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はじめに 

いつか必ずやってくる地震災害、毎年のように被

害が出る風水害、そして大雨のたびに不幸なニュー

スが報道される地滑りなど、私たちにとって災害は

大変身近なものと言わざるをえません。特に近年で

は、これらの災害を「防ぐ」という考え方に自ずと

限界があることから、平常時に十分な備えを行い、

いざ災害となればその被害を最小限に抑えて、事業

や生活を継続させる工夫の必要性が重視されるよう

になりました。これが「減災」という考え方です。 

私たち技術士会防災支援委員会ワーキンググルー

プ１のメンバーは 2007 年 2 月から、「減災」に関す

る技術の普及活動をそれぞれの立場で継続してまい

りました。その中でメンバーの共通認識となったの

は、実践的に活用できる情報提供の必要性です。 

一般向けには、さまざまなパンフレットやマニュ

アルが行政を中心とする主体から提供されています。

また、インターネットのＷｅｂサイトを検索すれば、

およそ必要と考えられる情報が入手できる時代にな

っています。 

しかし、それらの有益な情報に日頃から関心をも

って目を向け、いざ災害という時に備えている人は

まだまだ多くはありません。人々の減災意識を高め

て、災害に備えることは本筋であるものの、やはり

そこには一定の限界があるのではないでしょうか。 

私たちは、ワーキング活動の議論の中から、減災

を実現するために「地域の減災活動を推進するリー

ダーの方々にとって有益な情報を提供することが求

められるのではないか」との考えに至りました。  

この小冊子は、その考えに基づいて地域の減災リ

ーダーの皆さま向けに、減災に関するやや専門的で

技術的な内容を、できるだけ平易でコンパクトにお

伝えすることを意図して編集いたしました。 

私たちのメンバーそれぞれの専門分野における減

災のテーマや実際の被災経験から得られた知見を、

できるだけ親しみやすく、読みやすