なく動いて
いることから、壊滅的な地震が生じる非常

に地震の多い国である。地震が頻発し、時

には壊滅的な被害が生じる国のひとつとい
える。ネパールではそのような大災害を

1934年と1988年に起きた地震で経験してい

る。それはヒマラヤ山脈に沿ったプレート
境界にある活断層に関係している。 

 
ネパールでは、90％以上の住宅が、建て主

の要望に基づき自らの費用で、個人によっ

て建設されている。そこで、工学的建築物
を含むネパールのほとんどの住宅は、耐震

対策に関する知識の欠落により、中規模の
地震に対してさえ非常に脆弱である。リヒ

テル震度階で8.5というネパールで最大級

であった1934年地震により、ネパールの
207,000棟の建物が影響を受けたと見積も

られている。近年においては、建築基準を

守らず災害の危険性を抱え、地震で倒壊す
る建築物が急速に生み出されている。 

 

 
図 1. ネパールにおける地震災害 

出典: 鉱山地質局、国家地震センターによる 

 

歴史的な背景 
 

600人を超える死者と多くの病院や学校建

築を含む2万棟以上の建築物の倒壊または
損壊を生じた1988年のネパール東部地震以

降、国土計画・事業省(旧住宅・国土計画省)
は、現在のネパール国内の建築活動の変革

と向上の必要性を意識し、注意を払うよう

になった。そのような認識とネパール政府
の要請に基づき、省内に国連開発計画

（UNDP）とUNCHS (HABITAT)の技術協力を受

け、3年の「都市部門への政策および技術支
援」プログラムが設けられた。その1部門と

して、「国家建築基準創設プロジェクト」
（UNDP / UNCHS / Nep / 88 / 054）が、1992

－93年の間、ネパール政府を支援するため

に都市開発・建築局（DUDBC：旧建築局）内
で形成された。1992年5月には、局内のカウ

ンターパートとニュージーランド、カナダ、
米国から来たコンサルタントからなる共同

体とでプロジェクトが開始された。プロジ

ェクトの主な仕事は以下の3つの要素に分
けられた。 

 

a) ネパールの地震危険地図作成と危険度
評価 

b) ネパール国家建築基準の準備 
c) 代替建築材料と建築技術の開発 

 

建築基準の策定  
 

ネパール国家建築基準（NBC）は、ネパール
全土の建築物の建設に関する規則とその指

針（ガイドライン）の両者からなっている。

その上、設計者は適切な設計基準を採用す
るに当たって、その専門的な判断をするべ

 
 

 

建築基準の創設  ネパールの経験から 
 

スルヤ･バクタ･サンガチェ ネパール国 国土計画事業省都市開発建築局（DUDBC） 局長 
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きである。4つの異なった設計指標と基準に

よる建設のレベルとは以下のものであった。 
 

(I) 国際的な基準 

(II) 専門家による工学的な建築物 
(III) 規制基準により設計された制限規

模の建築物 

(IV) 規制が実用的でない遠隔地方の建
築物：指針（ガイドライン） 

 
表 1. ネパール都市開発・建築局（DUDBC）

が出版している建築物の設計に関する基準

リスト 

1. NBC 000 : 最新の設計の要求事項 

2. NBC 101 : 材料の仕様 

3. NBC 102 : 材料の単位重量 
4. NBC 103 : 積載荷重 

5. NBC 104 : 風荷重 
6. NBC 105 : ネパール建築物の耐震設計 

7. NBC 106 : 雪荷重 

8. NBC 107 : 火災安全性 
9. NBC 108 : 敷地の配慮 

10. NBC109 : 無補強の組積造  
11. NBC 110 : 無筋・鉄筋コンクリート造 

12. NBC 111 : 鉄骨造 

13. NBC 112 : 木造 
14. NBC 113 : アルミニウム造 

15. NBC 114 : 建設の安全性 

16. NBC 201 : 強制基準：組積造の壁をも
つ鉄筋コンクリート建築 

17. NBC 202 : 強制基準：耐荷重組積造 
18. NBC 203 : 耐震建築建設ガイドライ

ン：低強度の耐荷重 

19. NBC 204 : 耐震建築建設ガイドライ
ン：土造 

20. NBC 205 : 強制基準：組積造の壁をも
たない鉄筋コンクリート建築 

 

 
基準の改正 

 

ネパール政府DUDBCは2003（ネパール暦
2060）年に基準の改正を行い、20ある既存

の建築基準に加えて以下の3つの建築基準
を作成した。 

 

建築計画の要求事項 （NBC206:2003） 
電気設備設計の要求事項 （NBC207:2003） 

衛 生・給排水設備設計の要求事項 

（NBC208:2003） 
 

DUDBCの尽力によりすべての基準は内閣に

より承認され、「第12 Shrawan 2060」(2003)
の政府建築義務として施行された。10年後

の、建築、衛生および電気に関する基準の

追加、2003年の政府による正式承認で、現
在これらの基準は｢建築法：2055 (1998)｣

として、内閣決定による制定後、国内全土
ですべての公的、民間建築物に適用されて

いる。 

 
建築基準適用の実行は、すでに政府建築と

共に民間建築物でも始まっている。しかし、

大規模なトレーニングと一般への普及・啓
発活動が必要である。現行の23の基準では

建築物の完全な耐震設計には不十分であり、
1000以上の独自基準を持っているインドの

ように拡充すべきである。 

また、基準を使うことになる技術者・建築
家・技能者を訓練することと基準の必要性

と重要性について一般の人々に認識しても
らうことが必要である。そのために2つの要

素がある。 

 
1) 基準に関する大規模な技能者トレーニ

ング 

2) 地震に強い建築物についての一般への
普及・啓発活動 

 
 

基準の実施に向けた戦略 

 
既存の建築基準は、制定後10年以上経って

いる。必要な追加、変更及び修正をして改
定すべきである。新基準の準備が必要であ

る。そのようなプロジェクトの実地のため、

DUDBCは、世界各地の多様な経験を導入した
新しい基準開発のための国際支援プログラ

ムを開始する強い要望を表明している。 

職業専門家は基準の趣旨はある程度理解し
ているが、ネパール国家建築基準と既存の

地震危険度図に従ってどのように耐震設計
の計算をすればよいのか知らない。構造技

術者や建築家のような実務専門家には、ネ

パール地震危険度図に基づく耐震建築物を
設計できるようにするためのトレーニング
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がなされなければならない。 

 
DUDBCは、国家建築基準をすべての政府建築

物で施行するよう、また同時に市役所を通

じて民間建築物で基準を施行するように務
めているところである。国家建築基準の実

施後、建築物はより地震に強くなり、全国

の個人や国の財産と人命を守るであろうと
信じられている。国家建築基準を成功裏に

施行していくために、DUDBCでは以下のよう
なさまざまな戦略を講じている。 

 

a) DUDBCの役割とイニシアチヴの明示: 
DUDBCは、管理者、推進者または政策決定

者として活動する。 

b) 他の機関との調整と協力: DUDBCは大学
の教育課程部局と調整して、技術者コー

スに国家建築基準を組み入れようとして
いる。 

 

全国にある90％以上の建築物は民間所有で
あるため、すべての人々に対する啓発は可

能な限り行う必要がある。そこでDUDBCは、
不適切な形で建設された建築物の地震によ

る影響についての啓発と、安全な建築物を

建てる際の国家建築基準の重要性について
一般への知識の普及に関する多様なモデル

を作成中である。 

 
 

DUDBCによる国家建築基準トレーニング 
 

特に、基準実施プロセスにおいては、技術

者及び職人のトレーニングが大変重要であ
る。そこでこの点から、DUDBCではすでに250

名の技術者と建築家、300名の中間技術者
(監督者、設計者)に、どのように建築基準

を使うか、訓練している。ネパールの75の

地方の4千名を越える技能者や石工に対し
ては、実地訓練や視聴覚教材を用いて、建

築資材の適切な使用法や耐震建築の建設に

ついての訓練をすでに行ってきた。局では、
「(地震安全規定による)建築物の建設ガイ

ドライン」ネパール語第5版のマニュアルの
作成をしている。 

 
 

 
図 2. 国家建築基準トレーニングと技術者

と建築家のための耐震研修 
 

 
 

 
図 3．技術者と建築家のための二次元ソフ

トウェア地震解析計画に関するトレーニン

グ（上）と、地震にまけない住宅に関する
社会認識普及のための掲示板（下） 
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一方、国際連合地域開発センター(UNCRD)

防災計画兵庫事務所が行っているHESIは、
DUDBCが取り組む国家建築基準の実施にと

って大変画期的なものとなっている。2007

年8月に、土地開発省、国土計画・事業省、
DUDBC、ネパール国立地震科学技術協会

（NSET）とUNCRDによる建築基準の効果的な

施行と普及に関するHESIの国際ワークショ
ップが開催された。ワークショップは国家

建築基準の実施と普及に対する研究の効率
性について、より幅広い関係者と問題に及

んだ。 

2008年5月19日から23日に、ネパールで第2
回HESIワークショップがDUDBC,UNCRDと

NESTにより開催された。ワークショップに

はさまざまな地方自治体とDUDBCの現地職
員25人がうまく関わった。5日間のワークシ

ョップでは、建築基準に対する行動計画が
綿密に考えられた。 

 

 
 

 
図 4．HESI国際ワークショップ（2007年 8
月 2日～3日、ネパール） 

 

DUDBCはネパールの地震危険縮小および復
帰準備プログラム－ERRRPの計画にも参加

している。これは、日本政府の支援を受け
てUNDP危機予防・復興部によって開発され

た地域計画であり、危険率の高い南アジア

の5カ国－主に、ネパール、ブータン、バン

グラデシュ、インドそしてパキスタンであ
るが－で始められた。DUDBCは、ネパールの

地震に弱い5地域；ビラトナガル東部開発地

域、ヘタウダ中部開発地域、ポカラ西部開
発地域、スルケート中西部開発地域、ダン

ガディ極西部開発地域において、潜在的地

震の影響を軽減するために、ERRRPに着手す
る計画を既に立てている。 

 

 
図 5．ERRRP 計画案の対象となる地域自治体 

 

ネパールでの計画は、地域の自治体が地震
リスク軽減管理を系統的に実施することが

できるようになり始めると期待されており、
DUDBCは構内にプロジェクトオフィスを立

ち上げ、計画に直接携わっている。計画は

兵庫行動枠組（HFA）2005-2015を実行する
ために、国際復興支援プラットフォーム

（IRP）にも支援されている。これは、2005
年1月に日本の神戸で開催された国連防災

世界会議の成果としてスタートしている。 

  
この計画において、以下の活動は 5つの地

域自治体全域にわたって実施される。 

 
‐地震危険度、脆弱性、容量の評価 

‐地震に備えた設計と安全な建設施工の推
進 

‐災害復興への備えと被災後の状況におけ

る復旧作業への着手 
‐地震の危険性を軽減するための地域に適

した解決策を支える災害管理枠組の実施 
 

これらの努力によって、DUDBCと対象とな

る地域自治体は、耐震性に関する分析結果
を更新することができる。また、このプロ

ジェクトは、様々なトレーニングや、出版
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物やポスター展示を含む啓蒙プログラムを

実施するための良い機会となるだろう。こ
のプロジェクトにおいて、修復作業と復興

準備もまた焦点となるだろう。DUDBCは、

これらのプログラムは、ネパール NBCを推
進するための重要な機会だと確信している。 

 

 
図 6．ERRRP プログラムを通じた DUDBCと災

害管理関連機関との交流 

 
 

結論 
 

言うまでもないが、地震は避けることの出

来ない自然災害である。すでにネパールは
高い危険性のある地震地域に属していると

いわれてきている。地震の危険性の大きさ

と程度を考慮すれば、国家建築基準の実施
と活用は、特に設計や建設の職業に従事す

る者にとり、また人々に意識を持ってもら
うため、建築物の耐震設計上、重要な役割

を果たしている。 

  
つまり、すべての構造設計と建設活動にお

いて、地震時に人命と財産を守るために既
存のネパール建築基準を使って、どのよう

に耐震設計技術を適用することが出来るか

を人々は考えなければならない。そこで、
ネパール国家建築基準の適切な活用は、ネ

パールにおける地震危険性を減らす重要な

役割を果たしているということが出来る。
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要約 

建築研究所̶BRIは、これまで、工学手法と建設労働者が行う実際の建築との間には大きな
差があることを感じてきた。本書は、地震災害の被害を軽減するために工学手法を実践に

移す上で生じる問題に焦点を合わせながら、手法と実践の差異を克服するために工業技術
の枠組みについて政策提言を行うことを目的とするものである。まず、作業員から専門設

計者まで、現場に基づいた技術の実行可能性を再検討する。この作業は技術者から作業員

への知識の移転に加えられる。次に、非工学的(ノンエンジニアド)建築物に適用できる指
針を再検討し、簡素化する。第二の作業については地震災害時における建物の機能的破壊

防止に関して効果的な項目を特定するには、技術的な検証が必要となり、この作業は安全

と費用に関する技術的指針で要求される項目の量を減らす取組みに加えられるだろう。 
 

 
人的被害に関する重大な損害̶実態調査の

結果から 

 
地震による破壊的な打撃があるが、人的被

害の主な原因要素は建物の崩壊である。
2008年に、中国で非常に破壊的な地震被害

が発生した。建築研究所(BRI)には、これま

でに何度も被災後調査を行ってきた経験が
ある。興味深いことに、鉄筋コンクリート

の建物の多くが崩壊したという調査結果が

すでにたくさん出ている。これは調査員に
とって非常に驚く結果であり、そのことが

鉄筋コンクリート部材を使用した建物の崩
壊状況調査のきっかけとなった。倒壊の大

半が、接合部や接続部で発生している。 

実態調査では、補強鉄筋は緩みが生じ、表
面に現れ、結果的にはがれ落ちていた。接

合部または接続部のコンクリートを補強す
るような設計により、鉄筋コンクリート部

材が曲がることを観察した。  

 

 

 

 

 
図1. 中国四川省虹口、都江堰、成都市の無

補強レンガ造住宅 
 

 
もう一つの方法ー建築現場から 

 

建物の細部を完成させることをおろそかに
したために、建築知識を持つ労働者の質に

関して、建物の強度という側面に注目しな

かったことが、これまでにしばしば指摘さ
れている。しかし調査員達は、現場で作業

を監視した結果を調べてみて、常にそうで
あった訳ではないことに気づいた。この調

査活動では建物の建築方法に関する実態を

精査してきた。作業員は、鉄筋を曲げるの
に手作業で、てこという非常に単純な道具

を使う。作業員は地上でかご型の鉄筋を組
み立て、その後、設置するためにそのかご

型の鉄筋を建築現場に運ぶ。 

次の写真と図[図2]では、インドネシアにお
ける鉄筋の曲げが見られるが、こうした設

 
 

工学と建設のギャップを埋める 

楢府 龍雄（日本）  建築研究所（BRI） 国際協力審議役 
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計は、数学的方程式に基づいて専門的なコ

ンサルタントが正確に作成することができ
る。補強されている鉄筋は非常に細いよう

に思われるが、手作業で曲がるようなもの

ではない。少なくとも、そうした作業用の
単純でない道具が必要となる。 

 

 

 
図2. 構造設計(上)と建築施工(下)のギャ

ップ 
 

そのため、調査団は次のような対面インタ

ビューをしばしば経験した。 
 

調査員：建築現場で、作業員はあ

なたが作成した設計の細部を理解
することができますか？ 

 
コンサルタント：はい。作業員は

理解できると思います。 

 
調査員：建設現場で、作業員はあ

なたが作成した設計の細部を本当
に理解できるでしょうか？私は、

建築現場で作業員が実際には適用

していないのを見てきました。 
 

コンサルタント：それは私には関

係ないことです。私の仕事は、設
計の細部の図面を作成するために

図表を作ることだけです。私は大

学で学び、教科書に書いてあると

おりに行ってきました。だから、
作業員が現場で行っていることは

私の責任ではありません。 

 
確かに、技術的な知識を作業に適用する専

門技術者と建築現場でその作業を実行する

作業員とでは大きな差がある。日本の建築
での施工に慣れていると、発展途上国にお

けるこうした状況は非常に理解し難いかも
しれない。BRIが多く交流している日本の建

築界では、大学で勉強した人は建築現場へ

行ってみる必要があると言う。これらの専
門家は、現場の実際の作業を見るために、

大工と直接接触する。作業において多くの

経験を持つ大工は、現場での大工の実務は
工学的なアプローチ（「専門的アプローチ」）

と同じではないと、高学歴の技術者によく
注文をつける。そのため、日本の設計者は、

現場で作業を実施する際の実務を考慮する

ことができる。しかし、地震が発生しやす
い発展途上国では、大工が現場で行うこと

と設計者が行っていることの間では大きい
ギャップがある。  

 

知識が少ない建築作業員は、技術者や設計
者から多く学ぶ必要があると、よく言われ

る。技術者・設計者から建築作業員への知

識の移転が必須であることは間違いない。
しかし、そのような知識移転だけでは、建

築作業が十分に実施され得ることの保証に
ならないだろう。鉄筋の曲げを作る場合、

単純だが技術的に適切な道具が近いうちに

開発されることはないだろう。一方で、専
門的な技術者の設計指示に加えて建築現場

で工学手法を実際的に実現することについ
ての実現可能性が考慮されるような、現場

に基づくボトムアップのアプローチが必要

である。 
 

これによって、BRIは、工学と建築現場との

間のギャップを埋めることに関する政策提
言にこの循環的なアプローチを適用したい

と考える。ボトムアップ・アプローチでは、
技術者は建築現場の実情から学び、実情に

基づく提案を行うことができる。またこの

アプローチでは、監視／モデルプロジェク
トなどを通じて建築現場における設計の実
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現可能性を検証し、建築現場から工学へフ

ィードバックを行うことが不可欠である。 
 

 

地震に対する安全性の要件を非工学的(ノ
ンエンジニアド)建物に組み入れる 

 

工学技術におけるボトムアップ・アプロー
チの適用に加えて、もう一つの重要な点に

も言及すべきであろう。ノンエンジニアド
建物である。「非工学的・ノンエンジニア

ド」という単語は、開発政策研究に関する

日本の技術者や研究者にはなじみがないか
もしれないが、「技術者や工学手法の関わ

りが少ない」ことを意味するものである。

下記の表1は、工学的建物とノンエンジニア
ド建物との差を明確にするために工学的建

物とノンエンジニアド建物比較することを
目的として作成した。 

 

表1. 「工学的」と「ノンエンジニアド」の
比較 

側面／項
目 

伝統的／ノン
エンジニアド 

工学的 

材料 その地域で入
手可能 

規制なし 

一般に、サイ
ズ、品質等で規

制されている 

建築作業

員 

非熟練／半熟

練作業員 

熟練作業員 

技術的な
介入 

介入がなし／
少ない 

設計、建設手続
き等の介入 

利用者／

住人 

低／中所得者 中／高所得者 

 
表に見られるように、材料が工学的建築で

規制されるのに対し、当該材料がその地域
で入手できるということが、ノンエンジニ

アド建築における材料選びで優先される。

住宅建築の場合、材料は通常重量があり、
ある程度の量が必要となる。労働者の質に

ついても同様に、工学的建物では熟練作業

員が作業するのに対し、非熟練／半熟練作
業員、もしくは（こちらの方が頻繁に見ら

れるが）住人や家主が自ら自分の家を建築
する。技術的関与についても類似する問題

が生じる。さらに、様々な建築の社会面の

特徴を再考する場合には、エンド・ユーザ
ーの差異を明らかにする必要がある。つま

り、低所得者はノンエンジニアド建築を用

いるのに対し、高所得者は工学的建築の恩
恵を享受することができる。そのため、伝

統的な建築は、特に手法の実現可能性につ

いて、完全に工学的建築とは異なっており、
とりわけノンエンジニアド建築には適切な

戦略が必要である。 

 
以下にジャワ島中部地震の復興作業の一例

を紹介する。この復興作業は、Teddy Boen 
(ノンエンジニアド建物に関する国際的な

専門家／世界地震に対する安全性イニシア

ティブ上級顧問)およびIman Satyarno（ジ
ョグジャカルタ、ガジャマダ大学教授）の

強力な技術支援を得て、JICAプログラムに

基づき実施された。２名の著名な専門家が
まとめた指針は、単純な技術的要件に焦点

を当てている。そして、専門家の間で、要
件項目数を少なくするために多大な努力が

払われている。研究の結果は一枚のポスタ

ーにまとめられ、作業員が適用するように
作業員の前に提示された。 

 

 
図3－1．インドネシアジャワ島中部地震後
の復興作業に見られる、より安全な住居の

ための主要要件 
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図 ３－２は、ノンエンジニアド住居の建物

設計に関する基本要件の選択ついての戦略
的基準を示している。補強のための活動の

要素を分析した結果、専門家は、費用が少

ないが安全性レベルを著しく増加させるこ
とができる要件がある一方で、安全性改善

にほとんど効果ないのに費用がかかること

がある。 
 

 
図3－2 インドネシアジャワ島中部地震後

の復興作業で技術指針の項目数を減らすと
いう選択のイメージ 

 
 

もちろん日本では、各建築要件を満たすよ

う求められる。あるいは、建築で満点をと
るために、作業する上で各行動が実施され

なければならない。もちろん理想では、同

様のことがあらゆる場所で実施される必要
がある。しかし、発展途上国の状況は満点

を狙うようなものではない。つまり、技術
者と開発政策作成者は10点を20点もしくは

より高い点を取るために多大な努力を払う

べきである。専門家は、あらゆるノンエン
ジニアド建物を「試験」に通るようにする

基本要件を開始しようと試みている。専門
家が行った要件の選択においては、「費用

対安全性」が十分考慮される。建物は、費

用は少ないが高い効果が得られる方法が、
他よりも優先順位が遥かに高く、地方の作

業員を阻害することもない。 

 
ノンエンジニアド建築における上述の必要

性を考慮しながら、効果的な項目を特定す
るには技術的な検証が必要となる。BRIは、

パキスタンやインドネシアと同様の混合比

率でセメントを使用することにより、発展
途上国に適用可能な接着法を改善するため

にモルタルの接着強度のテストを実施して

いる。 

 
これまでBRIは、筑波で実大モデルを用いて、

振動台実験も二度行っている。一度目は

2007年12月に補強なしのレンガ構造を用い
て、二度目は2008年7月に鉄筋コンクリート

の骨組の密閉石造建築物を用いて行われた。

この結果はインドネシアに適用する予定で
ある。 

 

 
 

 
 

 
 
図4. 筑波の実大モデル振動台実験 

（2007年） 

 
確かに、工学と建築現場のギャップを埋め

るための政策提言の第二条として、多大な
量の措置を完全に（非／半熟練作業員に適

さない指針作成など）講じることに集中す

るよりも、安全策においてより多くの効果
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を得るために重要項目に重点を置くという

アプローチを提起することが必要である。
特に、日本の技術者は技術で満点を求める

環境に慣れており、これにより技術者は完

璧主義者となる。しかし、ノンエンジニア
ド建物のニーズとして、安全策の普及と基

本的な実施を目指して作業における優先順

位付けを行うことが求められる。 
 

ここ日本の状況を観察すると、材料、構造、
建築の選択から、工学の専門的知識には多

くの分野があることも判明している。この

ような状況における安全策について限定的
な項目を特定するのが非常に難しい場合が

ある。少なくとも、ノンエンジニアド住居

の改善をセクター間で考慮することが不可
欠であり、これまでBRIは専門的知識の様々

な分野からの協力によって益を得てきた。
こうした作業は議論、分析、そして極めて

重要な、技術的な検証を通じて、強化する

ことができる。 
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    建築基準の実施  

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
要約 

地震に強い社会づくりのために、新規に建設される建築物に適用される最先端の建築基準

を作ることは重要である。しかし、それのみならず、全ての既存建築物の耐震性を診断し、
必要に応じて耐震補強を行うことが肝要である。耐震設計と耐震補強技術に関する国際統

一基準の制定が望ましいが、求められる建築物の性能（最低必要強度や許容できる被害の
程度）は国ごとに異なるため現実的には難しいであろう。(a) 地震の危険性、(b) 危険性

に対する許容度、(c) 経済的な背景、(d) 技術的発展(建設技術・材料)が異なるのである。 

 
はじめに 

 

地震工学は合理的な仮説や厳密な理論の上
に成り立つ純粋な科学ではない。苦い災害

経験から得た教訓や失敗例の観察と分析を
通じて発展してきたものであり、今後の災

害に際して過去の過ちを繰り返してしまう

可能性をできる限り減らしながら、インフ
ラ建設や災害に関する警告措置、被害者の

早期救済、社会の再建を改善することを目
指している。地震工学の発達により、新た

に建設される構造物の設計基準や建設工法

が改善され、新しい地震対策がとられるで
あろう。しかし、従来の技術で建設された

既存構造物も新たに建設された構造物の水

準に補強されなければ、安全な社会は実現
されないのである。 

 
建築の観点から、地震災害軽減のために以

下のような技術を開発し適用していくこと

が求められる。 
 

(a) 新規の建築物に対する効果的な耐震性
を確保した建築基準法 

(b) 既存建築物の地震に対する脆弱性の評

価方法 
(c) 脆弱な建築物に対する耐震性強化技術 

(d) 地震発生後に被害を受けた建築物に対

する、地震による(建築物)被災評価方法 
(e) 被害を受けた建築物を緊急使用に耐え

うるものにするための修復技術、並びに 
(f) 被害を受けた建築物を今後継続的に使

用するための改修技術 

 
 

 
 

求められる建築物の性能（最低必要強度や
許容できる被害の程度）が国ごとに異なる

ため、このような対策はどの国においても

同じという訳ではない点には留意する必要
がある。(a) 地震の危険性、(b) 危険性に

対する許容度、(c) 経済的な背景、(d) 技
術的発展(建設技術及び材料)が国により異

なるのである。 

 
1995年の阪神・淡路大震災では、屋根が重

く、壁の耐震性が低い伝統的な木造家屋の
下敷きになり多くの人が亡くなった。新し

い木造家屋は、地震慣性力をあまり受けな

いように屋根を軽くし、地震の揺れに抵抗
するために壁が多くつくられていたために、

はるかに少ない被害で済んだ。図２は淡路

島における木造建築物の被害状況に関する
統計を示したものであるが、築後年数が増

えるほど、より被害が大きくなっているこ
とが見てとれる。建築材料の構造特性が経

年劣化するのは事実であるが、材料特性の

劣化だけでは被害率の差は説明できない。 
 

 
図 1－1. 古い伝統的な住宅 

 

 

 

もう一つの課題  既存建築物の地震対策 
 
小谷 俊介（日本）  東京大学名誉教授 
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図 1－2. 新しい工学的な住宅 

 

図 2. 築後年数による木造家屋の被災度
（1995年、淡路） 

 

 
法改正に伴う鉄筋コンクリート構造の被害 

 
1968年の十勝沖地震は鉄筋コンクリートの

学校に甚大な被害をもたらした。例えば、

非構造のスパンドレル梁によって可変距離
が短くなった鉄筋コンクリート支柱（短柱）

は脆性せん断モードとなった。日本の構造
技術者、研究者そして一般の人々は鉄筋コ

ンクリート（短柱）の建物は耐震性がある

と信じていた。よって1923年の関東(東京)
大震災以後、鉄筋コンクリート建設は日本

中に推進されていった。 

 
政府は水平加力の条件において、鉄筋コン

クリート柱の欠陥の仕組みを明らかにする
ために広範な研究プログラムを組織した。

そして、脆性せん断破壊を防ぎ、変形能力

を改善するために、支柱間は緊密な間隔を
とることが必須となり、1971年に法の改正

が行われた。 

じん性の不足（スパンドレル梁による短柱化）  

 
図 3. 十勝沖地震 (1968 年)   

 

 
図 4. 1971 年の帯筋間隔規定の強化（建築

基準法） 
 

同時に既存の鉄筋コンクリート建物の将来

起こりうる地震に対する安全性、つまり新
しい建物は法改正によって守られているが、

同じような脆性せん断破壊が既存の建物に

起こるかもしれないことを心配している。
将来の地震に対する既存建築物の地震脆弱

性評価のための様々な方法が開発されてい
る。方法の信頼性は以後の地震による建物

の損傷の観察によってテストされた。 

1980年に耐震設計要件について画期的な改
善があった。建設省は「耐震設計法の開発」

と題する総合技術開発プロジェクトを組織
した(1972-1977)。 研究結果は建築基準法

改正に反映さた。例：地震力設計が明記さ

れるようになった。 
 

(a) 床レベルごとの水平力よりも層せん断

（各階ごとの抵抗） 
(b) 構造物の基本周期の観点 
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50 

100 

150 
200 
250 

300 
350 
400 
450 

500 

非常に古い  古い  普通 新しい 

築後年数 

建
築
件
数

 

被害なし 
軽微な被害 
半壊 
全壊 

被災レベル 

   38 



(c) 利用可能性を検討する従来の許容応力

度設計の使用 
(d) 安全性検討のための損壊部位における

水平抵抗 

 

 
図 5. 「人命安全」性能の基準 
 

 
図 6. 1981 年の新耐震設計基準のしくみ 
(各層のせん断力分布) 

 
(不十分な構造設計による倒壊：1978年の

宮城県沖地震) 
 

最後の水平抵抗は水平加力の条件において
の倒壊の仕組みを最小層せん断力と定義す

る。必要とされる水平層抵抗は階の変形能

力や構造的な不規則性により変化している
（平面上の重心や、高さによる剛性分布に

よる剛心の偏り）。 

 

ここで鉄筋コンクリートの被害統計におけ

る建築基準法改正の効果について吟味して
みたい。1995年の神戸地震災害は図７にあ

るように、明らかに近年の建築物の地震に

対する優位性を示した。被害の程度は使用
可能な被害（被害なし、軽度の被害、比較

的重要でない被害）、重度の被害（中級被

害と重要な被害）、そして倒壊（調査時に
既に撤去されているものも含む）に分類さ

れた。運用可能な被害の建物は地震後すぐ
に使用できるかもしれない。重度の被害を

受けた建物は使用するために大規模な修復

作業が必要であった。 
 

 

 
図7. 阪神・淡路大震災による建築年代ごと
の鉄筋コンクリート建築物の被害統計（ピ

ロティ形式の建築物は含まず）。 (1995年、

神戸－阪神大震災) 
 

 

 
図8. 1995年 神戸地震における鉄筋コンク

リート建築物の被害 
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図8. (続き)1995年 神戸地震における鉄筋
コンクリート建築物の被害 

 

 
 

 
図8. (詳細)1995年 神戸地震における鉄筋
コンクリート建築物の被害 

 

地震において最もよくあった失敗はピロテ
ィ形式建築物の倒壊であった。そこでは水

平剛性や一階の抵抗力が建物用途（ガレー

ジや商用）のため、一階の構造壁を取り除
くことにより上部階に比してかなり低減さ

ていた。倒壊は柱の脆性せん断破壊の形式

で一階で生じた。というのも上部階で作用
している全ての水平力は一階部分で支えな

ければならないためである。 
 

図１０は建築年代別におけるピロティ形式

建築物の損傷率を比較している。法改正（改
善）に伴いピロティ形式建築物の安全性に

著しい改善があることがわかる。ほとんど

半数の1971年の法改正前に建築されたピロ
ティ形式建築物は甚大な被害を受け、ある

いは倒壊した。現行の法は（法改正以前の）
ピロティ形式建築物を倒壊から防ぐには十

分ではない。 

 

 
図9. ピロティ形式の建物  
(1995年 神戸地震) 

 

 
図10. 建設年代別ピロティ形式の建物の被

害 
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既存建築物の脆弱性の評価 
 

世界の建築基準のほとんどは、犠牲者が発

生するような大地震の際には、建築物の被
害が起こることを、明示的もしくは暗黙的

に認めている。実際、過去には多くの地震

によって、建築物の被害がもたらされた。 
 

それでは、何パーセントの建築物が主要な
地震により被害を受けたのだろうか。社団

法人日本建築学会（略称：AIJ）は、1985

年発生のメキシコ地震後のメキシコシティ
とラサロ・カルデナス、1990年発生のフィ

リピン・ルソン島地震後のバギオ、1992年

発生のトルコ・エルズィンジャン地震後の
エルズィンジャン、そして1995年発生の兵

庫県南部地震後の神戸について、それぞれ
の被害統計をまとめた。それぞれの都市に

おいて最も甚大な被害を受けた地域が特定

され、構造技術者と研究者により、該当地
域における建築物の被害レベルの評価が行

われた。 
 

 
 

 
図11. 1985年 メキシコ地震災害 

 

 
(建物全体に対し倒壊は２％) 

 

 
（１階建てから７階建てまで） 

 
（７階建て以上） 
図12. メキシコ市の被害内訳 

 
被害レベルは、(a)建築物としての機能を保

持したレベルの被害、(b)甚大な被害、(c)

倒壊 の3段階に分けられている。日本では
1981年に建築基準法が大きく改正されたた

めに、建築物被害の数値は基準の改正前・
改正後それぞれに分けて示されている。 

 

下記の表によると、メキシコシティ、ラサ
ロ・カルデナス、バギオ、エルズィジャン、

神戸それぞれにおける大地震発生後、深刻

な被害を受けた地域の75％から95％の建築
物が、建築物としての機能を保持して残っ

たことが分かる。この統計によって明確と
なった被害の傾向としては、(a)被害の割合

は建築物の階数に比例すること、(b)新しい

技術によって建築された場合、被害の割合
は減少することの二点である。例えば、メ

キシコシティにおける大半の建築物の高さ
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は4階以下であったため、被害の割合は小さ

かった。 
 

表1. 主要な地震による建築物の被害統計 

 

被害統計により、今後発生する地震に備え、
脆弱だと認められる数パーセントの建築物

を特定することが重要であるということに
気付く。すなわち、既存の全建築物の脆弱

性について、ひとつの建築物あたり多くて

も2～3時間かけて調査を行い、安全な建築
物の「選別」を行うような簡易な方法が望

まれる。簡単な選別法により建築物が脆弱

であると判断された場合に、より詳細で高
度な調査が数週間に渡って必要となろう。 

 
簡単な方法としては、例えば、１フロアあ

たりの柱の寸法と耐力壁を、水平方向の負

荷抵抗として概算的に見積もることが出来
よう。水平方向の負荷強度は、単に建築物

の安全性を示すだけでなく、その建築構造
が地震動に対し十分に耐え得る構造を持っ

ているかどうかということも分かる。  

 
このような方法により、問題が認められる

建築物については、 （a）構造部材の構成

材料の強度および変形能力、（b）現場での
材料特性、（c）床荷重、（d）建築構造、

（e）基礎、（f）地盤、（g）地盤建物相互
作用、（h）作業の質、（i）建築物の重要

性、（j）建築年数、（k）構造設備の設置、

（l）非構造部の安全性、（ｍ）過去の危険
事象、（n）将来的に起こりうる地震の震度

といった点を考慮に入れて、より詳細な分
析を行う必要があろう。 

 

例えば、強化コンクリートによる建築物に
おいては、（a）現存する亀裂、（b）重力

条件下におけるたわみ、（c）基礎変形によ

る不等沈下、（ｄ）コンクリートの中性化、
（e）強化材の錆、といった事由によって耐

震強度の低下が引き起こされるわけだが、

建設現場においてはそういった点について
十分に調査されると良い。構造部材の強度

と変形能力は、建設現場において調査した
実測値と材料特性に基づき評価される必要

がある。 

 
 

既存建築物の補強 

 
建造物の補強方法は、構造様式（例：モー

メント抵抗型フレーム、壁システム、デュ
アルシステム）、建設材料（鉄筋コンクリ

ート、鉄骨、木材、アドベ、石材）、技術

水準（エンジニアドまたはノンエンジニア
ド）、床荷重、構造物の形状、予想挙動（重

要度および経済的水準）および地震動の予
想震度によって異なる。一般的な補強戦略

は、脆弱な建造物に被害をもたらすと考え

られる原因（すなわち、地震時の要求性能
と比較した際の水平荷重に対する抵抗およ

び変形能力の不足）を除去することである。

水平抵抗が低い場合、建物は地震がより頻
繁に発生した際に被害を受ける可能性があ

る。最大想定地震では、高い変形能力（じ
ん性）が生命の安全確保に不可欠である。 

 

例えば1995年の阪神・淡路大震災では、1971
年以前の設計基準に従って設計された鉄筋

コンクリート製の柱の脆弱性が明らかにな
った。鉄筋コンクリート製柱の損傷は主に、

横方向の補強不足に起因する小さな層間変

位のせん断状態にあった。損傷モードをせ
ん断型から曲げ型へと移行させることで、

変形能力が高まる可能性がある。 

例えば、(a)鉄筋コンクリート製柱を鋼板で
覆う、また(b)鉄筋コンクリート製柱に繊維

強化プラスチック（FRP）を被せることによ
り、せん断耐力を曲げ耐力以上に強化する

という移行方法がある。FRPシートの使用に

は、建設作業が容易である、また、材料の
重量が軽いという利点がある。柱と近接す

地震発生の都市

及び年 

建築物

の機能

を保持 

甚大な

被害 
倒壊 合計 

メキシコシティ 

            1985 
4,251 
(93.8%) 

194 
(4.3%) 

87 
(1.9%) 

4,532 

ラサロ･カルデナ

ス(メキシコ)1985 
137 

(83.5%) 

25 
(15.2%) 

2 
(1.2%) 

164 

バギオ市(フィリ

ピン)       1990 
138 

(76.2%) 

34 
(18.8%) 

9 
(5.0%) 

181 

エルズィジャン市

(トルコ)    1992 

328 
(77.4%) 

68 
(16.8%) 

28 
(6.6%) 

424 

神戸(1981 年以前

の建築物)   1995 
1,186 
(79.4%) 

149 
(10.0%) 

158 
(10.6%) 

1,493 

神戸(1981 年以降

の建築物)   1995 

1,733 
(94.0%) 

73 
(4.0%) 

38 
(2.1%) 

1,844 
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る継ぎ目のないスパンドレル梁との間に空

隙をつくることで、その柱の上下部におけ
る曲げ降伏時のせん断入力量を減少するこ

とができる。支柱構築物（耐力壁または鋼

製ブレース）の設置は構築物の応答変形を
制限するのに有効であり、したがって小さ

な層間変位時に脆性部材の損傷を避けるの

に有効である。 
 

 
 

 
図13. プレキャスト・コンクリート（上）

と外部鋼製筋かい（下）による補強筋かい 

 

 
図14. 鋼製筋かいの設置（日本の学校） 

 

 
図14. 鋼製筋かいの設置（続き） 

 
 

 
 

 
 

図15. 壁と柱はり接合の詳細（上）と柱の

カーボンファイバー補強（下） 
 

 
アドベは優れた建築材料である。例えば、

経済的で、入手しやすく、比較的建築技術

が求められず、断熱に効果的である。しか
し、アドベ製の重量構造物は地震慣性力が

大きく、大きな面内のせん断力に抵抗でき
るほど、または面外の転倒モーメントに抵

抗できるほど強固ではない。アドベ壁の保

全を維持し、面内のせん断抵抗力を増強し、
面外の基部における転倒への耐性をつける

ためには、補強方法を開発する必要がある。 

         

           

Separation

Weight on 
foundation

Separation

Weight on 
foundation  

 

コンクリート壁 

基礎上の荷重 

分離 

Casting of 
concrete in 

walls Spiral or ties

Casting of 
concrete in 

walls Spiral or ties
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補強工事を選択するにあたって、工事中に
建物が使用できるかどうか考慮すべきであ

る。一例として、鉄筋コンクリート製柱の

強化工事には、通常、コンクリート面から
モルタルやその他の仕上げ材（タイル）を

除去する必要がある。補強工事中の騒音、

震動および粉塵があれば、入居者は建物内
に残ることはできない。 

 

 
図16. 補強の効果 

 

 
 

 

 
 

図17. 免震改修 
 

 

 
 

建築物の損傷はしばしば、柱のせん断損傷
による、軟質の（および脆弱な）階層にお

ける部分的な倒壊という形で発生する。柱

のせん断耐力の強化に加え、過度の変形の
集中を避けるためにブレーシング材（斜材）

を用いて軟質の階層の剛性および強度を増

加することが非常に望ましい。 

 
剛性（および関連強度）の中心と床の主要

部との間における偏心は、構造のねじり振

動を引き起こし、剛性の中心から離れた場
所に大きな変形をもたらす。間取図の偏心

は補強工事中に修正する必要がある。 

 
先進技術に手が届くならば、特に地震後の

負傷者を手当するための病院では、基部に
絶縁装置を設置することで地震による慣性

力が減少する可能性がある。構造の応答は

同調質量ダンパーまたはエネルギー消散機
器の設置により減少する可能性がある。粘

弾性流体ダンパー、粘弾性ソリッド・ダン

パー、履歴エナジー消散ダンパーおよび摩
擦ダンパーなど、さまざまな種類のエネル

ギー消散機器が入手可能である。 
 

1995年の阪神・淡路大震災の後、基礎杭の

損傷が報告された。一部の構造物では、杭
基礎の損傷が構造物に対する地震動入力を

減少させ、上部建造物の被害を抑えると言
われている。しかし、基礎の被害調査およ

び被害を受けた基礎の修復工事にかかる費

用は高額である。本来なら、基礎構造によ
り高い耐震性を与えることが望ましい。 

 

 
 

 
 

図18. 新しい建築物のための設計基準のイ

メージ 
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結びに替えて（まとめ） 
 

建築の観点から、地震による被害を軽減す

るために、以下に述べる技術の開発及び適
用が必要となる。 

例として： 

(a)新規の建築物に対する効果的な耐震性
を確保した建築基準法 

(b)既存建築物の地震に対する脆弱性の評
価方法 

(c)脆弱な建築物に対する耐震性強化技術 

(d)地震発生後に被害を受けた建築物に対
する、地震による(建築物の)被災評価方法 

(e)被害を受けた建築物を緊急使用に耐え

うるものにするための修復技術、並びに 
(f)被害を受けた建築物を今後継続的に使

用するための改修技術 
 

論文では、既存建築物の地震に対する脆弱

性の評価方法の必要性が論じられている。
過去の主要な地震により被災した建築物に

関する統計によると、甚大な被害をこうむ
った建築物の割合は、相対的に少ない。そ

れ故に、それぞれの地域にある既存の全建

築物の、耐震脆弱性を評価することが出来
る、大まかではあるが簡単な手順が必要と

なる。もし (上記のような)簡単な手順では、

ある建築物の評価が難しいと判断された場
合には、より複雑な手順が用いられること

になる。  
 

ある建築物に脆弱性があると評価された場

合には、当該建築物は、(被災した)現地に
おいて用いられている技術によって耐震改

修が行われるべきである。現地に最も適し
た耐震改修方法は、構造タイプ、建築材料、

期待される性能、地震動への予測強度によ

り、それぞれ異なる。耐震改修に対する一
般的な戦略としては、脆弱な構造に起因す

る被害の原因となり得るものを取り除くこ

と、例えば、横方向の耐荷重性や地震が発
生した際に必要とされる変形能力の欠如な

どが挙げられる。 
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概要 
本論は、国連地域開発センター（UNCRD）防災計画兵庫事務所の活動の一部として行われた

最近の被災地における現地調査をまとめたものである。ここでは最近の 5つの大規模な地

震関連災害として、インド洋津波（2004年）、パキスタン地震（2005年）、ジャワ島地震
（2006年）、ペルー・ピスコ地震（2007年）、中国四川地震（2008年）の現地調査に基づ

き、地域開発を促進する上で住宅の安全対策の観点から、その経験・知見をまとめている。 
 

はじめに 
 

コミュニティ防災や学校・住宅安全などの

主要事業とは別に、UNCRD防災計画兵庫事
務所では、社会や構造物への影響、再建の

過程、防災への備えに向けた知恵などを理
解するため、災害の発生後に現地調査を行

っている。防災関連の国連機関の業務には、

調整、人道支援、財政、開発、社会開発、
調査・訓練といったいくつかの機能がある。

UNCRDは地域開発計画の立場から、国連機

関として調査・訓練業務を担っており、そ
れぞれの国や地域の経験や実情を収集する

ことが求められている。 
 

 
図1 防災業務の範囲と関連国連機関等 

 
自然の脅威は常時生じているが、社会は以

下のような災害の危険に直面している。ⅰ）

人口と都市地域の増大、ⅱ）後発開発途上
国の貧困層への増大する被害、ⅲ）悪化す

る生態系と気候変動。特に地震は社会の底
辺だけではなく中間層にも大きな影響を及

ぼす。 

これらの層は社会において人口の大部分を
占めているため、その国のあらゆる活動に

深刻な影響を与える。そこで以下では、最

近のインドネシア（2004年と2006年）、パ
キスタン（2005年）、ペルー（2007年）と

中国（2008年）の現地調査と、住宅の地震
対策上の教訓の分析を行っている。 

 

 
インド洋津波（2004年） 

 

インドネシアは自然の脅威に対して大変脆
弱であるとされてきた。環太平洋火山帯に

位置しており、地震、火山噴火や地震活動
による津波が多い。雨季の豪雨を伴う熱帯

気候は、洪水や土砂崩れをもたらす。これ

らの自然の脅威が、高い人口密度、貧困、
低質な建築物と問題のある都市計画、不適

切な警報システムと不十分な防災対策制度
のために、災害を発生させる。地方政府と

コミュニティは、これらの課題を解決する

ための緊急支援を必要としている。アチェ
における 2004年津波などの経験から多く

の教訓を得ることができる。物理的な再建

は復興の一面であり、経済社会的な復興も
ある。 

 

 
図 2 津波の記録、インドネシア・アチェ 

調整機関 ISDR
（旧 IDNDR, UNDRO）

開発協力機関
UNDP、（JICA ）

社会開発機関
UNES CO、WHO

開発融資機関
World Bank、ADB

研究・研修機関
UNU、UNCRD

人道支援機関
OCHA、UNICEF

政治
防災体制、政策

経済
防災事業、財政

社会
防災教育、生活

知識
防災技術、普及

対象範囲

（災害別） （分野別）

洪水 観測・警報

暴風 備蓄・避難
地すべり 土地利用

津波 基盤施設
地震 住宅・建築
噴火 ライフライン
干ばつ 農業・農村

疫病 保健・医療
森林火災 融資・保険

海面上昇 防災教育
など 研究開発

など

 

 

近年の震災からの経験 

安藤 尚一 (日本)  国際連合地域開発センター防災計画兵庫事務所 所長 
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図 2 (続き)アチェの建築 2007年 12月、

インドネシア、バンダ・アチェ州政府 
 

UNCRD は、2005年 8月と 2007年 12月（災

害後 3年目）にバンダ・アチェを訪問した。
都市部の再建が進められており,多くの住

宅とほとんどの公共施設は 2007年末まで
に再建または修復されていた。 

2回目の訪問中に、シャクアラ大学の一人

がその経験を語ってくれた。彼は自宅にい
るときに高さ 7－8メートルにおよぶ津波

にあい、一緒に自宅にいた多くの友人たち

が一瞬のうちに見えなくなった。彼は幸い
にも流れてきた船の端につかまり、完全に

津波が終わるまで待って生き延びることが
できた。しかし 3ヵ月後、彼は強烈なショ

ックから無力感に襲われ、激しいトラウマ

（PTSD）に悩まされた。そのとき心理療法
のボランティアが、津波で多くの友人を失

ったトラウマから彼を救ってくれたという。 
海岸線から数キロメートル入った内陸部の

住宅地に、いくつかの船が残されていた。

それらの地域には膨大な量の新築住宅の建
設現場がある。ほとんどの公共施設は再建

が完了していたが、住宅はまだ復興過程の

最中であった。 
 

 
図 3 陸に残った舟、バンダ・アチェ 

 

 
図 3 (続き) 住宅地に取り残された船、

2007年 12月、バンダ・アチェ 

 
 

パキスタン地震（2005年） 
 

2005 年 10月 8日に発生したパキスタン地

震で、バラコット市は最も激しい被害を受
けた。市内の 70％の建物が倒壊し、2006年

3月に UNCRD が訪れた際にはガレキが市内
のいたるところに残されていた。冬の気候

が緩む 2006年の早期には、やっと再建が始

まっていた。市場では新しい商業施設が建
設され始めており、調査団は現地の NGOが

バングラデシュ・チームと建設した現地よ

り品質のよいミャンマーの竹を用いたモデ
ル住宅を訪れた。 

訪問したもうひとつのモデル住宅は、ネパ
ールの NGO；NSET（ネパール地震工学協会）

が、HABITAT と現地政府の支援を受けて建

てたものである。 
 

 
 

図 4 NSET によって再建された住宅、2006

年 3月、パキスタン 
 

 

 

   47 



 
図4 伝統的住宅の地震被害、2006年3月、

パキスタン 
 

NSETの建設方法は新築の場合にのみ適用で

きるものである。しかし、その工法は地域
の建設技術者や技能工になじみがあるもの

であるため、被災地の耐震建築や住宅を建
てる最適の工法であろう。UNCRDは同様の

（補強）建設工法を NSETとともに、アフガ

ニスタン、イラン（2003年バム地震後）や
インド（2001年グジャラート地震後）で推

進した経験がある。 

 
2006 年3月のパキスタン訪問の際に、UNCRD

はムザファラバードでの JICAによる震動
台実演テストを活用した耐震住宅の一般へ

の教育ワークショップに参加した。これま

での UNCRD主催のセミナーやシンポジウム
で、NSETが開発し実演したこの意識啓発の

手法は、提案する耐震補強住宅の効果を示
す最も説得力のある方法である。この時に

は、最近開発された PPバンド工法が紹介さ

れ、この JICAワークショップでは 300名を
越える参加者のすべてが、NSETの専門家の

説明に耳を傾けた。この実演では 2種類の

典型的な住宅の 6分の１模型が作成され、
（ひとつは壁と柱に補強がなされ、もうひ

とつは何も補強しないもので）補強工法に
よる変化を大変わかりやすく示すことがで

きた。 

 
2007 年 4月には、再びパキスタン北部地震

の被災地を訪れ、脆弱性の評価、再建の努
力と地震被災地の耐震建築に関する今後の

見通しを調査した。2006年 3月の訪問時に

比較すると、住宅や町の再建はかなり達成
されていた。特にほとんどの病院は再建さ

れていたが、学校の一部は被災したまま残

されていた。調査によれば、この大災害の
原因は、地震が大きかったことというより

は、基本的に地震災害リスクを認識してい

なかったことにある。建設時に高い質を持
って作られ、維持管理がなされ、構造材を

しっかり結合するといった単純な耐震性の

配慮が守られていた建築物は、激震地であ
っても壊れていないものが観察された。 

 
2007 年 4月には、再びパキスタン北部地震

の被災地を訪れ、脆弱性の評価、再建の努

力と地震被災地の耐震建築に関する今後の
見通しを調査した。2006年 3月の訪問時に

比較すると、住宅や町の再建はかなり達成

されていた。特にほとんどの病院は再建さ
れていたが、学校の一部は被災したまま残

されていた。調査によれば、この大災害の
原因は、地震が大きかったことというより

は、基本的に地震災害リスクを認識してい

なかったことにある。建設時に高い質を持
って作られ、維持管理がなされ、構造材を

しっかり結合するといった単純な耐震性の
配慮が守られていた建築物は、激震地であ

っても壊れていないものが観察された。 

 

 
 

 
図 5 ムザファラバード市の遠景（上）と

市内の様子（下）2006年、パキスタン 
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被害のほとんどは組積造住宅に集中してい
た。一般に材料と労働者の質、特にモルタ

ルとコンクリート工事の質は低い。木材（ま

たは木と石）を用いた伝統的な建築は廃れ
ており、鉄筋コンクリート造にレンガの壁

を用いた工法が使われてきている。この新

しいタイプの建築の質は、大いに問題があ
る。被害を受けた住宅の復興過程は、その

意味ではよい機会である。住宅の所有者が
再建に当たって利用できる資源は限られて

おり、部分的または段階的な建設が行われ

ているが、予想外の問題を生じている。例
えば、適切でない建築部材の接合部や使用

している建設材料の急な変化などである。 

 
 

ジャワ（ジョクジャカルタ）地震（2006年） 
 

2006 年 9月にインドネシア・イスラム大学

（UII）のサルウィディ教授の案内で、2006
年 5月にジョクジャカルタ南部（市の中心

から南および南東へ約 5～20Km）で起こっ
た地震被災地の主要な場所を、UNCRDの一

行が訪問した。一階部分が完全に倒壊した

政府庁舎（地方徴税事務所）やセオン郡に
あるジョクジャカルタ SENI大学の被害を

受けた教育学部校舎などである。 

 
一行は、最も被害の大きかったバントゥル

県にあるUIIが実施中の再建事業も訪問し
た。日本大使館から草の根無償の支援を受

けてUIIは、プレレット郡の大きな十字路近

くの被災地の中心部で地域の人向けに、柱
と梁を鉄筋コンクリートで補強したレンガ

造（いわゆる補強組積造）のモデル住宅を
建設していた。この努力の成果を観察する

ために、一行は近くの森の中にある2つの村

を訪れた。ひとつの村では、日本の建築研
究所の専門家とサルウィディ教授が共同で

招かれ、いくつかの試験体を作って村ベー

スでの試験を行っていた。村には地震前に
造られた耐震モデル住宅があって、地震に

耐えた成功例となった。 
 

一行はジョクジャカルタにあるガジャマダ

大学（UGM）も訪問し、大阪大学で建築と都
市計画を学んだ建築学科のイカプトラ教授

に会った。UGMでは（竹、やしの木や木材を

使った在来の）津波や地震に強い、複数の
モデル住宅を開発していた。UGMの専門家た

ちは、ポスターを使ってコミュニティの人

たちに耐震技術や住宅再建・修復の知識を
広めるための努力を重ねている。 

 

 
 

 
図 6 復興モデル住宅（上）と伝統建築の
地震被害（下）2006年 9月、インドネシア、

ジョクジャカルタ特別州 

 
 

2007年12月に行われたUNCRDの第2回調査で
は、兵庫県の一行とともにジョクジャカル

タ特別州政府の地域開発局の計画部長の案

内で、学校や幼稚園を中心とする地域の重
要施設の再建状況を視察した。兵庫県は、

240人の生徒がおり1901年に建設されたマ

ルゴヤサン小学校（ジョクジャカルタ市内）
の耐震改修を支援することを決定した。ま

た、一行はバントゥル県にあるプルス・ム
ティアラ幼稚園周辺にて、地震から1年半後

には住民の相互協力のしくみにより、コミ

ュニティが再建されている様子を観察した。 
 

   49 



 

 
 

 
図7 在来工法の工場が倒壊（上）、竹など
地域の材料を使った再建（仮設）住宅（下）、

2006年9月ジャワ島、ジョクジャカルタにて 

 
 

ペルー地震（200７年） 

 
ペルーには国家建築基準の開発の長い歴史

がある。国家基準は 1963年に制定され、リ
マにおいては 1968年から施行されており、

地震対策の新しい知見をもとに近年改定も

されている。最新の建築基準があるとはい
え、基準の実施についてはさまざまな理由

によりまだ効果的とはいえない。特に、専
門家の間での最新の建築基準の重要性に関

する認識と注目の欠如と、建築や都市計画

を扱う地方行政当局の能力の欠如が大きな
制約要因である。 

 

耐震安全基準の基本目標を達成するために
は、基準の適用、実施の監視、理解の促進

と設計のための一定の準備、専門家による
監督を実施するための仕組みが必要である。

さらに重要なことは、市民への建築基準遵

守のための指導と並んで、建築基準の効果

的な実施のための地方政府の能力向上が必
要不可欠である。 

 

 

 
 

 
図８ ペルーの伝統的なアドベ住宅（上）
と店舗建築（下）の地震被害、住宅の撤去

再建(中)、ペルー、ピスコ、2007年 8月 

 
民間を含む関係者の役割が、建築基準遵守

の動機付けの仕組みと建築基準に示された
構築物の社会的市場性の構築のために重要

である。最も大きな課題は、伝統的な戸建

住宅であれ集合住宅や公的住宅であれ、建
築基準を個々の住宅にも適用することであ

る。ペルーのすべての住宅に建築基準が適
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用されることになっているが、これらのす

べてについて自治体当局による適切な監督
を受けることは、ほとんど不可能である。

小規模な業者の間では建築基準による手続

き規定の遵守を避ける傾向がある。基準の
適用を強制するには、実施と監督のシステ

ムの創設を通じた義務的適用が必要である。

これは、適切な戦略を開発し、技術的な質
問に応えられる設計データの収集と基準の

現場への適切な適用を確認するシステムを
設けることによって達成されよう。 

 

 
 

 
図９ 2007年地震で家を失い困惑している

家族（上）とアドベ造住宅の被害（下）、

ペルー、ピスコ周辺 
 

UNCRD による地震にまけない住宅計画
（HESI）は、中南米の対象国としてペルー

を含んでいる。その最初の専門家会合から

ハビエル・ピケ、ペルー工業大学学長が講
演者として招かれ、基準の適用に当たって

必要な手段を理解するための中央と地方政
府の能力開発の基本的な必要性を明らかに

した。そこでは建築許可システムの適切な

連鎖と確認・検査を通じての基準の実施の

ための人的、財政的資源の計画も伴う必要

があるとされた。 
 

偶然にも 2007年 8月のピスコ（ペルー）地

震のわずか 1週間後に開かれた国際会議と
ペルーHESIワークショップで、ペルーにお

ける HESIプロジェクト実施の重要な基礎

が築かれた。ピスコ沖で 2007年 8月 15日
に生じた地震で、主として住宅の倒壊によ

り 500名以上の人命が奪われた。その後、
ペルーでは住宅の安全性が大きな関心を呼

んだ。にもかかわらず、大部分の人々は、

国家建築基準に注意を払うこともなく、危
険性の高い住宅に住み続けている。アドベ

造（日干しレンガ）の基準を含む建築基準

の普及は、将来の災害防止のために重要で
ある。ペルー国家建築基準の実施に責任を

持つ地方政府の参加と動員は、建築基準の
効果的な全国適用の鍵である。ペルーでは

中央政府と地方政府のよりよい調整が必要

である。UNCRDの役割は、これら主要機関
間の調整の改善を支援することである。 

 
 

ブン川地震（2008年）四川省 

 
2008 年 5月 12日の午後に生じたブン川地

震では、行方不明を除き 69,000 名を超える

死者と住宅を失った人たちが 100万人生じ
た。2008年 6月上旬には、国務院報告と新

聞報道から以下の事項が報告されている。 
 

・四川省の北西部地域は、マグニチュード

8.0の地震に襲われた。 
・最も被害の大きい市は、都江堰市、綿竹

市と北川県である。 
・多くの学校が倒壊し、ガレキにより子供

達が亡くなった。 

・地震から 10日後には、ほとんどの救助活
動が終了した。 

・中国政府は、初期の段階から被災地のデ

ータを公開した。 
 

UNCRD の最初の調査は、主要な被害と国の
政策遂行に関係するコミュニティ内の活動

を明らかにするために、2008年 6月上旬に

行われた。基盤施設、特に道路はまだ再建
途中であったが、中国政府は 1ヶ月のうち
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にウェブサイト上に被災地の詳細な地図を

公開したので、調査の目的を達成すること
ができた。はじめに、四川省の州都である

成都市の北100kmに位置する人口50万人の

綿竹市の中心に入った。 
 

 
 

 
 

 
図 10 木造、レンガ造の伝統建築の被害

(上・中)と店舗建築の被害（下） 

中国四川省、2008年６月 UNCRD 撮影 
 

綿竹市では、特に遵道鎮や漢旺鎮といった
北西部が大きな被害を受けていた。市の中

心部ではそれほど大きな被害は見られなか

ったが、調査団の見たところ、人々はヒビ
の入った集合住宅に住むのを怖がっていた。

市の幹線道路沿いのいたるところで多くの

テントが張られていた。 
 

調査団が大きな被害を受けた地域（遵道鎮

や漢旺鎮）に近づくに連れて、壊れたレン
ガ造の住宅が増えてきた。市の中心部と比

較して、これらの町には低層の住宅が多く

あり、大部分はレンガ造または鉄筋コンク
リート補強レンガ造の１－２階建てである。

災害救助と復興事業において重要な管理作
業を行うべき町役場は、完全に倒壊し撤去

されていた。役場の平らな広場にはいくつ

かの仮設の事務所が建てられていた。 
 

調査では、成都市行政区の一部であり、成

都市の中心部から西 50kmに位置し、世界遺
産に指定されている歴史遺跡で有名な都江

堰市も訪問した。観光地であるにもかかわ
らず、その時点で歴史遺跡の区域には多く

の避難民がおり、観光客はまったく利用で

きなかった。李冰中学校を訪れた際に、学
校のガレキが片付けられた後に、兵庫県が

日本政府を通じて2008年5月に寄付した何
十張もの白いテントが設置されているのを

見た。 

 
被災地における復興作業の困難さを理解し

つつ、調査では元 UNCRD名古屋の研究員で、

中国政府の依頼を受けて復興計画の一部を
管理している北京清華都市計画設計研究院

公共安全研究所の顧林生所長を通じて、政
府の分析で明らかになった課題一覧を入手

した。 

 
 

・5月 12日のマグニチュード 8.0の本震以
降、7月 9日までに（7月 8－9日にかけ

ての 24時間の 226回を含む）合計 16,599

回の余震があった。 
・7月9日（水）時点での国務院報道によ

る公式発表の死者数は 69,197 人である。

負傷者と行方不明者数は、それぞれ
374,176 人と 18,379 人である。 

・国務院報道によれば、5,461,900 戸の住
宅が倒壊し、5,932,500 戸の住宅が重大な

被害を受けそれ以外の21百万戸の住宅が

修繕が必要であるとされた。 
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・最終的に都市部や近隣のガレキは、田畑

や地方部の谷に埋められ、一部は再建の
ための資材として再利用されることにな

ろう。 

・中国陸軍は、すでに8百万立方メートル近
くのガレキを処理している 

 

・温家宝首相は、指導原則としての「経済
社会開発に伴う生態環境の保全」の確立

を含む再建復興に関する規則に署名をし
た。 

・地震後の汚染された水は大きな環境課題

のひとつである。 
 １）地震せき止め湖 

 ２）汚染物質の流出 

 ３）工場からの廃棄物 
・政府の地震救済基金は 560.088 億元（81

億9千万米ドル）に達し、そのうち500.748
億元は中央政府から、5.3.4億元は地方予

算からである。 

・国内および海外からの支援は、現金と物
資合わせて 560.925 億元であり、そのう

ち 200.479 億元が最も被害の大きい地域
に送られた。 

・158万張りのテント、487万枚の毛布、

1,410万着の衣類と184万トンの石油燃料
が被災地に送られた。 

・7月 9日（水）の正午までに 53,295km の

地震で被害を受けた道路のうち、
52,418km が修復され、供用されている。 

・7月8日（火）までに救援要員が447,600
戸の仮設住宅を建設完了し、それ以外の

23,600戸が設置準備されている。50,600戸

分の新築用の資材がすでに被災地に到着し
ている。 

 

 
図 11 中層集合住宅の被害 5－6 階建
ての建物、中国四川省 

 
図 11 (続き)漢旺鎮の病院、中国四川省 
 

UNCRDの四川省での第二回目の調査は、2008

年8月上旬に地方政府による再建復興事業
とその実施上の課題を間近に調査するため

に行われた。調査では、特に地震被害の大
きかった市のひとつである綿陽市の計画局

など地方政府と会合をもった。 

 
（表1）綿陽市における2008年5月12日地震

による被害とその対応 
被害人口 人口5百万人のうち21,963人死亡、7,795人

行方不明、 

174,000人負傷 

救 助 さ れ

た人 

24,135人がガレキ中から救助、188,900人

が手当て 

（約1万人が詳細な検査を受けるため、他

の病院に転送された） 

倒壊住宅 市の北西部の多くの住宅（江油市区域を含

む） 

農村住宅：合計69百万平米、841,000戸が

倒壊 

都市住宅：合計6.3百万平米が倒壊、57百

万平米が一部損壊 

（3／4の住宅が全壊または一

部損壊、173万人が被害） 

産業被害 直接経済被害額、297,840百万元 

地質災害 2,432箇所の地質災害、55箇所の地震せき

止め湖を含む（地震による土砂崩壊によっ

て形成されたもの）上旬に最大のせき止め

湖が原因で避難した住民は173万人に上っ

た。 

避 難 所 の

開設 

5月13日（地震の翌日）に大規模施設（体

育館など）を利用し開設 

交通規制 災害直後から、緊急車両のみ通行許可 

市 に よ る

事業 

仮設住宅、医療手当て、基盤施設の復旧な

ど 

 
綿陽市は 2千年以上の歴史を持ち、今や四

川省では第二の規模の都市であり、市の中

心部（約 70平方キロ）に約 70万人が住み、
市全体では約 5百万人の人口である。市に

は合計で 17万人の研究者がいる 22の有名
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な研究所が立地しており、科学技術都市開

発の推進の鍵となっている。また、中国で
はユニークな試みとして「科学観光」に基

づく誘致も行われている。地震直前の 2007

年には、市の総生産は 67,350 百万元に達し、
西安、成都および重慶と高速道路で結ばれ

ている。また、市内の空港からは毎日北京、

上海や杭州行きの便が出ている。 
 

綿陽市での会合では、市の幹部から以下の
ような再建復興計画の重点事項の説明を受

けた。 

（１）住宅再建（農村住宅を含む） 
（２）基盤施設再建 

（３）産業の再活性化 

（４）農業復興 
（５）観光回復 

（６）対口支援（協力） 
（７）維持、保護および安全 

（８）経済と生活の調和の取れた開発 
 
 

分析とまとめ 
 

いずれの現地調査においても、地震災害の

場合には建築物の倒壊が悲劇の主要因であ
る。耐震建築とあわせて災害に強い社会基

盤を構築するには、技術者と政府の協力が
基本である。最も最近の中国四川省での災

害後の現地調査で見られたように、住宅や

避難施設に関する事項が再建の最重要課題
であり、地震時における対応作業の重要な

部分を占めている。 

 
これらの現地における状況を踏まえて、

UNCRDは2007年から地震にまけない住宅計
画（HESI）を開始し、インドネシア、ネパ

ール、ペルー（アルジェリア、ただし2007

－09年の間は安全上の理由により実行でき
なかった）の3（4）カ国を対象にさまざま

な活動を行ってきた。住宅の安全にかかわ

る多くの課題のうち、2007年1月の神戸での
専門家会合で、建築の設計・建設過程にお

ける耐震建築基準の実施の必要性が、成功
裏に取り上げられた。そこで、HESIでは、

これらの国での耐震建築基準普及（ABCD）

と能力構築が開始された。このような試み
は、いまや国際機関や開発当局によるその

他の開発計画にも広まっている。つまり、

UNISDR（国連国際防災戦略）やUNDPインド
ネシアの「優良な建築設計と建設のハンド

ブック」、JICAインドネシアの事業やネパ

ールにおけるHESIの相手であるNSETのさま
ざまな活動などである。 

 

以上の現地調査では、特に災害後に現場で
の準備作業に直面する関係者、コミュニテ

ィの住民に直接働きかけ動機付けをするコ
ミュニティワーカー、地域において重要政

策を実施する地方政府の職員や国家レベル

での政策決定者などの能力構築を含むさま
ざまな対策の実行への強いニーズが明らか

となった。 

 
 

 
 

 
 

 
図 12 ペルーにおける HESI会議、2007年
（上）とネパールにおける耐震政策決定者

の HESI会合時の現地視察（下） 
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要旨 

本論はカトマンズ渓谷の建築状況を俯瞰し、ネパール社会における実践的なレベルでの耐
震建築基準の施行経過の概要をまとめる。耐震建築基準の施行に関してネパール地震技術

協会（NSEＴ）による適用アプローチについて述べ、全国的に防災文化を効果的に普及する

ためにさらに効果的な“ボトムアップ”と“トップダウン”両者の重要性についてまとめ
る。 

 
民間部門の技術者と専門家として、耐震建

築基準施行について議論することは、たと

えそれがネパール国内の事情のみだとして
もNSETにとっては困難な課題である。本論

はNSETがネパールで建築基準普及の取組み

に関して採用した手順をいくつか説明する。 
 

背景：カトマンズ渓谷における建築 
 

ネパール中央に位置するカトマンズ渓谷

（図 1）における住宅建設の建築プロセス
を見てみると、大半の建築は村落地域のみ

ならず、都市地域においてさえも住宅主自
身が建築している。建築物の全責任を負い、

より短期間で仕事を行う建築業者による建

築数は、郊外では目覚ましい増加を遂げて
いるが、住宅主自身による建築はこの地域

では未だ一般的である。 

 

 
図 1．カトマンズ渓谷での住宅建設の建築
プロセス 出展: 建築統計調査  SEDM (2000) 
 

一方で、そのような形式の建築を取り囲む
社会的課題は非常に重要である。都市では

ノンエンジニア住宅の率が高いにも関わら

ず、耐震建築基準とその施行を考慮する限
り、政策決定者、建築専門家、潜在的な住

宅主を含んだ一般市民、そして教育を受け 

 
た集団といった社会全体の中では、あまり

意識されていない。皮肉にも、地震時には

破壊者となるそのような脆弱な社会を神は
創造しているのである。 

 

技術に注目すれば、一般の人々の力は必要
とされるレベルには到達していない。幾つ

かの地域では、泥モルタルや焼成煉瓦を含
む低品質の建材が残っている。建築プロセ

スに関わる方法に関しては、適切な方法を

実際に広めていくには複雑な過程がある。
ネパール政府DUDBCのサンガチェ局長がシ

ンポジウムの冒頭で述べたように、建築の
適切な様式の実施過程には、主に次の四段

階がある。 

 
第一は、建築業者に建築させる高い意識、

第二に（耐震性の）安全な住宅建設方法を

広める耐震建築基準として捉えられるもの、
第三にルーキー工科大の名誉教授アリヤ氏

により言及された専門家が入る前のガイド
ライン、そして最後に村落地域の住宅にお

けるガイドラインである。貧困層から富裕

層といった社会・経済背景の違う中での多
くのタイプの建築物区分は困難かもしれな

い。しかし、ガイドラインとその他の社会
的要素のもとで、適切な材料と人材を伴っ

た十分な基準に従う限りどのようなタイプ

の建築物でも耐震化されうるということを
保証している。 

 

このようなプロセスと考えが技術には反映
される一方で、特に、他の国で受け入れら

れるレベルの安全性を手にできない国民が
大多数を占める後発発展途上国や、経済的

に脆弱な国について語る時には、経済資源

を建築におけるもう一つの追加要素として
考慮に入れている。これらすべてのプロセ

 

ネパールにおける建築基準実施への挑戦 

 
アモッド・マニ・ディキシット（ネパール） 
 
ネパール地震工学協会（NSET) 代表 
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スと異なった適用方法の違いにより、エン

ジニアド建築とノンアンジニアド建築とい
った二つの明確に分けられる建築方式によ

って耐震技術は普及し、使用される。 

 
建築の方法と建築プロセスを考慮すると、

10パーセント以下の建築物はエンジニアに

よって建築された建築物であり、90パーセ
ント以上が職人や地域の業者によるノンエ

ンジニアド建築であることが分かる。一方
で、建築前の投資に関しては、多くの研修

や育成段階が技術者や技術者見習いがいる

にも関わらず、大多数の職人への研修投資
はほとんどない。特に、ネパールでは、有

資格建築事業者の育成への投資がない。そ

のため、ネパールでの住宅建設の主要関係
者を挙げると、顧客（住宅主）がいる一方

で、建築現場監督と設計の責任者を有する
コンサルタントのほか、建築業者、職人、

住宅主、 建材供給業者、職工がノンエンジ

ニアド建築では重要な役割を担う。 
 

 
NSET によるアプローチ：“Make Unaware to 

Be aware”（知らない人に気づかせる） 

 
ネパールでの住宅主自身によるノンエンジ

ニアド建築は耐震要素がない。エンジニア

ド建築でさえも不幸なことに耐震の必要性
に合致していないことが多い。というのも

技術者の関与が現場での作業ではなく、建
築の準備段階のみで行なわれているからで

ある。政治的経済的な状況により、安全で

ない新しい建物が早急に建築されている。
加えて、既存の安全でない多数の建物が国

の地震災害リスクを高めている。それゆえ、
これらの問題に取り組むためには、革新的

なアプローチが取られるべきである。能力

ある職人と技術知識のある多くの人々、そ
して膨大な数の住宅主自身が建築に向き合

うことにより、NSETはそれらの人々をまと

めて、耐震建築基準施行に関わる課題につ
いての意識を高めようとした。 

しかしながら、地震に強い安全な住宅への
取り組みを開始するために、多くの職工を

まとめることは目的・達成そして効率バラ

ンスの観点からは非現実的なアプローチで

ある。何万という建築物があるのに対して、

数百人以下の講師しかいないのである。 
 

 
図 2．安全な住宅建設に関わる利害関係者
間のギャップ 

 

 
それらの困難に直面して、NSETは国を超え

た国際協力を受け入れ、第一線の専門家や
学識者を加えた非常に強力な技術集団を組

織するという別のアプローチを採用した。

継続的に科学的知見を持つ専門家からの助
言を得られる NSETのような技術者集団の

積極的な関与があって、経験と専門的知見

を持つプラットフォームをより良いかたち
で形成する事ができた。NSETはまた、現場

の能力ある職人達の意識を高め、技術を伝
えるプラットフォームとしてのモバイル・

チーム（出前技術団）の積極的な関与を提

供することができた。 
 

同時に、技術者達は安全な住宅建設に関し

ては意識を持たない、住宅主を含む一般市
民に対する意識啓発に努めてきた。意識を

持たなかった人が意識的になると、レンガ
職人への厳しい目と同様により技術を持っ

た建築職人への需要を生み出す。最終的に

は、安全な住宅建設のみならず、防災文化
を形成し、「目覚めた」人々がその社会の

他の異なった分野にも同様な流れを広めて
いく。 

 

NSETは、こうした過程を広めていくべきで、
一般市民の間で意識啓発の連鎖を作り出す

ために、より多くの人を関与させて行くべ

きだという事を学んだ。これは非常に大き

より安全な住宅建設

防災文化/ 安全性の文化

一般市民/コミュニティ 能力ある職人

技術
オリエンテーション

技術 / 研修人材

需要/  
監視
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住宅主-
建築者

関係者:
数十万人

関係者:    
数十万人 関係者:           

数千人以下

関係者: 
数百人以下

より安全な住宅建設

防災文化 / 安全性の文化
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関係者:    
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数百人以下
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な仕事であり、社会的目的達成の概念の下

で構築されなければならない。 
しかしながら、NSETが取り組んでいること

はまず一般市民に技術的なノウハウを伝え、

それら一般市民が学んだ技術を社会の中に
取り入れ始めることである。その過程は、

社会学者、心理学者そして防災文化の普及

に寄与する情報技術者の参画を必要とする。 
 

図 3は、社会の隅々まで耐震建築基準を浸
透させるための取り組みで、幅広い枠組み

で NSETが実施していることを示している。

その枠組構築のためには多様な投入が必要
であるが、戦略の全体像を示し、最終的に

は安全な住宅建設と防災文化へと導くもの

である。 
 

たとえ市民社会の側で意識を形成する努力
をしたとしても、それは十分ではない。執

行機関における非常に強力な政策指針の開

発を社会が持たなければ、その努力は容易
に失敗する。それため、上位の政策実施レ

ベルにおける、政策形成過程に対する監査
への意識形成が必要である。適切に監査さ

れ、教育され、規制違反に対しては罰を科

し、政策、基準、指針、メカニズムといっ
た社会を強化する多くの法律や準法律手段

によって後押しされるべきである。社会側

からは、既に上述した耐震建築基準施行へ
のコミュニティでの更なる法令遵守が必要

である。 
 

 
図3. 耐震建築基準施行の別のアプローチ 

 
これまでに述べた課題と活動は多くの機関

の調整により実施される。一般社会の一部
としての NSETだけでなく、他の社会目的達

成要因と同時に政府機関との協働も伴う。

この集団は初めに、カトマンズ渓谷の大都

市圏内の地方自治体の一つ、ラリトプル（パ
タン）準大都市から活動を開始した。 

 

 
図 4. 政策、基準及び施行 

 

 
努力の結果として、80％以上の新たに建築

された建物が2003年1月からの国家耐震建
築基準に適合している。残り 20％は、申請

者の積極的な参与により施行中である。

NSETは大きな問題なくその申請者の 15％
から全体の20％が耐震建築基準に適合する

と見ている。この過程で、NSETは社会目的

達成要員や機関のみでなく市の建築主事
（建築行政担当官）もうまく参加させるこ

とができた。 
 

このプロジェクトは非常に新しかったが、

地方自治体(市)が、政策指針を含む非常に
大きな政治的支持を受けて見事に実施した。

地方議員、市長そして責任感あるスタッフ
がそれぞれの立場で「地震安全課」という

別の部局を立ち上げた。もちろん、特別な

部局を立ち上げることがこの過程において、
地方自治体の良好な参画を示すとは言えな

い。問題が完璧に処理されたようには見え

ないが、安全な建築のためには非常に正当
で強力な一歩である。 

 
同様な取り組みがカトマンズの大都市圏の、

さらに広い地域を含む地方自治体で実施さ

れている。しかし、2007年からのボトムア
ップとトップダウンアプローチの一部をよ

り小さな地方自治体が容易に受け入れてい

るにも関わらず、政治的な不確定さにより
既存の建築物や制度の変化の必要性を主張
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したがらない大きな組織で取り組むことは

とても困難である。しかしながら、いくつ
かの他の地方自治体は現在、耐震建築基準

の義務化に成功し、他にも現在取り組み中、

準備中、そして同じ手法で施行中の地方自
治体が出てきている。 

 

ここにまとめた取り組みは、現場で耐震建
築基準を実施する努力の一つに過ぎない。

多くの関係者と協働することによって、こ
の課題に対してそれら参加者が気づいたの

は、一般市民が、NPO、NGO、政府機関そし

て学術機関など例えどのような機関であろ
うと、責任ある機関によってシステム化さ

れた方法で、安全性に取り組む責任ある人

材を求めているということである。そのた
め、一般市民が自らの安全を達成するため

の手段を開発することが必要である。 
 

 

市民との多様な取り組み 
 

耐震建築基準の施行への取り組みと共に、
NSETは一般市民の意識啓発は必要不可欠だ

と信じている。このような意識啓発プログ

ラムを通して、計画担当者はコミュニティ
の人々と直接接し、支援すべき地域を明確

にできる。意識啓発プログラムでは、多く

の参加者があり、耐震建築物技術のモデル
発表や振動台デモンストレーションなども

含んでいる。 
 

 
図 5 振動台実験デモンストレーション 
 

加えて、NSETは意識啓発活動の一つとして
「地震診察（クリニック）」という新しい

用語を打ち出した。これはクリニックのよ

うなプログラムであり、一般市民はクリニ
ックに入ってきて、担当者が問題に答える、

というものである。クリニックは個人とや

り取りをし、NSETは展示やキャンペーンと
いった集団活動も先導する。 

 

 
図 5 (続き) 地震クリニック 

 

振動台デモンストレーションは、一般市民
に対する意識啓発の実用的手段である。一

般市民に安全性を直接見せる事によって、

計画実施者は市民のリスク認識に取り組む
ことができる。これらの手段は、コミュニ

ティの人の前で、リスクを非常に簡単な形
で見せる。 振動台に乗せられた物がコミュ

ニティの人々の生活に直接影響するような

ものならば、人々は安全性の重要さを自身
の生活の重要な一部だと見ることができる。 

 
NSETは車に振動台を取り付けてそのような

デモンストレーションを行なうことを考え

ている。これにより、全てのコミュニティ
に対してプログラムを実施することが可能

になる。NSETは効率のために再利用可能な

材料を使用しようと考えているが、それと
同時に、すべてのプログラムの質を低下さ

せないことが重要である。 
 

さらに、多様な研修を簡略化するために、

実際の建材を見せたり、建築方法を見せた
り、違いを見せるといった継続的な努力が

試行されている。地域の職人の研修に関し

ては、毎年の「地震安全の日」を含む多様
な機会を利用して、NSETは努力を惜しまず

政府の強力な支持を受けて数千人の職人を
研修している。国際的にも同様であり、NSET

は日本の建築研究所を含む、意識啓発プロ

グラムへの協力を得ている。UNCRDとのパ
ートナーシップとともに、NSETは、地域の

職人を対象にした耐震建築基準施行に関す
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る研修プログラムの機会提供を実施してい

る。UNCRDの HESIプログラムの下で、多様
な関係者と関わることは、政府と地域職人

の間の相互作用の機会になり、また多層な

レベルでの耐震建築基準の施行が必要であ
ることを象徴している。 

 

 
 

 
図 6. ネパールでの HESIシンポジウムと現
場研修、2008年 5月 

 

 
結論 

 
意識啓発と職人技術の向上が、効果的で効

率的な耐震建築基準施行には必要であるこ

とは明らかである。トップレベルでの意志
決定のみでは、施行の課題への取り組みは

十分ではない。現場での十分な数の専門家
が必要である。一方で、ボトムアップアプ

ローチは、効果的な耐震建築基準の施行に

は非常に有効である。ボトムアップアプロ
ーチを実施する際には、使用可能な手段が

幾つかある。しかし同時に、強力な政策面

での支持と環境が不可欠である。多様な側
面からの努力があれば、ネパールのような

経済的に脆弱な社会においても地震に負け
ない安全な住宅を持つ社会を作り上げるこ

とは不可能ではない。 
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要旨 

本論では、UNCRD による地震にまけない住宅計画（HESI）の 2008年までの諸活動について

まとめる。HESIは、対象国での耐震建築基準の施行に関する統一的な取り組みを開始する
ため計画された。対象国はインドネシア、ネパール、ペルー等である。このプロジェクト

は四つの内容から構成されている。建築規制における現行の制度の評価、意識啓発、政策
開発と能力構築である。実際の現場では、建築規制の施行が非常に困難を伴う作業である

ことを理解した。ほとんどの途上国、特に上記の対象国では既に建築基準が制定されてい

るにもかかわらずである。このプロジェクトで得た課題を要約しながら、本論では途上国
での安全な建築を保障するためのさらなる課題について触れる。 

 

はじめに 
 

世界中の異なる地域における建築物や都市
環境への地震による被害が示しているのは、

地震災害対策が都市や地域の持続可能な開

発のための必須事項の一つであるという事
実である。地震災害対策には、適切な耐震

建築基準の施行等が必要である。耐震建築
基準による規制が適切に施行されていない

インド、パキスタン、中国や他の途上国で

の犠牲者数と比較した際、耐震建築基準施
行の長い歴史を持つアメリカ合衆国、日本

やその他先進国での限定された犠牲者数は、

都市での地震災害がいかに減少できるかの
指標となる。 

 
しかしながら、建築規制の長い歴史を持つ

国々でも、建物の欠陥は頻繁に見受けられ

る。Burby and May(1999)は、1994年ノー
スリッジ地震後の詳細なアセスメントが、

「耐震建築基準が厳格に適用されていたな
らば、被害はもっと少なかっただろう」と

いう事実を明らかにした。同様な評価が、

建築規制の施行の歴史が長い日本でも、そ
の事実に反して多大な犠牲者と経済的損失

を出した 1995年の阪神・淡路大震災後にな

された。 
 

 耐震建築基準は、地震や他の自然災害に対
する建築・都市環境の性能を向上する手段

である。2006年に UNCRD により実施された

調査では、大多数の地震国は既に耐震建築
基準が制定されており、多数の国がその基

準を施行している。しかしながら、維持管
理体制や実施計画手段の欠如など、例えば、

都市開発手段として一般市民や建築業者、
建築家、実施自治体等の間での地震災害の

減少についての意識欠如が耐震建築基準の

実施適用の低さの要因となっている。「実
施適用の失敗は、耐震建築基準の効果を低

減させ、基準適用のより強固な施行手段の
ための方策への課題を提示する。」（Burby 

and May, 1999） 

 
 耐震建築の科学技術は飛躍的に発展して

おり、耐震建築基準、規制や標準の中に織

り込まれる実用的なものになってきている。
しかし知識基盤と有効な手段のこのような

進歩に関わらず、過去の地震被害は、どう
これらの知識を現場に還元し、地震のよう

な災害による損失を減少させるかを問うと

いう課題を生み出している。数十万の世界
中の脆弱な建築物は将来の地震での悲劇的

な命運を待っており、さらに脆弱な建築物
は今も建築されている。 

 

 過去の地震による被害の検証は、実際には
建築物は設計よりもその建設方法によって

左右されることを示している。建築のすべ

ての工程、つまり計画段階から建設そして
維持管理までの地震災害リスクを軽減する

ことが重要である。適切に設計された建築
物は、もしも不適切に建設されるなら設計

通りには機能しないだろう（図１）。 

 

 
建築基準実施の枠組み 

地震にまけない住宅計画(HESI)の経験から 
ジシュヌ･クマール･スベディ（日本） 

国際連合地域開発センター防災計画兵庫事務所 研究員 
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図 1. 2001 年グジャラート地震による新築

ビルの崩壊（上）、手抜き工事が柱の一つ
に見える（中上）、およびネパールで建築

中のビルでも同様な工事の様子がみてとれ

る（下 2つの写真） 

  

耐震建築基準の普及 
 

2006 年、UNCRD は多くの国の政府、地方自

治体に対して耐震建築規制、その施行状況
および普及状況に関する情報を収集するた

めのアンケート調査を実施した。また安全

な住宅計画へのイニシアティブと次段階の
計画策定への準備として、UNCRDは、耐震

建築基準の普及（ABCD)に関する専門家会合
を2007年1月17-19日にかけて神戸で開催

し、そのアンケート回答の分析報告と課題

の明確化を行った。調査結果と専門家会合
の要旨は以下の通りである。 

 

耐震建築基準の施行状況 
多くの地震災害脆弱国は耐震建築基準を制

定してる。 
 

アルジェリア（1981年制定、1988年施行） 

インドネシア（1998年制定、2005年施行） 
ネパール（1994年制定、2004年施行） 

ペルー（1963年制定、1968－70年施行） 
 

例えばインドネシアでは 1960年代に建築

基準の原案が作成されている。いずれの国
でも施行が鍵である。 

 

耐震建築基準施行の諸課題 
（ネパール、ペルーなどの回答、以下同じ） 

１．地方自治体や関係者の受容能力 
２．公務員の建築監視技術の不足 

３．低給与のスタッフ 

４．専門的技術訓練及び継続研修の欠如 
５．建築士、請負業者そして現場従事者の

技術及び理解不足 
６．耐震建築基準に対する技術者の動機不

足 

７．社会的・経済的障害 
 

さらに、以下のような指摘もあった。 

８．市民の意識の欠如（ネパール、バング
ラディシュ） 

９．誤まった認識－耐震建築基準に沿うに
は高コスト（ネパール） 

10．多数を占める非公式建築（ペルー、ネ

パール） 
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地震にまけない住宅計画（HESI） 

 
これらの背景から、UNCRD防災計画兵庫事

務所は地震にまけない住宅計画（HESI）を

2007年からインドネシア、ネパール、ペル
ーなどのプロジェクト対象国で実施した。

HESIプロジェクトの目標は、地震被害を防

ぐ安全な住宅構造の促進及び耐震建築基準
の効果的な施行を通した人命、財産、生計

の防護である。HESIの目標は以下の通りで
ある。 

 

－ 地震による人的・物的損失のリスク軽
減のための、耐震建築基準の重要性に対

する理解を関係者間で高めること 

－ 住宅、特に伝統的な住宅の安全性を高
めるための推奨政策の開発 

－ 建築基準普及のための中央・地方政府
職員の能力構築 

 

HESIの主導する四つの活動は以下の通りで

ある。2/ 

制度評価  
意識啓発  

政策開発  

能力構築 
 

 
図 2. HESI の四つの活動と各活動の相互関

連性 
 

 

HESIの四つの構成要素とそれらの相互関連
性は図 2に示されている。HESIの構成要素

の重要な一つは、自治体職員、政策策定者
そして一般市民の中で意識を作りだすこと

にある。意識啓発は安全性に関する文化と

強固なコミュニティ形成のためだけの道具
ではなく、減災に向けた政策策定の需要形

成のためのものでもある。最終的にこの需

要は、政策の導入環境を形成、自治体への
耐震建築基準導入の実現そして高度な専門

家育成の需要形成に寄与する。 

 
 

耐震建築基準の導入：施行と規制 

 
耐震建築基準の導入は、政策策定者から一

般市民までの幅広い層の関係者への干渉を
伴う。彼らの役割は相互に関係づけられる

ため、他の関係者により生じる不満は耐震

建築基準の効果的な施行にとって深刻な障
害要素となる。たとえアプローチと必要な

手段が異なっていたしても、ピラミッドの

全ての関係者をカバーする事が必須である
（図３）。 

 
関係者のピラミッドの基底は多数の一般市

民であり、ピラミッドの頂点は自治体職員

やその他の政策や手法に責任を担う人間を
含んでいる。ピラミッドのより高いレベル

においては、規制を通した実施は効果的か
もしれないが、法令の遵守はピラミッドの

底辺においてより効果的である（図 3）。 

 

 

 
 

図3 効果的な耐震建築基準施行のための規

制と法令遵守 
（関係者のピラミッド） 
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法令の遵守を達成するには、意識啓発が
政策手段と能力構築と並んで最も重要な仕

事である。法令の遵守と規制は相互関係を

有しており相乗効果がある。規制の効果的
な施行は、法令遵守に強く依存しているが、

法令遵守は住宅ローンや保険といった間接

的な規制手段で効果的に実現され向上する
であろう。法令遵守は効果的で達成可能な

戦略であるとともに間接的、直接的手段に
よって補完される。 

 

 
材料の品質と職人 

 

建築基準の存在とそれらの真摯な施行努力
にもかかわらず、現場での地震にまけない

住宅建設の実現は高品質の材料、職人意識
そして住宅主、建築業者、職人の意識改善

を必要とする。 

 
2004 年の津波後、アチェは急速な建築ラッ

シュを経験し、より多くの建築物を建築し
ようとする多くの開発業者の流入があった。

住宅建築におけるこの介入は大量の材料供

給と多くの職人を必要とした。しかし、ど
ちらも不足していた。地域産業はブロック

やセメントといった建築資材を十分供給で

きず、妥協した品質となった。建築経験の
ない人々がレンガ職人や大工として働き、

彼らは一切建築に関わる品質について訓練
をうけておらず、耐震建築はおざなりにさ

れた。 

 2008 年 10月の UNCRD により実施された品
質を重視した建築研修のアチェでの建築現

場の視察後、研修参加者は材料の品質と職
人意識についての多くの課題を報告した。

以下がその報告書の要旨である。 

 
「柱の基礎は地面下に設置されず地表に露

出している、これは設計段階での考慮の欠

如を示している。」 
「ブロックの品質は悪く、手で破砕する事

が可能である。」 
「低い職人意識が現場で見られ、水平面に

沿った柱の大きさがばらばらであったり、

補強鉄筋が露出している。」 
 

 
 

 
 

 
図 4. アチェで確認された設計、材料の品

質そして職人意識の問題（HESI・UNCRD） 
   

 

これらの課題は、アチェに限らず世界の他
の都市にも直結する。耐震建築基準施行の

一方的な規制メカニズムのみでは問題が解

決しないために、地震に対する建築・都市
環境と建築の安全性を実現するにはその他

の要素と統合される必要がある。 
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耐震建築基準施行の枠組み 

 
耐震建築基準の施行は多くの部局との協働

が必要であり、それぞれの自治体の出発点

はそれぞれ違う。その地域での既存の建築
工程、自治体内で入手可能な資源、既存の

産業の状況そして意識及び地域の職人の能

力に依るところが大きいために、耐震建築
基準の施行の戦略は異なったものとなる。

現実的な施行戦略を実現するには、自治体
自身が状況を検証、評価して、課題を掘り

起こし、彼ら自身で最適な戦略を練ること

が必要である。 
 

このアプローチを用いて、UNCRDは自治体

に対して耐震建築基準の実施への枠組みの
向上のためにネパールのカトマンズで研修

ワークショップを実施した。このワークシ
ョップには約 30の自治体が参加し、年間の

建築数と種類およびその大きさによって三

つのカテゴリーにグループ分けされた。 
グループの相互作業に参加した参加者は、

現地視察に参加して、既に耐震建築基準を
施行しているカトマンズとラリトプルの二

つの自治体を訪れた。最後に参加者は効果

的な耐震建築基準の施行のために最重要だ
と思う活動に優先順位をつけた。以下の表

１にある順位づけは、中規模サイズの自治

体のグループによるものである。ワークシ
ョップの詳細な成果は、別の出版物として

出版された。 
 

表 1. ネパールの中規模自治体により選定

された活動優先順位（2008） 

 

二つの優先項目が最重要であると優先付け
られた。（１）既に耐震建築基準を施行し

ている自治体の経験を生かした実施手順の

ガイドラインの作成および（２）設計者と
技術者の能力向上である。 

 

 
耐震建築基準施行の経験 

 
ラリトプル準大都市（LSMC）はネパールで

最初に耐震建築基準を施行した自治体であ

る。ラリトプル(パタンともいう)の経験は
ネパール国内の耐震建築基準施行へ試行錯

誤しているほかの自治体のみならず、他国

の自治体にも適用が可能である。耐震建築
基準の施行枠組みにおける一つの優先事項

としては施行手順の書類作成もあり、UNCRD
と LSMCは共同して「耐震建築基準の施行に

関するハンドブック」を出版した。(図５．

ラリトプル準大都市の経験と教訓、ネパー
ル) そのハンドブックは組織構成と共に

アプローチと LSMCの実現手法を要約して
ある。 

 

ここでは、LSMCが耐震建築基準の施行と並
行して能力構築活動と意識啓発活動をどの

様に実施したかに関する情報を提供してい

る。職人の研修プログラムの概要について
は必要な材料と予算見積表、チェックリス

トによる市民の意識啓発プログラムの一例
と予算見積表そして現場視察システムのチ

ェックリストの詳細を掲載している。 

 

 
 

図 5．HESIプロジェクトについての二つの

出版物 
 

No活動内容 

1 ガイドライン施行のための準備 

2 技術職員への研修と海外からの助言 

3 設計者へのコンピュータ使用の構造設計研修 

4 検査部門と現場監督の設立 

5 簡単な指針の拡大 

6 住宅ローン制度と耐震建築基準との連携 

7 新しいレンガ職人、建築業者及び技術者への研修
（年間建築数100に対してレンガ職人50人、補助

技術者10人、技術者5人への研修） 

8 市民とAクラス建築物に対する現場監督の義務化

9 刺激を与える事による地域建材供給業者と地域
商工会からの積極的な参画 
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図6. 能力構築プログラムの効果的な実施

のためのフローチャート 

 
 

能力の構築 
 

設計者と職人を含む技術者の能力構築は簡

単な仕事ではない。数百人の設計者や構造
技術者が設計と建築に関わり、数千人の職

人が現場で働いている。加えて、住宅主、
契約業者、建築業者そして自治体職員が意

識啓発と能力構築プログラムを必要として

いる。可能な限り多数の関係者に意識啓発
の機会を提供し、能力構築の実施を効果的

にするためには段階的なアプローチが最適

である。 
 

UNCRD は、まず自治体職員と技術者のため
のオリエンテーションプログラムとマネー

ジメント研修で始まる段階的アプローチ

(図６)を採用した。次の段階として、自治
体の技術者への能力構築が続いた。職人へ

の研修と意識啓発のために、技術者や建築
業者の中で多くの人材の確保を必要とする。 

 

必然的対応としては、講師育成研修（TOT）
の実施によって講師を育てることで、彼ら

に更なる研修を実施してもらうことである。

この戦略は、能力ある多くの人材と現場で
耐震建築基準を遵守できる技術を持った職

人の育成に寄与するであろう。 
 

 

結論 
 

耐震建築基準は地震災害リスク軽減のため

に重要な方法である。耐震建築技術の発展
と地震のインパクト軽減技術のこれまでの

成功にも関わらず、多くの地震災害脆弱国

は未だに耐震建築基準の施行に問題を抱え
ている。これら地震災害脆弱国は耐震建築

基準を既に策定している。これは必要不可
欠な一歩だが、十分ではない。耐震建築基

準の施行の実現には、地震にまけない住宅

建設が掲げる目標を達成しようとする過程
で同時並行的に開発されるその他多くのア

プローチが必要である。 

 
耐震建築基準規制の観察からいくつかの重

要な点が以下のように要約できる。 
 

１. 耐震建築基準の存在にも関わらず、効果

的な施行は挑戦的な課題であり多くの
地震災害脆弱国は耐震建築基準の施行

に多くの課題を抱えている。 
２. 施行と介入の程度はそれぞれの都市に

よって異なり、非公式な業者が大部分の

建築を占める小さな自治体にとっては、
経験的強制規定（ノンエンジニアド建

築）が住宅の更なる耐震性向上にはより

有効である。 
３. 地震災害リスク軽減は、設計者、建築業

者、職人、住宅主、建材業者その他多く
の関係者の協力的な努力を必要とする。

材料の品質と職人の意識の向上はより

安全な住宅環境の実現には必要不可欠
である。 

４. 意識啓発プログラムは必要不可欠な導
入段階であり、それが需要を作り出し、

効果的な耐震建築基準の施行に対する

行政側の意志との連携協力を円滑に促
す。 

５. 能力構築は耐震建築基準の施行におい

て必要な優先的プログラムであり、段階
的な能力構築により時間と労力を軽減

できる。 
 

 

 
 

 
マネージメント研修 

オリエンテーションプログラム 

施行機関の技術者の能力構築 

講師の育成研修 能力ある設計者/講師 

職人研修 

建築業者への研修 住宅主へのオリ

エンテーション 
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注釈 
 

1/ 詳細は以下のウェブ 

http://www.hyogo.uncrd.or.jp/hesi/hesi
_index.htm 

2/ HESIの詳細と成果物 

http://www.hyogo.uncrd.or.jp/hesi/hesi
_index.htm 
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討論  

 

閉会 

 



 

 
 

 

 
（討論） 

 

アナンド･スワルプ･アリヤ インド工科大
学ルーキー校名誉教授 

 
インドにおける法の実施の問題は過去何年

も、注目を集めてきました。そして我々が

考えていることは、国は強制的な建築基準
を構築すべきということです。インドの現

在の状態として、1962年以来、地震安全法

があります。この法律は、すべての建築物
やインフラ設備、例えばダム、橋などのた

めに用意されていました。1967年には、一
般建築物のために法律が施行されました。

しかしそれらはうまく機能していません。 

 
なぜそのようなことがおこるのでしょう？

なぜなら、これらの法律というのは法的に
有効だが、強制ではないのです。その結果

として、法的なしくみと義務との間に違い

が生じます。どのようにしたら、それらは
強制となるのでしょうか？それらは自治体

の建築条例によって実施される場合に限っ

て義務となるのです。 
 

住宅計画の許可を求める場合は、それらの
計画はすべての安全基準や手続きや法律を

守り、もしくは取り入れているかチェック

されるでしょう。これはチェックが行われ
る場所です。すべての自治体、デリー市を

含むすべての建築物は建築法に沿って設計
しなければならないにもかかわらず、建築

条例には何の強制要件もありません。それ

は設計者や技術者が受け入れるかどうかに
かかっています。それゆえ私は、施行する

ための最初の仕事として、どのような法の

枠組みを作成しても、自治体の建築条例を
通して義務事項にしなければなりません。 

 
これは住宅の安全性を推進する最初の一歩

かもしれません。この調査を担当している

内務省でインドがやっていることは地方の
建築条例を実施させることです。実際、地 

 

 
 

 

 
方の建築条例はもっと作られるべきであり、

そのような行動が地震にも安全な住宅への

最初の一歩としてとられるべきであると強
く信じます。 

 

 
 

さらに、自治体の技術者によって行われて
いる建築計画承認を通して法を施行するた

めに、自治体職員の能力強化を行う必要が
あります。法の施行のための道筋をつくる

うえでそれは絶対的に重要で必要な能力が

欠如しているので、建築者の好きなように
させるのではなく、強制的に建築条例を施

行できるまで、十分な訓練を効果的に自治
体の技術者に行うべきです。 

 

その結果、技術者は認可を出す前に計画に
ついて総合的に調査しなければならなくな

ります。最近の建築物では、設計者はすべ

ての鉄骨柱、モルタルタイプ等の情報を、
計画図面の中で宣言しなければなりません。

建築条例があれば、検査はより簡単に実施
され、建物構造の実態が透明になります。 

 

二番目に、説明責任が必要です。現在、説
明責任は建築計画と一緒に提出されるある

種の形の証明書によって認められています。
つまり所有者の認定書、建築業者の認定書、

建造物構造設計認定書です。これらの名前

は自治体の記録にもはっきりと残すべきで
す。もし何か起こったら、認定書を発行し

た者が問題に対する責任者となります。 

 
 

討論 

ノンエンジニアド建築と建築基準の実施に関して  
会場からの発言 
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二つの重要な要素である透明性と説明責任
を確保することです。法律は現在、地方自

治体、すべての州政府において実施される

準備ができています。いくつかの自治体に
よって施行されてはいるが、様々な利害関

係者が制度化された方法で施行することは

世代を超えて続いていくためには重要であ
ります。ただ一時的に何かをしているだけ

では行動は長続きしません。ここで挙げら
れていること、つまり私がインドで行って

いる仕事やネパールの同僚のケースは十分

でないということです。それらの仕事は、
効果を長引かせるために制度化して取り込

まれるべきであります。 

 
 

イマン サティヤルノ ガジャマダ大学教
授（インドネシア、ジョグジャカルタ市） 

 

基準や標準の施行を通じて法の執行を行う
べきです。もし、法に従う詳細を建築労働

者が知ったら何がおこるでしょうか？ 彼
らに対して何をすべきでしょうか？ もし、

質の悪いレンガ販売者がいたら何をすべき

でしょうか？ 
 

もし法が施行されていなければ、法を遵守

しない慣習は何度も繰り返されるでしょう。
これはみなが直面している問題です。問題

は具体化しているが、社会は実行していま
せん。 

 

 
 

しかしながら、実際には法的強制はありま
せん。私は、これがすべての規則や基準を

適切に履行するための重要な要因だと考え

ています。辛辣な言い方かもしれませんが、

（レンガ積みの）目地を作らなかった建築
労働者は刑務所に送られるべきであります。

法を尊守しないことを犯罪行為と見なし、

それに対して罰則を課すことはおそらく一
つの解決策でありますが、私はそれが良い

アイデアとは思いません。 

 
いずれにしても、何か手を打つべきです。

ジョグジャカルタでは、地震後、すべての
建築労働者がガイドラインに従っているよ

うに思えます。彼らは法に従っています。

しかし、もし彼らがミスを犯したら災害が
再び起こるかもしれないことを恐れていま

す。しかしながら、数年後にはおそらく彼

らはそれを忘れるでしょう。そのような状
況において、アリヤ教授が述べられたよう

に、制度化された法の施行があるならば、
建築物の質は長期使用に耐えうるものとし

て保証されるでしょう。 

 
 

カルロス クアドラ 秋田県立大学准教授 
（日本） 

 

ノンエンジニアド(在来)建築の基準の問題
点について言及したいと思います。恐らく、

問題の一つのとして、建築主が法を尊守し

ないことです。なぜでしょうか？ 
 

なぜなら、その土地が建築許可を得るため
に提出するように求められている土地所有

権証明書と違うからです。多くの居住地が

人々によって占領され、そして人々は自力
で土地を獲得しています。彼らは土地を分

割取得しましたが、それが自分の土地であ
るということを証明するものは持っていま

せん。問題はここから始まっています。 

正規の建物を作る際に、彼らは土地証明書
が必要です。彼らは証明書を得ることがで

きなかったので、独自に建物を建てはじめ

ました。もちろん、彼らだけで建築してい
るわけではなく、習慣として彼らはレンガ

職人と一緒に行います。 
 

私が取り上げたい他の問題は通常の規則の

もとに建設された重要な施設が地震時に崩
れることです。建築規則に適応していたで
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あろう、あるホテルが地震の時倒壊しまし

た。彼らは建築のための許可を得ていまし
た。しかし、何が破壊の原因なのでしょう

か？ 

このケースの場合、私は彼らの技術知識不
足だと思います。不幸なことに、優秀な専

門家は、ほとんどの国土の大部分を占める

地方ではなく、大都市に集中しています。
地方には有能な専門家が居ないため、地方

と都会における工学技術と専門技術者の分
布のかたよりは取り組むべき主要な分野の

一つです。 

 
 

安藤 尚一 国際連合地域開発センター防

災計画兵庫事務所 所長 
 

建築法をどのように履行するかについて言
及したいと思います。ここには二つの問題

があります。第一の問題としてペルーのケ

ース、所有者は建築法の正式な手続きを取
るかどうかということです。 

正式に建築すると、所有者は税務署が彼ら
の所有地に税金を課すのではないかと考え

ます。また、いくつかの国においては現行

の税制のせいで正式な手続をした建築物の
割合を下げているかもしれません。さらに、

所有者が時間のかかる正式な手続きを取り、

建設工事の早期実施に向けて、より多くの
問題に直面することを選択するかというこ

とです。政治家達は建築法施行が経済成長
を妨げるのではないかと考えてしまいます。 

 

実際に、去年や一昨年、日本において建築
許可手続きの遅れが、ちょっとした社会問

題を引起した軽い経済不況の原因となりま
した。日本では、建築確認手続きは税制度

と関係ありません。幸運なことに、財務省

は建設省に依存していませんでした。現在
のところ、日本における税制度と建築確認

制度には関係がありません。 

 
私が取り上げさせて頂きたい第二の問題は

経済不況、もしくは手続きの遅れと建築法
の適用です。通常、日本の建築確認制度は

大きな建築物の際には 3週間以内に自治体

が許可を出すようになっています。小規模
な建物や一戸建住宅の場合は許可を 7日以

内に出すようになっています。その一方で、

他の国々では、調査もしくは許可に一ヶ月
や二ヶ月要しています。もし、手続きにお

いてある種の透明性があれば、経済の停滞

を導くであろう手続きの遅延は、建築法の
適用と全く関係ないということになるので

はないでしょうか。 
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（閉会の言葉） 

 
本日はこのシンポジウムへご参加頂き、誠

にありがとうございます。私は UNCRD防災
計画兵庫事務所に従事したことがあります

ので、本日の討議の総括を頼まれたのだと

思います。 
 

 

議論のレビュー 
 

本日我々は、建築法の施行について議論を
進めて参りました。アリヤ・インド工科大

学ルーキー校名誉教授が、彼の一般建築物

政策についての知識や経験を元に素晴らし
いプレゼンテーションをして下さいました。

一般建築の国際的専門家であるテディ・ブ
ーン氏よりインドネシアの経験についてご

紹介がありました。彼は、我々にアチェに

おける一般住宅再建過程の様々な問題点を
見せて下さいました。同様に、国際開発援

助政策における重要な問題点も上げて頂き

ました。 
 

最近、建築法が取入れられたネパールに関
して言えば、サンガチェ DUDBC局長は実施

のための努力や活動の成果を紹介して下さ

いました。楢府 BRI審議役は工学技術は正
確に建築現場では使われていないという事

実を強調され、そして技術的仕事と建設の
隔たりについて議論されました。 

 

小谷東京大学名誉教授は旧い建物の改修や
具体的事例のある様々な補強方法の応用に

ついての技術的な見識を与えて下さいまし

た。彼はまた現行の建築法ではカバーされ
ていない既存の建物の問題をあげて下さい

ました。UNCRD防災計画兵庫事務所の所長
である安藤氏は UNCRDの任務として行われ

た現地調査について説明して下さいました。

そして将来の住宅耐震活動をめざした戦略
的建築のための教訓を適用しています。ネ 

 

 
 

 

 
 

 
 
パールから、NSETのアモッド・ディキシッ

ト氏が現場における建築基準法実施の観点 

からの活動における様々な考え方を紹介し
て下さいました。ネパールでの経験は強力

な政策支援が導入される必要があることを
明示しています。 

 

最後に、UNCRD 兵庫事務所の研究員である
スベディ氏は UNCRDが建築法施行の普及、

特に討論でアリヤ名誉教授より賛同を受け

た規制を義務化する活動だけでなく、建築
規則を遵守させる制度化に向けて UNCRDが

行っていることについて言及しました。 
 

 

政策協定による耐震住宅のための更なる課
題 

 
明らかに、政策建築法遵守の政策を制度化

することは最も重要なことであり、必要不

可欠です。“遵守”と言われる時、それは
幾分「上から命令が来る」という感じです

が、相互訓練、相互管理の方法は法のモニ

タリング活動を行うスタッフ達の能力開発
だけでなく、意識を目覚めさせる意味でも

行うべきであります。しかし、日本におい
てさえ、建築法の普及と施行は最新の建築

 
 

閉会のことば   岡崎 健二（日本）  政策研究大学院大学（GRIPS） 教授  
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法を適用していない（または）、建物の老

朽化により地震に対して安全でない既存建
物を効果的に保護するにはいたっていませ

ん。 

 
意識を目覚めさせること、問題への敏感性、

能力開発と教育の重要性はシンポジウムに

おいて、今日のほとんどの発表者よって提
起されています。全ての既存建築物が単に

そのようなルートによる建築法の普及によ
って、地震災害に対して十分に安全である

というのを期待することは非実用的なのか

もしれません。 
 

私の意見では、我々の社会の中に法の施行

を妨害するいくつかの要因があるのではな
いかと思います。例えば、非遵守者は遵守

者よりも多くの利益を得ることができる幾
つかの方法があります。建築基準法は建物

の耐震性を保障している一方で、災害によ

る被害者の建築基準法遵守の有無に関わら
ず、被害者は災害後に相互援助基金によっ

て同等のサポートを受けることができます。 
 

日本の事例ですと、倒壊家屋の特質を尋ね

ることなく、最低 300万円が生活再建支援
基金から被害者へ支払われるでしょう。同

様に、5,500億円をサポートする地震保険

（80%は税金からの直接収入である国庫収
入より支払われている）はおそらく建築基

準法に従っていなかった多くの人に支払わ
れるでしょう。結局、法を守らない人は多

くの税金を使うために正当化されている一

方で、法の遵守者のそれについては権利が
少ないということ、つまり、復興資金だけ

でなく、ガレキの除去や仮設住宅の設置の
ような災害復旧時についても言えます。 

 

結果として、人々が建築基準法を守るため
に更なるイニシアティブを作る新しいしく

みがあるはずです。つまり、より多くの給

付金が法遵守者に保障される一方で、非遵
守者への給付金は、一般に復興支援という

より、人道的必要性の側面にもっと焦点を
当てることで、再考されるべきであります。

遵守者のための正当性は社会で法令順守の

ためのインセンティブを創るために必要不
可欠であると思います。これは、建築法に

良く従っていて、しかし不幸にも家の倒壊

にあった人に復興や回復のために最大かつ
迅速なサポートが受けられるように援助シ

ステムは作り直されるべきであるというこ

とを意味しています。もう一つの選択肢は
遵守状況をもとにして税金や保険の支払い

を区別することではないでしょうか。 

 
建築法遵守を制度化するために、そのよう

な努力があれば、耐震工事や技術は広く普
及され、また社会の中で深く実行されるこ

とを私は信じています。 
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概要 
インドネシアの各地では、ほぼ毎年地震が発生し非工学的な(ノンエンジニアド)建築物の

破壊などの被害を受けている。多くの被害者や地域経済・地域発展に深刻な影響を与えて
いるにもかかわらず、対策はほとんど取られていない。ジョクジャカルタ(2006年5月 27

日)、西スマトラ(2007年 3月 6日)、ベンクル(2007 年 9月 12日)、ドンプ(2007 年 11月

25日 スンバワ島)、シムルエ(2008年 2月 20日)で起きた地震のすべては、かつて起きた
ものの繰り返しであり、ノンエンジニアド建築物の重要性をほとんど認識できていない証

拠である。同じ様な失敗を今日まで繰り返している状況なので、今こそ「インドネシアに

おける地震対策」を見直す時なのである。この論文はインドネシアの抱える重要な問題に
おいてノンエンジニアド建築物こそが地震対策であるということを述べている。 

 
キーワード: 非工学（ノンエンジニアド）、基準、技術能力、研究、改修 

 

 
問題点 

 
インドネシアでは大きな被害をもたらす地

震が起こるたび、地震に関する問題は新聞

やメディアによって幅広く報道される。そ
して、政府は対策案を公表し、多くの専門

家たちは新聞や雑誌のインタビューに引っ

張りだことなり、状況分析や今後の予防策
についての意見を求められる。言うまでも

なく、インタビューを受けた専門家すべて
が詳しい専門知識を備えているわけではな

く、一般市民を混乱させることがある。 

 
真の問題は地震発生時の非工学的(ノンエ

ンジニアドな)建築物の損害・倒壊であり、
耐震対策であるノンエンジニアド建築物の

必要性がほとんど注目されていないという

ことである。そして、地震に関するセミナ
ーや集会を行うことが重要なのである。そ

のような試みは地震対策へと繋がり、被害

軽減へと繋がるであろう。ジョクジャカル
タ(2006年5月 27日)、西スマトラ(2007年

3月 6日)、ベンクル(2007 年 9月 12日)、
ドンプ(2007 年 11月 25日 スンバワ島)、

シムルゥ(2008年 2月 20日)などここ２年

間で受けた地震の被害は「インドネシアの

地震問題とは何か」ということを考えさせ
られる重要な機会となった。 

 
2004 年 12月 26日アチェで起きた現代史上

最大の大津波やここ２年間で繰り返し起き

た大地震は、インドネシア全体における耐
震構造の強化という劇的な変化もたらした

と言えるが、耐震建築物に関する規制はい

まだにない。よってアチェやジョクジャカ
ルタでは、ほとんどの建造物はいまだに地

震被害が起こる前の技術で建設されている。 
 

このような被害後、普通、政府は包括的な

災害復興計画を打ち立てるべきである。し
かし、今日まで建造物再建に関する要請は

何も出されていない。一例を挙げてみると、
インドネシアでは初等教育が義務付けられ

ているのだが、多くの校舎はいまだに地震

で崩壊したままである。ジョクジャカルタ、
西スマトラ、ベンクル、ドンプ、シムルゥ

発生した地震は貧しい人々の生活を奪った。

ジョクジャカルタでは JICAの支援を受け
村の貧しい家庭に向け建築許可制度を紹介

する活動が行われているが、ノンエンジニ
アド建築物の基準はいないままである。建

築許可制度とは基準強化の一部である。 

 

 

インドネシアの地震問題 

 
テディ･ブーン (インドネシア)   ノンエンジニアド建築に関する国際的専門家 

      世界地震安全推進機構（WSSI）上級顧問 
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地震の利害関係者が問題解決に取り組むこ

とが最も重要であると考えることはとても
一般的である。それゆえ、いつも科学者・

地質学者・技術者・行政官・社会科学者や

この問題関連の NGOとの間で意見の相違が
生まれる。利害関係者のなかには大規模な

地震の危険性についての認識運動が安全な

建物の建設へ繋がると言う人もいるが、批
判的な人もいる。多くの人は津波早期警戒

システムや反復練習を推奨し、まずは地震
のマイクロゾーニング（危険度分布図）を

備えるべきであるという。しかし一方で行

政の人々はすべての対策が取られていると
主張している。このようなすべての異なっ

た意見が大変重要であり皆、耐震建造物に

より問題が解決できると考えている。 
 

ノンエンジニアド建築物に関する安全でな
い基準が問題であることは明確であり解決

策は２つある。１つめは新たに建てられる

ノンエンジニアド建築物は必ず耐震のもの
であるとすること、２つめは既に建てられ

ているノンエンジニアド建築物は地域文化
に合ったしくみが組み込まれた耐震建造物

にするということである。 

 
 

 

全ノンエンジニアド建築物の耐震化 
 

ノンエンジニアド建築物の耐震化のインド
ネシアにおける重大問題点は以下の事項で

ある。 

 
 

１. 社会的認知 
 

地震発生時における建築物の安全対策は社

会全体が認識しておれば簡単に実行するこ
とができる。つまり、社会全体が地震の危

険性を理解していれば安全対策を行うこと

は容易なことなのである。実際、2004年 12
月 26 日アチェで発生した津波やここ２年

間で繰り返し発生した悲惨な地震は地震の
危険性を認知するのに十分なものであった

のだが、抜本的な対策や計画もとられてお

らず政府はこの機会を逃した。 
 

耐震建築物の必要性に関する情報、例えば

質の高い材料を使うことや地域の特徴をつ
かむことなどを地域社会に絶えず一貫して

提供するべきであり、ノンエンジニアド建

築物である耐震建築物の必要性認知は政府
の最重要目標として掲げられるべきである。

家主にとって耐震構造を組み込むことの必

要性認知は建設時に大変重要な意味を持つ。
この活動は政府の協力や承認を必要とする。

ノンエンジニアド建築物の役割を確立する
国の政策を打ち立て、このような種類の住

宅建設を支援すること、そして最も身近な

目標である社会的認知を浸透させることが
第一である。 

 

 
２. 技術的能力 

 
40 年前、１人の創始者がジャカルタのある

大学の土木工学部で地震工学の科目をカリ

キュラムに組み込むこと推奨し、現在では
インドネシアのほとんどの土木工学部でこ

の科目が教えられている。この科目は学部
学生レベルでのみ行われて、工学的建築物

に焦点を当てている。ノンエンジニアド建

築物については教えられておらず近頃では
建設構造についてはあまり積極的に教えら

れていない。ここ 25年間、多くの技術者・

建築家・政府管理者・建設家たちの多くは
海外の有名な大学院で地震工学の勉強をし

てきた。しかし現在まで、ここ 20年間の地
震を立証したにも関わらず同じようなノン

エンジニアド建築物の被害がいまだに発生

している。つまり、インドネシアにおける
地震工学の見直しが必要なのである。 

 
この点において技術者の能力が不十分なう

え、建築業の職人や技術者の能力低下が叫

ばれている。今日のコンクリート職人は 10
～20年前のコンクリート職人よりはるかに

能力が低い。先ほど説明したように、ほと

んどの技術者・建築家たちは“工学的”建
築物により馴染みがあり、“ノンエンジニア

ド建築物”を考慮しない。ノンエンジニア
ド建築物を簡易だと考えているのである。  

 

実際、ノンエンジニアド住宅の構造分析が
できる技術者はあまりおらず、既にレンガ
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の並べ方やコンクリートの混ぜ方など正し

い耐震住宅の建設方法を忘れてしまってい
る。よってニアスで耐震に必要な基本的技

術を備えない技術者や建築家に建てられた

質の低い住宅は不幸な結果を招いてしまっ
た。同時に、最近は簡素な住宅を適切に建

てる資格を持つ職人を見つけることが大変

難しくなってしまっていることも事実であ
る。 

 
むろんノンエンジニアド建築物が地震工学

の教育科目に紹介されるべきであるし、建

築の科目も見直されるべきである。しかし、
ノンエンジニアド建築物に関する技術者た

ちの能力を引き上げることがより重要なの

である。もっとも耐震構造強化の成功には
技術者たちがノンエンジニアド建築物に慣

れることが不可欠である。それゆえに彼ら
の能力は改善が必要なノンエンジニアド建

築物の監督たちにかかっていると言える。

と、同時に重要なのが何度も言うように職
人たちの能力向上である。 

 
専門的な団体が大学と提携しノンエンジニ

アド建築物の勉強をする学生の知識向上を

図るということも提案の１つである。より
良い耐震構造の建築デザインに関する情報

を生徒が得ることができるようにすること

が不可欠であるからだ。これはセミナーや
ワークショップ、特別講義などを開いたり

することで可能になるだろう。 
 

 

３. ノンエンジニアド建築物と情報の相違
に関するガイドライン 

 
現在インドネシアではノンエンジニアド建

築物の地震基準は制定されておらず、ノン

エンジニアド建築物に関する耐震基準は緊
急に必要である。この基準は仕様基準では

なく性能基準であるべきである。成果を出

すにはどんな建設方法良いかというもので
はなくどのような成果を求めるかを表現し

たものであるべきだ。最小の建築規格は建
築物の性能に基づいており、入居者の安全

を強調することが政府によって決められて

いる。これはすべての利用可能な材料を使
うようにすることと無駄な努力をしないよ

うにという目的のためである。この基準は

しっかりとした影響力を持つようにしなけ
ればならない。なぜなら基準とは強力な実

施官庁や包括的な点検サービスなどの後援

がなければあまり意味を成さないからであ
る。 

 

耐震住宅のための正しい技術を効果的に共
有することは大変重要なことである。技術

者や建築家は科学技術について知識があり、
住宅開発が可能であるが簡素な材料を用い

るなど村人たちが理解しやすい方法も開発

し浸透させなければならない。 
 

アチェとジョクジャカルタで分かった主な

失敗は耐震構造に関する指示不足であった。
建設者・技術者・建築家や建設労働者の間

で耐震基準に関する認知がほとんどないゆ
え、新たな試みを行うことは困難であった。

地震の発生は長期に亘る休止期間をはさむ

ため、地震経験者さえしばしば地震の恐怖
を忘れ対策を取ろうとしない。家主たちは

地震に関する活動に対して認識があるのだ
が、自分たちの家は地震の揺れに対して十

分丈夫であると考えていた。伝統や流行、

人件費や材料費によって工事の体質は影響
を受ける。同時に、それらは対策が必要な

村の曖昧な工事体質に対する法律を制定す

ることにも影響を及ぼすであろう。 
 

 
４. ノンエンジニアド建築物の耐震補強 

 

インドネシアでは、補強責任を担う体制が
十分に出来上がっていない。アチェではい

くつかの NGO 団体が非常に資金の乏しい住
宅建設の多くに技術者や技術会社を割り当

てている。残念なことに、個人・企業単位

ではこのようなサービスを提供することを
確立することは難しい。個人・企業ではこ

のような仕事の専門家、特にここではイン

ドネシアの耐震構造についての専門家がい
ないことがだんだん明確になってきた。次

のような補強に必要とされているものがい
くつかある。正しい補強対策であるが、た

いていの補強は費用がかさむ。また、いつ・

どのようにしてより安全な構造体を作り上
げることができるのかなど専門的な知識を
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求められる。さらに、インドネシア全体の

数多くの住宅の中から補強すべき住宅を見
つけ出さなければならない。 

 

ノンエンジニアド建築物の耐震補強は緊急
を要する。ここで地元の材料を用いて、文

化的・習慣的・民族的・経済的に適した耐

震建築物を建てる方法を盛り込まなければ
ならない。これは主に大規模な再建や修正

ではなく最小限の予算・技術で家主によっ
て可能なことでなければならないのである。

補強の深刻な影響が出始め政府が勢いを失

う前にしっかりとした準備が必要なのであ
る。まず政府は耐震住宅補強に重点をおい

ているということを示す政策案を作り、活

動を促す適切な骨組みを作らなければなら
ない。その後、住宅改善に関する機関を立

ち上げるべきだ。 
 

 

５. 調査と開発 
 

インドネシアにおける建設方法、特にノン
エンジニアド建築物に関する建設方法は海

外のものと異なっている。よって、技術的

な問題に関して現地の調査と開発が必要で
ある。今まで多くの研究者たちが調査を続

けてきたように地震の科学的知識に焦点を

当てるのではなく、 地震の工学技術に焦点
を当てる必要性があるのは明確である。科

学的知識は重要であるけれども、工学技術
という面が軽視または無視されており、地

震の安全対策は何十年も焦点を当てて研究

する必要があるという難題である。地震問
題に最もうまく取り組むことのできる工業

技術へ貢献は技術・科学・社会的認知など
を同時に進めていくことである。 

 

海外の調査結果から多くのことを学ぶこと
ができ、結果から得た教訓などにより、イ

ンドネシアの状況に合ったものを適応する

ことができた。インドネシアのノンエンジ
ニアド建築物のため、一般的な人が現地の

資源を用いて普通の耐震住宅を建設できる
という点での技術的な解決が必要である。

このような工業技術は現地特有の情報研究

や地元の文化に密着することによって開発
できる。この点においては、おそらくほと

んどの外国人コンサルタントが逆にインド

ネシアから学ばなければならないであろう。
2004年 12月 26日アチェで発生した津波以

降、最小限の住宅の再建について詳しく知

ることは難しいことであり、2000人以上の
外国人がアチェを訪れ、建てられた住宅の

大多数が耐震構造でないという事実を目の

当たりにした。 
 

 
結論 

 

ここまで苦労して議論してきた上記の問題
はインドでも同様である。著者の意見とし

て、インドネシアの地震対策はたいていの

発展途上国に効果的であるといえるであろ
う。 
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概要 

ここでは、特に耐震建築基準の普及（ABCD)に焦点を当てた、2007年から2009年の国連地域
開発センター兵庫防災事務所のプロジェクトである、地震にまけない住宅計画（HESI）I期

の成果について報告する。また、建築物の耐震化推進の更なる取り組みについて述べる。 
なお、2008年にインドネシアのアチェ州で行われたワークショップの記録は別に作成して

いるため、ここでは除く。 

 
 

地震にまけない住宅計画（HESI）の概要 
 

2007年1月に国連地域開発センター防災計

画兵庫事務所は「地震にまけない住宅計画
（HESI）プロジェクトを開始した。このプ

ロジェクトは、住宅の安全性の向上と人々

を地震による被害から守るため建築基準の
効果的な施行を支援することを目的として

いる。このプロジェクトはインドネシア、
ネパール、ペルーなどで実施された。建築

基準は建築物の安全性を図る上での大きな

しくみの一部分であるが、重要な鍵となっ
ている。このHSEIのもと、防災計画兵庫事

務所は政策経験の共有化を図るための、国
際的な情報交流のプラットホームを提供し

ている。活動は、対象国の建築基準に対す

る認識や実施における課題の分析や、投資
家の啓蒙や、住宅の安全性を向上させる上

での政策推進の展開、そして中央と地方政

府の建築物安全性に関する制度の施行能力
の向上を図っていくことがあげられる。 

 
このプロジェクトの目的は住宅の安全性を

向上させ、建築基準を効果的に導入するこ

とで、人命や人々の生活に対する地震の影
響を削減することである。住宅や建築物の

倒壊が生命や経済力の損失をもたらす大き

な要因であり、耐震建築基準の普及（ABCD)
や住宅耐震化に関する効果的な管理体制の

強化によって、被害を大幅に減少すること
が可能である。多くの地震国は今や建築基 

 
 

準を有するが、有効な基準の実施には深刻
な課題がある。それは、耐震基準への十分

な認識がなされておらず、組織立った取り

組みが行われておらず、また当局の能力不
足である。 

 

 
地震にまけない住宅計画の事前調査 

 
HESI では、制度評価、意識向上、政策開発、

能力開発という 4つの重要な観点から状況

分析を試みた。 
 

 
図１ HESI 活動の 4要素 
 

2006 年 11月に、世界の 20ヶ以上の地震国
（主に開発途上国）に対し建築基準に関す

る事前調査をした。これによると、地震多

活動1 制度評価 活動2 意識啓発

活動3 政策開発 活動4 能力開発

 
 

耐震建築基準普及に向けた取り組み 

UNCRDの地震にまけない住宅計画 2007年-2009年 
 

安藤 尚一 (日本)   国際連合地域開発センター防災計画兵庫事務所 所長 
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発国の多くで危険住宅数を把握していなか

った。たとえばペルーの場合、構造安全性
へ適切な配慮をせずに建てられたノンエン

ジニアド（在来）住宅は国内全建築物のう

ち 60％にものぼる。また調査によると、回
答のあった多くの国では建築基準を設けて

いるものの、効果的には実施されていない。

この理由には、建築監督官の能力不足、住
宅の安全性や基準そのものに対する専門家

や市民の意識レベルが低いことがあげられ
る。 

 

 
図２ 2007 年神戸で開催した HESI専門家
会議の様子 

 

建築基準は技術者に用いられる技術的な公
式文書ではあるが、建築基準の施行・管理・

実施・監督に対する責任を負う関係者は、
市民社会から中央政府までの異なるレベル

に広がっている。たとえ法的規定により建

築基準を自治体に委任し違反の取締りを実
施したとしても、それだけでは建築基準を

実施するのに有効なアプローチではない。
ネパールでは、2005年より建築基準を実施

するようすべての自治体に委任されている。

しかし 2007年時点で、58自治体のうちわ
ずか 3つしか、その制度を導入していない。

ペルーでは、建築基準の法制化には長い歴

史があるものの、現実的な実施へはいたっ
ていないのが現状である。こうした状況は、

他の開発途上国の多くで同様にみられる。 
 

 

神戸 HESI専門家会議 
 

UNCRD は、2007年に耐震建築基準普及

（Anti-seismic Building Code 

Dissemination：ABCD）プロジェクトに関す

る専門家会議を開いた。この会議には、イ
ンド、インドネシア、日本、ネパール、ペ

ルーから代表者が参加した。以下では、会

議での要点を説明する。 
 

建築基準実施においては民間セクターの役

割を拡大すべきである。例えば、建築認可
過程で民間セクターが有効に働くことがあ

げられる。自治体の技術者がすべての建物
を審査するのに十分でない場合に、こうし

たしくみは役立つ。 

 
開発途上国や先進国での新築の建物だけで

なく既存の建物に対する建築安全性を強化

するためには、新たな戦略をたてることが
必要である。より安全なノンエンジニアド

（在来）住宅にむけて研修機関の設置を強
化するなどの、訓練と能力開発へのニーズ

もある。ガイドラインはノンエンジニアド

住宅に十分に見合うものにする。技術的な
調査では、床面積・壁の長さ・柱の仕様な

ど最小限のポイントに特化して行うべきで
あり、ガイドラインは技術的背景を持たな

い人々がすぐに理解できるようにすべきで

ある。 
 

安全な住宅建築の重要性をコミュニティや

技術者に教育することと意識向上を図るこ
とへの強いニーズがある。必要な情報がコ

ミュニティや家主へ浸透していない。その
ためコミュニティに根ざした活動が重要で

ある。政府は、プライマリーヘルスや基礎

教育・インフラ整備に対してより多くの資
源を投入する傾向にあり、政策上の優先順

位が課題となり、ノンエンジニアド住宅の
耐震性はそれほど注目されていないのが現

状である。 

 
 

意識向上と普及 

 
コンプライアンス（法令順守）は、意識向

上なくして達成は難しい。建築時に地震危
険性を減らす工法をする家主は、コストだ

けでなく地震時に生命が安全であることを

重視する。 
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地震で損傷しやすい建物による災害のおそ

れを意識しているグループによって、建築
基準が遵守されている。さらには訓練され

た技術者、職人や建設業者への需要創出も

促進される。そのため、意識向上と能力の
構築は、建築基準の効果的な実施へ向けた

HESIアプローチにおいて重要な課題であり

要件である。 
 

一般に意識の向上は次の 3要素からなる。
第一に、危険性を理解し、危険を排除する

すべての方法を試すこと。第二に、建築現

場で耐震工法を導入しても建築費用が著し
く増加するわけではないと人々が理解する

こと。第三に、建築のごく初期段階から（例

えば建築計画の過程など）そのような耐震
工法に配慮すること。まず家主側にこの意

識が芽生えれば、こうした技術を持った建
設業者や職人への需要が増すであろう。基

準の実施に向け、訓練された技術者や職人

集団を多数育成するには、効果的に計画さ
れたアプローチが必要になる。つまり、川

上から川下までの広範囲にわたり、訓練さ
れた人員が多数必要で、すべて対応するた

めにはその数が幾何学的に増大する。その

ため、能力向上には、最初の研修員（トレ
イニー）を次の講師（トレイナー）とする

など体系的なアプローチが必要である。こ

うしたアプローチは、人材開発する際だけ
でなく、短期間に訓練する場合でも効果的

である。 
 

建築基準の普及は、地震災害から住宅を守

るための有効な方法である。しかし、イン
ドネシア、ネパール、ペルーなどで UNCRD

が実施した HESIプロジェクトから多くの
課題（挑戦）が指摘できる。このうち二つ

の挑戦について言及する。 

一つ目の挑戦は、各国独自の文脈で適切な
方法を構築することである。国ごとに住宅

の安全を図るしくみは多様で、それらの関

係性も様々である。いずれも、地域独自の
組み合わせでのアプローチを必要とする。

二つ目の挑戦とは、建築基準のコミュニテ
ィへの普及である。建築監督のシステムを

実効あるものにするには、建築基準に対し

知識がありよく訓練を受けた高い志のある
供給者（設計者や建設業者）がいるだけで

なく、建築基準を実効あるものにする需要

者（家主やデベロッパー）もいなければな
らない。人々が安全な家を建てるよう求め

ない限りは、そのシステムには常に抜け穴

ができてしまうだろう。違反者に懲罰を設
けることは必要である。そして、家主やそ

の他のコミュニティのメンバーが、その実

施主体となる。政府の役割は国家的にも地
域的にも大きく、基準を施行するための技

術的能力と同様に建築法規を守るように専
門家と一般の人々を理解させ、動機付けで

きるようにしなければならない。 

 

 
  

 
図３ 2007年8月 HESIペルーワークショ

ップ （上:ペルー住宅省副大臣、下：パネ

ルディスカッション） 
 

 
ネパールとぺルーの HESI国内会議 

 

地震に強い建物への意識向上と建築法規の
強化実施は、プロジェクトの重要な活動で

ある。この観点で、2007年 8月にネパール

とペルーでそれぞれ国内ワークショップが
開催された。１）中央政府と基準実施をす

る地方政府からの政策担当者の意識を向上
すること ２）効果的な建築基準の実施を

妨げている問題をさぐること 例えば、ネ
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パールでは、3つの自治体のみがネパール

国家建設法を履行するにとどまっている。
二日間のハイレベルワークショップには、

MPPW（国土計画公共事業省）と MOLD（地域

開発省）、２０都市の市長と高等技術者、
UNDP、NGOs、学会やメディアから 70人以上

が参加した。また、ペルーでのワークショ

ップは、2007年8月の 500人以上が犠牲者
となった地震直後に行われ、副大臣を含む

ペルー政府・建設省、大学、メディアや関
連団体などから 30人以上が参加した。 

 

（ネパールワークショップの詳細） 
 

MOLD と都市開発建設局（DUDBC）／MPPW、

ネパール地震技術協会（NSET）と協力して
UNCRDは、カトマンズで 2007年 8月 2－3

日に 2日間のワークショップを主催した。 
ワークショップの目的は、ネパール建築基

準法（NBC）の効果的実施方法と独自の問題

を見つけ出すことだった。ワークショップ
には、ネパール政府から上級公務員と高等

エンジニア、そして地方自治体が参加した。 
 

このワークショップで、地方の能力開発が

建築基準の効果的実施には必要であること
を確認した。参加者への調査によると参加

者の91％がワークショップ参加前に建築基

準をよく理解しているとし、またこの調査
では、建築基準の実施条例（構造安全性以

外を含む）を設けているのは参加した地方
自治体のうち 53％にとどまっていものの、

地方自治体のすべてが建築基準システムを

開発することへ意欲的であった。ネパール
での HESIプロジェクトの第二段階として、

「耐震建築基準普及（ABCD）」に関するト
レーニングワークショップを 2008年 5月

19－23日に実施し、20都市以上から技術

者・プランナー・建築家が参加した。 
 

5日間にわたる講義や現場視察・グループ

ディスカッションの後、地方自治体は、建
築基準を実施するために、その自治体で最

も必要な行動計画について草案をまとめる
よう求められた。地方自治体は、面積や人

口、年間の建築件数に応じて、大（グルー

プ A）・中（グループ B）・小（グループ C）
に分けられ、行動類型について、建築基準

施行の 5つの異なる側面ごとにまとめを作

成した。つまり、デザイン（構想）、地方
自治法や条例、現場検証と監督、品質管理

と建築資格、意識向上である。彼らはさら

にグループ内で長時間にわたり話し合い、
大・中・小の地方自治体での建築基準実施

へ向けた行動の優先順位を決定した。(ジシ

ュヌ研究員の発表参照) 
 

 
まとめ 

 

HESIプロジェクトの結果と今後の展望を以
下に記述する。 

 

ネパールの場合は、建築基準強化のため団
体を設立し、MPPWと建築基準実施の責任を

負う地方自治体間での調整が円滑に行われ
るよう期待されている。こうした団体の設

立により、地方自治体のエンジニアに対し、

より迅速で効果的なトレーニングが行われ、
さらには建築基準実施に向けて直接的に有

効な影響を与えると期待される。カトマン
ズ市の市長は、近い将来に建築基準強化の

ために新部署を設立することを約束した。

また他の自治体では、市民への普及のため
に新しい構想を持っており、国家レベルで

類似の活動が増えると期待される。 

 
世界各国でも、2005年 10月8日のパキス

タン地震、2006年5月 27日インドネシア・
ジャワ島地震、2007年 8月 15日のペルー

地震、2008年 5月 12日の中国四川大地震

等の被害をうけて、耐震住宅を建てる必要
性をより意識している現在、HESIは安全な

住宅建築の促進に対して貢献するよう期待
されている。HESI（第 1期）の最終的な成

果は、2009年の UNISDR の国際防災グロー

バルプラットフォーム（GP/DRR）を含む 
様々な国際行事を通して、2008年から 2009

年の間に普及が開始される。 

 
2007 年ワークショップ、2008年のシンポジ

ウムやトレーニングでとりあげられた問題
を含む HESI/ABCD の結論は、開発途上国に

おける建築基準実施プロセスを理解するた

めに非常に重要である。 
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HESI/ABCD の結論 
 
 

＊ 能力開発は耐震建築基準実施に必須な

優先的行動のひとつであ。 
 

＊ 建築基準のなかに建築認可過程を組み

込むために、現行システムの修正やより
明確な規定を設ける。 

 
＊ 能力のある自治体には中規模建物のチ

ェックリストが与えられ、その他の自治

体には検査の援助をおこなう。 
 

＊ 罰則規定（強制ルール）は、都市部での
建築物の耐震安全を実施するのに効果

がある。 

＊ 建築基準実施における、中央政府・地方
自治体・技術者や建築協会・専門家集

団・学会の役割を強化する必要性を行政

的・社会的に広めること。 
 

＊ 意識向上計画により需要を創出すると
ともに、一方で政治的意思が建築基準の

効果的実施を促進する。 

 
＊ 地方自治体の技術専門家は、建築基準の

効果的実施のためのシステム開発の中
心的役割を担う。 

 

＊ これらを早期導入した国の場合、違法建
築が問題となる。つまり、無許可の違法

建築物を、インセンティブの促進、意識

向上、建築能力の向上、行政措置により
排除すべきである。 

 
 

 

詳細情報 
 

HESI/ABCD プロジェクト・オンライン：  

http://www.hyogo.uncrd.or.jp/hesi/hesi
_index.htm 

 
耐震建築基準の予備調査： 

http://www.hyogo.uncrd.or.jp/hesi/surv

ey.htm 
 

神戸 ABCD専門家会議の結果： 

http://www.hyogo.uncrd.or.jp/hesi/exp_
meeting.htm 

 

ペルーワークショップ総括 
http://www.hyogo.uncrd.or.jp/hesi/peru

_ws.htm 

 
ネパールワークショップ総括 

http://www.hyogo.uncrd.or.jp/hesi/nepa
l_ws.htm 
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2008年11月29日(東京) 

於：政策研究大学院大学（GRIPS） 
 

 

議長 テディ・ブーン 
(各参加者の略歴は後述) 

 
「インドネシア地震問題」について（専門

家会合による発表論文／エンジニアに対す

るノンエンジニアド建築の発表） 
 

大井 英臣： 

ＪＩＣＡは過去5年間に渡り、エル・サルバ
ドルの耐震計画に尽力し、特に構造調査と

低所得者の住宅で一般的なレンガ造の建築
方法について重点的に研究してきました。

現在、私たちは次のステージとして低所得

者向けの耐震計画に移っています。私の考
えとして、新しい住宅耐震についてのアチ

ェの経験は耐震計画のひとつの政策であり、
それは地域の低所得者の住宅に耐震手法が

適用されうるか、ということのみに焦点が

当てられていました。 
 

テディ・ブーン： 

昨日のセッション（アリヤとブーンによる
論文参照）では、ノンエンジニアド住宅の

ために私たちは費用を建築材料に投資しな
ければならないことを強調しました。例え

ば、東京大学の教授が新しい建築方法を紹

介したとき、ジョクジャカルタのケースに
それを適応できないかと尋ねてきました。

私はその問いに対し、基本的な調査抜きに
してジョクジャカルタにはその方法を適応

させることは好ましくないと答えました。

それは、今まで誰も試したことがない方法
を試すにはよかったかもしれません。しか

し、その方法は結局、モデル建築としては

ジョクジャカルタに適さないとされました。
同様のことがネパールやパキスタンなど他

の国々でも起きています。 
 

アナンド・スワルプ・アリヤ： 

私がノンエンジニアド住宅についての講習
のためにネパールに訪れたとき、建築の 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
安全性、実用性、そして必要最低限の塗装

や追加費用を含む経費を調査し、耐震設計

を試みました。そして、私たちは耐震設計
にかかる費用は住宅の建替えにかかる費用

より格段に安いことに気づきました。その

ことから、私は地震活動の活発な地域には
耐震工事を強く薦めています。 

 
インドでは私は、建物は人間の体のようだ

と教えています。しかし、建物は現実社会

では壊れるものです。しかし、建物の改良
に費用を払うのであれば、耐震改修の方が

はるかに建て直しよりも安く済みます。そ
して、それは都市計画において耐震工事の

効率さと同じくらいその有益性は評価され

るべきだと考えています。耐震はエンジニ
アの考え方の中核をなすものです。 

 

エンジニアがネパールやパキスタンといっ
た地震活動の活発な地域に来ると、彼らは

まず全ての建物を取り壊そうとします。私
は、このようなエンジニアの考え方は変え

るべきだと強く考えています。そのため、

インドでは評価、耐震技術、修復、そして
復興といったガイドラインを作成していま

した。現在こうしたガイドラインは正式な
文書として認められています。耐震計画の

開始を促進させるために、事業の準備に着

手するべきだと思います。 
 

テディ・ブーン： 

その通りです。インドネシアは現在、耐震
改修に関する考え方において同じ状況にあ

ります。しかし、耐震改修は定量化されな
い大規模な改修による心理的なものである

べきではないのです。耐震化にとって大切

なことは、どこを改修・補強したらよいか
を特定することなのです。 

 
 

地震にまけない住宅に関する討議(抜粋) 

                専門家会合より  
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マルケザ・レイェス： 
まず初めに、皆様の活発な情報交換に大変

感謝したします。これまで工学技術にスポ

ットが当てられておりましたが、このトピ
ックはエンジニアの方々はもちろん、私の

ようなノン・エンジニアの人のためでもあ

りました。私の質問は地震に関する情報と
いうよりも津波に関するものです。今まで

に津波対策の住宅への動きはあったのでし
ょうか。 

 

テディ・ブーン： 
私たちが問題としているのは津波ではなく、

地震活動そのものです。なぜならば、津波

は地震と同じ自然災害でありながら、地震
と比べて比較的稀な現象であるからです。

おそらく特定の場所においては、地震100
回につき、津波は1回起こるかどうかという

ところでしょう。例えば、もしあなたが西

アチェ地区の海岸線に住んでいたとしても、
２階に寝室を作り、耐震化された住宅を建

てる必要性があるでしょう。多くの論文が
津波の「波」がアチェの海岸で40ｍの高さ

を記録したと書いていましたが、証拠はあ

りません。津波の被害を受けなかった海岸
線上のモスクでは、1階にある円柱の間の壁

や窓は洗い流されていても屋根に登った

人々は助かったのです。  
 

津波は波ではありません。津波は時速50ｋ
ｍで迫る水の壁なのです。アチェの人々で

２階にいた人々は助かりました。しかし、

住宅が耐震化されていなかったとしたら、
地震の揺れは住宅に被害を与えるか、その

倒壊により人命に危険が出ることもあるで
しょう。 

 

アモッド・マニ・ディキシット： 
今までに生き残ったヤシの木の分析をした

ことがありますか。私は（高い）ヤシの木

が津波による被害を受けた写真を見たこと
があります。 

 
テディ・ブーン： 

アチェでは津波によりほとんど全ての家屋

が倒壊し、壁は粉々にされました。これら
の壁の破片は津波により流されココナッツ

の木にぶつかり、ココナッツの木の幹の周

りにその残骸を積み上げました。そして水
の壁はこの残骸の柱を登っていき、中には

ココナッツの木の葉にまで到達したものも

ありました。大変強力な水の壁である津波
はビーチを洗い流し、その泥をビーチや川

から内陸部に押し流しました。津波が起き

た後にバンダビーチの３分の１が黒い泥に
覆われた原因は、流れがあまりに強すぎた

ため起こったものでした。そのため多くの
犠牲者が黒い泥に「浸され」、死体が黒ず

んでいたのです。 

 

 
 
アナンド・スワルプ・アリヤ： 

私たちはすでに沿岸部の津波対策の住宅を

設計しました。一方、内陸の住宅のために
提案された技術は、鉄筋コンクリートの柱

に組積造で埋められた壁をもつ２階建てか

３階建ての住宅です。そして１階部分は未
使用にしておき、遊びスペースかその他の

目的の部屋にします。インフィルされた壁
はヒューズのような役割を果たします。第

一波が来た際、これらの壁は流されますが

鉄筋コンクリートでできた柱は残るため、
建物も津波の被害を受けずに残るとされて

います。 

 
アモッド・マニ・ディキシット： 

バンダ・アチェについてもう一つ質問があ
ります。私は残念ながら津波をご専門とす

るあなた方にしてみれば「観光客的エンジ

ニア」に分類されます。私が驚いたことと
は、津波と地震で時差があったために、誰

も地震の被害について議論してこなかった
ことです。私は地震による被害が多少なり

ともあったはずだと考えています。 
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テディ・ブーン： 
マグニチュードはダメージとは同等ではあ

りません。アチェでは震央でのマグニチュ

ードは９．０で、バンダ・アチェからおよ
そ１２５ｋｍに位置していました。そのた

め、マグニチュードが大きくても、実際に

被害にあったのは脆弱に建てられた建物の
みでした。倒壊したエンジニアド住宅の一

つはホテルで、ホテル近くの広い場所に集
められた１万人のマラソン選手により目撃

されています。地震当時、１万人のマラソ

ン選手は心配していませんでした。なぜな
ら彼らは広い場所にいて助かったからです。

地震から３０分後、津波の第一波が市内に

押し寄せました。しかしその水の深さはた
ったの３０ｃｍでした。 

 
人々はメインのモスクに近い市の中心部に

向かって走り始めました。５分後、高さ２

ｍの第二波の「壁」が押し寄せ、その直後
に第三波が続きました。第二波はほとんど

全てのものをなぎ倒しました。メインのモ
スク近くにあった刑務所がひどい被害をう

けました。虜囚は独房にいたため、逃げる

ことが出来ずに死亡しました。人々が逃げ
こんだメインモスクのちょうど２階の最後

の階段で津波は止まったため、何千人もの

人々が助かりました。これはまさに奇跡と
言ってよいでしょう。アチェではいまだに

多くのモスクが残されています。 
 

私はマレーシアの記者になぜモスクが残っ

たのか、エンジニアとしての見解を求めら
れたことがあります。私は次のように答え

ました。「誰も神から盗むことを望まない
でしょう。」もしあなたが私の家を建てる

としたら、おそらくあなたはセメントや補

強パイプを盗もうとするかもしれません。
それはアチェにのみ起こった現象ではない

のです。タイやスリランカでもほとんど全

ての宗教的建物が津波から生き残っている
のです。 

 
アナンド・スワルプ・アリヤ： 

それは神のお慈悲ではありません。私はバ

ロダの教会が倒壊したのを見ました。神社
が倒壊したのを見ました。モスクが倒壊し

たのを見ました。北イエメンのモスクが倒

壊し、モスクをマドラサとして利用してい
た２００人もの子供が死んだのです。です

から、神の家が安全などとおっしゃらない

でください。神の手ではなく、人の手で作
られた神の家は安全ではないのです。 

 

テディ・ブーン： 
倒壊したインドネシアのモスクはほとんど

１９６５年以降に建てられたものでした。
１９６５年以降にクーデターが起きました。

その当時もしモスクに行かなかったら今頃

コミュニストとしてレッテルを貼られてい
るでしょう。そのため、どんなに貧しい人々

でも、彼らはモスクを建てなければならず、

その材料は言わなくてもお分かりでしょう
が、ひどい建築であったのです。 

 
インドネシアでは私たちは、他の人々が地

震への警戒を呼びかける中、病院、学校、

宗教施設などへの耐震の大切さを訴えてき
ました。しかしながら、二つの出来事が間

隔をあけて起こったため、技術協力の必要
性があれば私たちは市民に耐震住宅を建て

るよう薦めました。こうしたパイロット・

プロジェクトはジョクジャカルタのガジャ
マダ大学の学生と教授と協力して開始され

たのです。学生たちは自発的に発足させた

コミュニティを手助けし、こうした活動が
すべてコミュニティの基本となります。彼

らは市民をほぼ２４時間体制で援助し、「あ
なたはこれを行い、あなたはあれを行う。」

という言葉の元、指示を与えています。 

 
現在私たちは建物の基準や要約した文書を

持っています。しかし市民はそれらを読み
ません。私でさえ、５冊にもなるその文書

を読む気にはなれません。これは私たちが

ポスターにするために基準を翻訳したもの
です。低所得者の人々にとって、知らなけ

ればならないことは「どうやって」のみで

あり、「なぜ」エンジニアが説明するのか
ではないのです。 

 
アモッド・マニ・ディキシット： 

あなたのプロジェクトに対して、一つコメ

ントがあります。あなたのポスターには情
報が多すぎるように見られます。２つか３
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つのポスターを作ってはいかがでしょうか。

全ての情報を一つのポスターに詰め込むの
は、情報過多のようですから。 

 

テディ・ブーン： 
私たちは一つのポスターにつき一種類の補

強タイプしか載せていません。ですから、

情報過多ということはないはずです。梁の
補強とコンクリートの補強はそれぞれ別の

ポスターに載せています。ポスターの大き
さは充分ですし、それに関しては問題ない

はずです。大きければ、文字も読みやすい

ですから。このポスターを見た人々はこう
言います。「ああ、私は基礎をこんな風に

作った。私はコンクリートをこのように混

ぜた。」さもなければ、彼らは複数の写真
を見なければなりません。 

 
USAID はこれらのポスターを見て、印刷代

と人々に無料で配布するための費用を提供

してくださいました。あなたは似たような
ポスターを作っているのではないですか。

私は多くの村を訪ね、ポスターの主旨がわ
かるのか、もしわからないのであれば、ど

の部分が分からないのか聞きました。その

経験により、私のポスターは彼らに受け入
れられ、理解されています。 

 

ジョクジャカルタ地震の後、私は現存する
一枚積みのレンガ造の建物の分析をしまし

た。一枚積み幅のレンガ造の壁は耐震され
ていなくとも、半分の幅の耐震された壁よ

りも強度が高いようです。 

 
スリャ・バクタ・サンガチェ： 

私たちは最近東ネパールと西端ネパールで
洪水が起きています。ネパールとビハール

では川の水路が変わったために村ごと洗い

流されてしまい、多くの人々が移住を余儀
なくされました。現在 JICAは低所得者向け

の準備計画を実行中であり、それは伝統的

なコミュニティに即しています。ポスター
は大変役立つものだと思っています。 

 
テディ・ブーン： 

私がこれらのポスターを作製した、それは

なぜでしょうか。あなたが低所得者に何を
求めるのか、それを理解させるためです。

低所得者は大変謙虚で正直な人々です。一

度でも彼らがコンピューターで処理された
絵や講義ノートを見たら、彼らはこう言う

でしょう。「私は一度も学校に通ったこと

がない。」彼らはおびえます。ですから、
心理学的に正しいやり方として彼らに出来

るだけ多くの絵を見せることです。もし可

能であるなら手書きのものを。手書きのも
のであれば彼らはこのように思うでしょう。

「私にもこれならできる。」 だから私は
ポスターを出来うる限りシンプルにしたの

です。読み書きができない人をおびえさせ

ないために、多くの説明を入れるべきでは
ないのです。 

 

 
スリャ・バクタ・サンガチェ： 

私が言わんとすることは、最近のエンジニ
アたちは詳細、特に何が間違ったことかを

知りません。本物の熟練した建設業者はこ

れらの最近のエンジニアより詳しく知って
います。 

 
テディ・ブーン： 

まさにその通りです。私が ITB に行ってい

た時、レンガ積みの論理についての講義と
レンガ積みの実地練習を受けました。その

時、私は合格しませんでした。なぜなら、

私はそれぞれのレンガの層を帯状に積み上
げなかったからです 

 
スリャ・バクタ・サンガチェ： 

私も同感です。過去３年間、私の部局では

ここ１０年間の暴動の被害を受けた建物の
建て直しを委託されていました。ところが

現場に送った最近のエンジニアたちが詳細
を知らなかったということで問題が起きて

います。私は大変難しいこれらの問題を彼

らから見出し、そしてその詳細、例えば角
やＴジョイントについて言及しました。 

 

ワヤン・センガラ： 
それはカリキュラムが変更されたからです。

１９７０年代と８０年代以前、多くの工事
は方法論によるものでした。まず橋をかけ、

レンガを積む、そういったものです。しか

し、９０年代以降、高層ビルに注目が集ま
りました。彼らはノンエンジニアド工事を
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忘れ、大半の犠牲者はこのタイプの建物に

よるものだと気づかなかったのです。 
 

アモッド・マニ・ディキシット： 

実際、私は学会とそのことで口論したこと
があります。エンジニア、教授でさえ建設

トレーニングを行えると言うのです。です

から、私は「いいえ、あなた方にはできな
い。」と言いました。初めにしなければな

らないことは、建設業者に配慮しなければ
ならないことです。彼らは言いました。「い

やいやいや、君は何を言っているんだ。」

そこで私は「あなた方は教えられる立場で
はないのです。建設トレーニングに行って

御覧なさい。一度あなた方が行けば、コン

クリートを渡されることからを教わるしょ
う。」 

 
彼らは、私は頭がおかしいと言いました。

彼らは本当にそう思ったのです。おそらく

今でも彼らのうち何人かは私の頭がおかし
いと思っているでしょう。しかし私は彼ら

にそうさせませんでした。私は発効された
NSETロゴを証明書につけなかったのです。

その理由は、それが間違っていたからです。

彼らは建設業者たちに全くもって理解でき
ない知識を与えました。彼らは建設業者た

ちと一緒に生活しませんでした。昼食をと

りませんでした。彼らは違う昼食時間でし
た。彼らは家族のことや家のことを話しま

せんでした。だから、彼らは距離を置いた
のです。エンジニアは市民を当惑させたの

です。 

 
アナンド・スワルプ・アリヤ： 

私たちが建設訓練センターを設立したこと
について、今あなたのこの意見を引き合い

に出しても良いでしょうか。それはこの討

論でこの問題は非常に重要だと思うからで
す。私たちはたった今ニューデリーのUNDP

から出版されたすべての建設トレーニング

の小冊子を持っています。この小冊子は、
６日間の実践トレーニングプログラムで、

地震の際何が起きたのかを写真と共に多く
の理論で説明し、本編はモルタルの作り方、

地震に強いレンガの積み方、垂直シートの

置き方などを解説しています。この６日間
のトレーニングで彼らは全ての詳細を使っ

て一つの部屋を建てるよう指示されます。

このマニュアルはすでに文章化されていま
す。私は内容を全て確認し、また承認した

もののみを印刷しました。 

 
次に、私たちが準備した２冊目の本は講師

や建設業者をトレーニングするエンジニア

のためのものです。講師もまた、トレーニ
ングされる必要があるからです。講師には

講義が行われる前に彼らがしなければなら
ないことを発表させられます。つまり、す

べての準備が事前に整っているのです。 

 
また、トレーニングマニュアルが準備され、

講義が始まる前にすべての準備ができるよ

う彼らにしなければならないことを言わせ
るのです。そのための講師のトレーニング

なのです。また、そのマニュアルは無料の
本としてあらゆる国、あらゆる人が自由に

コピーできるようにしたいと考えています。

私の見解として、このような実践トレーニ
ングを受けた建設業者を対象とした講師の

ためのトレーニングの実践的な手段になる
であろうと考えています。それは、彼らが

６日間のトレーニング期間の間に基礎を作

り、壁を立て、屋根を作り、一つの部屋を
作り上げます。これが、私があなた方に伝

えたかったことなのです。 

 
アモッド・マニ・ディキシット： 

職人やその他のトレーニングの問題につい
て、今まで私が見てきた多くの発展途上国

はインストラクターのマニュアルを作って

いません。彼らはただインストラクターの
マニュアルが作られていないのに、建設業

者用の資料を作っているのです。私がイン
ストラクターのマニュアルを作る際、私た

ちは建設業者用のマニュアル同様インスト

ラクターマニュアルも持っています。ただ
の自宅保管用の文章ですが。インストラク

ターのマニュアルではエンジニアが一連の

指示と情報を建設業者にどのように説明す
るべきかから始まっています。おそらく、

アリャ教授が作ったものも似ているのでは
ないかと思います。 

 

これはエンジニアがすることではありませ
ん。かれらはこのように言うことで私たち
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を批評します。「あなた方が私たちに何か

を教えるですって？ NGOから来たあなた
が私たちに教えようと言うのですか。」 

 

だから私はネパール正式文書であるインス
トラクターマニュアルを作るようエンジニ

アに頼んだのです。それにより、ＮＧＯた

ちだけでなく全ての人々に受け入れられる
教育用手段として講師用のトレーニング・

マニュアルになるでしょう。 
 

テディ・ブーン： 

私もアモッドに賛同です。インドネシアで
は私はすべての大学に建築材料や建築構造

といった科目の基礎に戻るよう提案しまし

た。もしエンジニアがレンガを積むことす
ら知らなかったら、どうやって建設業者に

教えることができるでしょう。アチェでは
私は管理人・監視員が実態を知らないがた

めにひどい工事が横行しているのを目の当

たりにしました。 
 

さらに付け加えるなら３０年前私はすでに
地震活発地帯の小さな建物のためのより詳

しいマニュアルを準備していました。現在

そのマニュアルはCSI－コンピューター＆
ストラクチュアズ・インスティチュートに

よって出版まで計画されています。３０年

前に書かれたマニュアルであるにも関わら
ず、それはまだ有効なのです。人々が「こ

のようにし、あのようにする」のが分かる
よう、多くの図を載せています。もし私が

ネパールに提案するなら、ネパールは基準

をポスターに翻訳することです。そうする
ことにより、ノンエンジニアド建築のため

の統括的な基準を持つことができるのです。 
 

アモッド・マニ・ディキシット： 

私たちネパールの建築基準はネパール語に
翻訳された強制的なものですが、ポスター

には翻訳されていません。しかし、問題は

アリヤ教授や小谷教授、そして私たちの大
学が生徒に２階建てではなく３０階建ての

ビルのデザインを教えていることです。そ
して、すべての教育の専門家たちは先進国

の要望に応えるようにお互いに協力してい

るのです。今ネパールには優秀なエンジニ
アはいません。皆、他の国から移住してき

た人です。だから、私は現在何でも残され

たもの、愛国心者たちを受け入れ、彼らが
学ぶことが出来なかったこの国に必要なエ

ンジニアの技術を教え始めなければなりま

せん。 
 

小谷 俊介： 

あなたが大学のエンジニア教育を責めてい
るのではないことを願いますよ。私は、私

たちが生徒にレンガの積み方や建設業者の
仕事やそういったことを教えるべきだとは

思いません。私はそれが大学の課題である

とは思いません。私は労働者のためのトレ
ーニングスクールを開発するべきだと思い

ます。私は建設業者とエンジニアの高学歴

者の違いを充分に理解しています。 
 

大学において私たちは現象を抽象化し、理
論を発展させそれらの理論を生徒に教えな

ければなりません。学生は基本的な考え方

から理論を学び、そして自身の考えを深め
ていきます。これは大学教育の重要な部分

であり、私は学生がそういったことを、コ
ンクリートを混ぜる方法から学ぶことは可

能だとは思いません。私たちはすでにあま

り時間が残されていないのです。実践的な
技術教育は現場でされるべきです。私たち

のエンジニアや大学院生は現場でコンクリ

ートを混ぜることは絶対にありません。そ
れは私たちの仕事でも大学院生の仕事でも

ないからです。私はそこに境界線を引くべ
きだと思います。 

 

アモッド・マニ・ディキシット： 
しかし彼らはコンクリートを混ぜる理論や

レンガを並べる理論を知るべきです。エン
ジニアは良いコンクリートと悪いコンクリ

ートを見分けなければなりませんから。 

 
テディ・ブーン： 

インドネシアとネパールは日本とは異なり

ます。ジャカルタのような大きな都市では
エンジニアはただコンクリート製造業者を

呼び、現場にコンクリートミキサー車を送
るように要請します。エンジニアはコンク

リートの混ぜ方を知る必要がありません。

しかしながら、村のエンジニアはレンガの
積み方やコンクリートの混ぜ方を知ってい
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なければなりません。もしエンジニアが知

らなければ、どうやって低所得者が知るこ
とができるでしょう。 

 

アナンド・スワルプ・アリヤ： 
私はこのことでは小谷教授に賛成です。私

が学生であったとき、私は建築の間そのよ

うなことを教えられました。私たちはまた
実践での調査書を持って歩き回りましたが、

その題は全くエンジニアの要旨とははずれ
たものでした。エンジニアの需要がまるで

世界のエンジニアの通念的な需要であるか

ように振舞い、それが一般的になっている
のです。 

 

そのため、この問題の解決方法は、私たち
がこの議題を理工、工業など見習いエンジ

ニアが講師になれるよう強く働きかけなけ
ればならないということです。現在私のよ

うな５０年以上も専門家として活動してい

る人々がいて最も複雑なコンピューターの
分析により得た数学上のモデルの振動をレ

ンガ積みに適用できるようになりました。
もしエンジニアがそれをしないのであれば

一体誰がするのでしょう。私はそのフィー

ルドの仕事はシェアされるべきだと思って
います。 

 

多くの人数が必要とされる一方、私たちは
高いレベルで全てのエンジニアの参加を国

レベルで把握することはできません。です
から、私たちは工業訓練学校を作り、これ

らの仕事や訓練を習得するための資格を作

るべきなのです。エンジニアはもちろん理
論思考を仕事に生かすための２日か３日の

トレーニングに参加するべきです。  
 

アモッド・マニ・ディキシット： 

しかし冷静に考えてみると、大学でトレー
ニングされたエンジニアはノンエンジニア

ド建築に参加するべきではない、またはあ

なた自身が身を引かれるという意味ですか。 
 

アナンド・スワルプ・アリヤ： 
彼らは参加させなければなりません―ただ

し、最小限の方法で。あなたがもし彼らを

建設業者のトレーニングのために使いたい
というのであれば、私は反対です。私はノ

ンエンジニアド建築に関する全ての考え方

を説明するための講師になるべくエンジニ
アと共にこのマニュアルを作り上げました。

どなたかがおっしゃっていたように、地震

の発生は地震工学の母である。私は地震を
観測することにより学んできました。 

 

私はカトマンズ渓谷の地震について研究し、
他でも多くの地域がどんな建築であったか、

粗悪な建築、良い建築であったかを見てき
ました。 

 

しかし、個人的な興味でない限り、ほとん
どのエンジニアはそのようなことはしない

でしょう―もっと簡単に説明しましょう。

ほとんどのエンジニアはそのようなひどい
被害を受けた場所には行かないでしょうし、

彼らはエンジニアの建築現場に足を運ばな
いでしょう。彼らはエアコンの効いた部屋

でパソコンとデザインの仕事をすることを

好むのです。 
 

アモッド・マニ・ディキシット： 
私がここで挙げることは、より深い質問で

す。政府がエンジニアリングの大学のみに

着目している一方、私たちの行っているこ
との模倣の普及を技術者かトレーニングス

クールの卒業生のみ限定しましょう。スタ

ンフォードか東京大学でトレーニングされ
たエンジニアはトレーニングスクールの卒

業生よりもより高く評価されています。さ
て、この討論の中で、私がトレーニングス

クールの卒業生の方がノン・エンジニアリ

ングの知識においてスタンフォードや東京
大学の卒業生よりも優秀であると仮定しま

しょう。それでも、政府は社会同様、高学
歴のエンジニアの意見を優先します。そう

である限り、私の問題は解決されることは

ないでしょう。 
 

小谷 俊介： 

私はエンジニアド建築とノンエンジニアド
建築を分割するべきではないと思います。

私たちの大学の卒業生はノンエンジニアド
建築をする必要はありませんし、彼らのう

ち全員はノンエンジニアド建築をすること

ができないのです。何人かはできるかもし
れません。例えば、卒業生の何人かは大学
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で教鞭をとっていますが、全員ではありま

せん。かれらはデザインオフィスに行き、
建築現場にいくこともあります。だから、

その何人かはノンエンジニアド建築現場に

行くこともあるでしょう。しかし、あなた
は卒業生の全員がノンエンジニアド建築を

することに期待しています。それはこのケ

ースには当てはまりません。 
 

アナンド・スワルプ・アリヤ： 
私は何人かのエンジニアの卒業生が政府の

オフィスや大学の建物、巨大な病院を見る

こともあるかと思います。もし彼らがそう
しなければ、一体誰がすることになるので

しょう。エンジニアの全員がそれをできる

わけではありません。だからこそ、エンジ
ニアの能力は誰がここに行き、誰があそこ

に行くかで決まるのです。それがエンジニ
アの仕事です。 

 

小谷 俊介： 
テディ・ブーン氏もエンジニアとして卒業

しましたが、ノンエンジニアド建築に関わ
っていらっしゃいます。しかし彼は超高層

ビルのデザインも同様にされていますね。 

 
テディ・ブーン： 

私はエンジニアドもノンエンジニアド建築

も両方しています。それはインドネシアで
はエンジニアはノンエンジニア建築も同様

に知っていることを求められるからです。
もし私たちがエンジニアにノンエンジニア

ド建築について尋ねれば、彼らはこう言う

でしょう。「はい、知っています。」しか
し実際にはそうではありません。 

 
ネパールも同様に、あなたがエンジニアド

建築を扱うことに適任であるかもしれませ

んが、ノンエンジニアド建築である必要は
ないのです。私はこのようなギャップは国

レベルでは良いことだとは思いません。な

ぜなら、人々の大半はノンエンジニアドの
住宅を建て、住んでいるからです。もっと

言えば、私は２００７年９月１２日の地震
以降にパダンで起きた好例について言及し

たいと思います。そこに被害を受け、壁に

ひびの入った病院がありました。その病院

の院長は即座に（地震が起きたその日に）

自分たち自身で病院を修理したのです。 
 

安藤 尚一： 

ノンエンジニアド建築に対するエンジニア
の参加の政治的解決方法について、小谷教

授が言及していたように、日本では大学生

はノンエンジニアに関しては非常にわずか
なことしか学びません。構造、文化、そし

て日本の伝統的なノンエンジニアドである
木の構成に関することを様々な観点から勉

強することにより、私たちはノンエンジニ

アド建築から日本の歴史のいくつかの考え
方を吸収するのです。現在、政治的な観点

から日本の建築家を３つのカテゴリーに分

類しています。 
 

1 つ目のクラスはエンジニアド。２つ目は
熟練した大工。それは一つのノンエンジニ

アド建築の専門家ですが、私たちはそれを

２つ目のクラスの建築家、又は二級建築士
と呼んでいます。その後、政府は３つ目の

クラスを作りました。木造建築家の一種で、
当時あまり一般的ではなかったものです。

建築政策の分類により両部門を識別すると、

日本の政策はエンジニアドと建築家をノン
エンジニアドの人々に分けようとはしてい

ません。しかし、それはただの分類です。

２つ目のクラスは多少の経験により、一つ
目のクラスの建築資格試験を受けることが

できます。 
 

ジシュヌ・クマル・スベディ： 

このノンエンジニアド建築であるかどうか
というこの討論に一言付け加えたいことが

あります。なぜなら、大半の建築はノンエ
ンジニアド建築であるからです。ノンエン

ジニアド建築に精通しているノンエンジニ

アに対する需要があるからです。しかし、
学生サイドの需要は異なります。なぜなら、

私はエンジニアリング系の大学（ネパール

の工科大学）の出身であるからこそ、その
需要は全く異なるものだと考えています。

彼らが目指すものは高層ビルなのです。私
たちの大学は現在ノンエンジニアド建築の

一端に注目している地方エンジニアリング

の教育を始めたばかりです。だからこそ、
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それがこの問題に対する一つのアプローチ

となるのでしょう。 
 

また、アリヤ教授が言及していたように、

問題の鍵はビルの耐性です。UNCRD は建築
基準の制度調査を元にしたアンケートを行

い、基準に関わらずビルの耐震化の必要性

を見出しました。そのため、HESI2007－2009
は現在進行中の問題と課題に焦点を当てて

います。私が言いたいことは、ただの要約
になりますが、すでに存在する知識を基本

としたものが存在するということです。私

たちは基準、ガイドラインなどのすべてを
持っています。 

 

そのため、その基準を何か地方の建設業者
や他の人々に理解されやすいものに翻訳す

るのは良いアイデアだと思います。そして、
ネパールではこれらの強制的なルールは良

い実践となるでしょうが、大変分厚い文章

なのです。ですので、なにか要約的なもの
に翻訳されるべきでしょう。そのため、HESI

により、地方の経験を全国的なレベルに格
上げする機会が常に可能なのです。また、

私は教育機関同様 NGO も含めた地方の様々

なパートナーと協力し私たちの仕事の実行
がこれらの関係者の協力によりなされてい

るということに言及したいと思います。 

 
 

 最近の問題とその対策について 
 

安藤 尚一： 

政府により様々な政策が用意されたように、
例えば過去２５年から３０年間に、日本で

建築基準の普及活動が行われました。そし
て今の日本の課題は住宅、特に神戸大震災

後の耐震改修です。初めに、ノンエンジニ

アド建築のため、東京大学の岡田恒夫教授
の監督の下、政府による自己チェック表が

作成されました。それに加え、政府はコン

クリート構造に関する分厚い文書を用意し
ました。 

 
一方で日本の文部科学省（MEXT）をご紹介

します。同省では校舎の耐震改修促進のた

めのガイドと実践に最適な冊子を準備しま
した。それは耐震改修を実行する学校の選

定を含む日本のすべての学校の診断方法に

ついて説明しています。 
 

ジシュヌ・クマル・スベディ 

地震にまけない学校つくりにおける UNCRD
の経験に基づく安全な学校について説明し

ます。私たちの責任者である安藤は、以前

日本には学校の耐震改修についての政策が
一つもなかったことについて言及しました。

特に神戸大震災以後になって、１９８０年
以前に建てられた学校は不完全で古い基準

を使用しており、およそ６０％の教育施設

が耐震改修の必要があると言われていまし
た。文部科学省は学校だけでなく他の建物

にも非常に役に立つ大変統括的な指針を作

成しました。 
 

安藤 尚一： 
学校の耐震改修に関しては、それにかかる

経費を補助しています。しかし、学校校舎

の耐震診断にかかる費用は文部科学省では
なく、国土交通省（MLIT）によって助成さ

れています。そのため、学校は私立であっ
ても全建物を診断するための補助金を準備

している国土交通省の政策に関連した建物

の一部とみなされています。もし地方政府
がすべての地方自治体にある建物を診断す

る計画を準備したとすると、国は地方政府

に補助金を出します。 
 

アモッド・マニ・ディキシット： 
では、私立の病院施設も国土交通省により

耐震診断の補助金が出るのですか。 

 
安藤 尚一： 

地方自治体を通して国土交通省より補助金
を受けます。費用は査定のみでおよそ年間

２億ドル（約２百億円）しかし耐震改修費

用は耐震診断費用のおよそ１００倍以上に
なるため、診断と耐震改修は同時にはでき

ません。 

 
ジシュヌ・クマル・スベディ： 

日本はすべての構成要素や脆弱さの診断な
ど、大変包括的な学校の耐震改修の政策を

持っています。私が覚えている限り、最も

顕著な点は透明性です。情報を隠蔽せずに
公開するというものです。そして一般市民
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はそれを大変重要なことだと受け止めてい

ます。地震にまけない学校計画（SESI）の
ための UNCRD の耐震改修モデル建設の結果

が、２００９年初頭に発表されます。そし

て、その結果は HESIの関連機関にも同様に
共有されます。 

 

アモッド・マニ・ディキシット： 
もしあなたがポスターとして英語の報告書

の翻訳をすることを認めるとしたら、それ
をあなたの次のプロジェクトに含むことが

できるとお考えですか。こちらから提案を

出しましょうか。 
 

テディ・ブーン： 

私もあなたを支持しますよ。 
 

アモッド・マニ・ディキシット： 
大変素晴らしい。耐震改修についての研究

を提供できる人も必要です。それでは次の

HESIのために提案しましょう。 
 

安藤 尚一： 
２００９年から２０１１年の次の HESI は、

日本政府の国土交通省により、近々予算を

決められる予定です。国土交通省はまた、
私たちに既存建築物に注目するよう指示し

ています。ですから、今回大変有益な情報、

特に現存する建物の対処方法に関する情報
を提供してくださった参加者の皆様全員に

感謝いたします。 
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付録付録 ２２

世界各地の近年の世界各地の近年の

地震被害写真地震被害写真((住宅関連住宅関連))

20032003－－20082008

中国、日本中国、日本((新潟新潟))
イラン、インドネシア、イラン、インドネシア、

パキスタン、ペルーなどパキスタン、ペルーなど



2003 年イラン、バム地震 
日時：2003年 12月 26日 
マグニチュード: 6.7 死者: 31,830 人   

損失: 11億ドル  被災住宅数: 55,000 棟 
 

 
(鉄骨レンガ造住宅の被害) 

 
 

 
(世界遺産の被害、下：復興状況) 

 

2004 年 日本・新潟県中越地震 
日時：2004年 10月 23日 PM5時 56分 
マグニチュード: 6.8 死者合計: 68人   

損失: 1.5 兆円  全半壊住宅: 16,000 棟 
 

 
(川口町の被害と復旧：MLIT) 

 
(上：河道閉塞、下：３年後の現地状況) 

 
(復興公営住宅：旧山古志村、長岡市) 
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インド洋大津波 2004 年 
日時：2004 年 12月 26 日（日）AM7 時 58 分 

マグニチュード: 9.0 被災住宅数: 103 万棟 

死者・行方不明者: 226,408 人（12 カ国計） 

損失: 約 80 億ドル（インドネシア、インド等）  

 
(上下：陸に残された船、アチェ 2007/12) 

 
(アチェの住宅被害と住宅復興の様子は、前掲

のテディブーン氏のペーパーに詳しい) 

 

 

ジャワ島中部地震 2006 年 
日時： 2006 年 5月 27 日（土）AM5 時 55 分 

マグニチュード: 6.3 

死者: 5,048 人  損失: 32 億ドル  

被災住宅数: 206,504 棟 

429 医療施設、1,470 学校が倒壊  

 
(骨組みの残ったジャワ島の伝統木造住宅) 

 

 

 
(レンガ造住宅の被害：バントゥール県) 

 
（農村部の住宅被害：レンガ造） 

 

 
(仮設住宅) 

 
（仮設）復興住宅 
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パキスタン地震 2005 年 
日時： 2005 年 10月 8 日（土）AM8 時 55 分 

マグニチュード: 7.6 

死者: 73,328 人 被災者: 約 350 万人  

被災住宅数: 約 60 万棟、6,300 学校が倒壊  
 

 
(パキスタン北部の伝統的住宅の被害) 

 
 

 
（ムザファラバード市内の様子：被害含） 

 

 
 

 

 
(上下：ムザファラバード市内の被災建物) 

 
 

(バラコットの様子) 

 
 

(イスラマバードの被災地) 
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ペルー南部地震 2007 年 
日時： 2007 年 8月 15 日（水）AM6 時 40 分 

マグニチュード: 8.0 死者:  514 人 

被災住宅数: 約 4 万棟全壊、約3 万棟半壊 

（1970 年のペルー地震は死者 6万 7 千人） 

 
 

 
 

 
(上 3つ：アドべ造住宅の被害、イカ県) 

 
（アドベを再利用中。地震から 10日後） 

 

 

 
(上下：補強レンガ造の被害、壁のみ) 

 
 

 

 
(ピスコ市内の様子、一部キンチャ造) 
 

 
（津波を受けた直後の市街地、ピスコ）
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中国・四川(ブン川)地震 2008 年 
日時：2008 年 5月 12 日（水）AM6 時 40 分 

マグニチュード: 8.0 不明/死者: 87,149 人 

家屋: 7,789,100 棟全壊、24,590,000 棟半壊 

 
 

 
 

 
(上 2 つ：木造伝統家屋、被害ほとんど無) 

 

 
(空洞コンクリートパネル) 

 

 
 

 
（空洞パネルの被害、四川省綿竹市） 

 
 

 
（地震から 1ヵ月後の市街地の様子） 
 

 
（完全に倒壊した病院、綿竹市）
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HESI シンポジウム・ワークショップ 

 

 
(2007 年 1月、HESI神戸シンポジウム) 

 
 

 

 
(2007 年、HESIネパール国内 WS) 

 
 

 

 

 
（2007年、HESIペルー国内 WS） 
 

 
(2008 年、HESI東京シンポジウム) 
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2008年11月 シンポジウムにおける発表者 

 

 
アナンド･スワルプ･アリヤ(インド) 

インド内務省国家地震顧問。専門は地震工

学。2001年のグジャラート地震の復興を手
助けしてきたほか、ウッタル・プラデーシ

ュ州やカシミールの地震に強い建築ガイド
ラインの策定にも携わっている。1997年国

連笹川防災賞受賞。UNCRDのインド耐震プロ

ジェクト(2001－2004)など数々のプロジェ
クトのアドバイザー。. 

 
テディ･ブーン(インドネシア) 

インドネシアにおける地震工学の先駆者で

あり、｢インドネシアの現代地震工学の父｣
とも呼ばれる。2004年 12月 26日に起きた

アチェにおける大地震・大津波の復興過程

においては、建物の耐震強化に積極的に取
り組む。ノン・エンジニアド住宅に関する

世界的な専門家でもある。 
 

スルヤ･バクタ･サンガチェ（ネパール) 

ネパール政府国土計画事業小都市開発建築
局局長(2008年まで)。特に、ルンビニ、パ

タン、バクタプル、及びカトマンズといっ
た、ネパール各地におけるスラム開発問題

及び自然文化遺産保全に長年の経験を有す

る。これまで、カトマンズ谷の様々な自治
体向けに建築規制条例や、都市インフラ開

発のための財政戦略に向けた土地プール制

に関するマニュアルを作成している。 
 

楢府 龍雄 ならふ・たつお (日本) 
建築研究所（BRI)国際協力審議役（工学博

士－筑波大学より）。京都大学を卒業後、

日本国政府国土交通省にて勤務。2003年よ
り BRI に勤務し、地球規模で見た地震工学

の研究に従事している。 BRIの国際的な研

究活動の調整のみならず、インドネシア及
びペルーにおいて、世界銀行や国際協力機

構（JICA)等開発機関が行っているプロジェ
クトに専門家として参加している。 

 

 
 

 

 
小谷 俊介 おたに・しゅんすけ (日本) 

東京大学名誉教授。イリノイ大学工学研究

科を卒業（PhD)後、これまで、イリノイ大
学、トロント大学、東京大学、千葉大学 に

て教鞭を執る。鉄筋コンクリート構造の国
際的な権威であり、これまで様々な賞を受

賞している。 

 
安藤 尚一 あんどう・しょういち (日本) 

国際連合地域開発センター防災計画兵庫事
務所所長。東京大学(工学博士)を卒業後、

日本国政府国土交通省にて住宅政策、都市

開発政策、防災政策(建物及び都市防災)に
携わる。日本･ペルー地震防災センター

（CISMID：リマ市)の設立に携わったほか、

経済協力開発機構 OECD（パリ本部）環境部
にて主席管理官として従事した経歴を持つ。 

 
アモッド・マニ・ディキシット (ネパール) 

ネパール地震工学協会（NSET)の創設者兼事

務局長であり、現在当会の代表を務める。
著名な地質学者であり、特に、インド、パ

キスタン、ネパールといった、ヒマラヤ地
域を中心とした地震の影響に関して研究を

重ねてきた。土砂災害及び洪水の防災対策

に 30年、地震リスク軽減に関して 20年従
事してきた。国際赤十字連盟の世界災害報

告 2002年度版の執筆に参加したほか、2005

年には王立(当時)ネパール科学技術アカデ
ミーより RONAST 科学技術奨励賞を受賞し

ている。 
 

ジシュヌ･クマール･スベディ (日本) 

国際連合地域開発センター防災計画兵庫事
務所研究員。日本の埼玉大学(工学博士)を

卒業。国連地域開発センターに着任する前

は、ネパール工科大学(Nepal Engineering 
College: NEC）において、副学長兼准教授

として、地震工学及び災害リスク低減の分
野に関し教鞭を執ってきた。  

 

 
 

 

 

執筆者 参加者  
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岡崎 健二 おかざき・けんじ (日本) 

政策研究大学院大学（GRIPS)教授。日本国
政府(旧)建設省にて住宅政策、都市開発政

策および国際協力に従事。また、バンコク

の国際連合アジア太平洋経済社会委員会
（UN／ESCAP）やジュネーブの国際防災の

10 年事務局（IDNDR）に勤務した経歴を持

つ。GRIPS にて教鞭を執る前は、国連地域
開発センター防災計画兵庫事務所所長を務

める。  
 

 

 
専門家会合の参加者 (2008年11月29日) 

 

アナンド･スワルプ･アリヤ (インド) 
テディ･ブーン (インドネシア) 

小谷 俊介 (日本) 
スルヤ･バクタ･サンガチェ (ネパール) 

アモッド･マニ･ディキシット (ネパール) 

岡崎 健二 (日本) 
楢府 龍雄 (日本) 

 
何 永年 (中国) 中国地震局研究員 

ワヤン･センガラ (インドネシア) バン

ドン工科大学教授 
イマン･サティヤルノ (インドネシア・ジ

ョグジャカルタ) ガジャマダ大学教授 

マルケサ･レイェス （フィリピン・ケソン）
フィリピン大学講師 

ナジブ･アーメッド (パキスタン)プレス
トン大学教授 

ラサルサ･ヴエティバウ (フィジー)鉱物

資源省 
大井 英臣 (日本) 国際協力機構（JICA） 

国際協力専門員 
 

 

[国連地域開発センター（UNCRD）： 事務局] 
 

所長 小野川 和延 

防災計画兵庫事務所所長 安藤 尚一 
防災計画兵庫事務所研究員 ジシュヌ･ 

  クマール・スベディ、斉藤 容子 
防災計画兵庫事務所研究助手 中村 隼人 
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編集担当: 

ジシュヌ･クマール･スベディ 

中村 隼人 
 

翻訳/作業： 
 吉川 友香（翻訳/作業監修） 
 

（翻訳） 

 伊良部 秀輔  
 牛田 敦子 
 清水 雅一 
 杉山 美由紀 
 松本 たから 
 

（作業）  

 安部 琢磨 
 梅本 賢一 
 小澤 真美 
 清水 ゆかり 
 高田 綾子 
 
  

 

表紙写真: 
 表紙：インドネシア・ジョクジャカルタ特別州  
     ジャワ地震(2006)UNCRD現地調査写真 

 

 写真は全て UNCRD 防災計画兵庫事務所撮影 
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地震に強い住宅に関する 

国際シンポジウム 2008 議事録 
 

建築基準普及への挑戦 

地震にまけない住宅計画(HESI) 
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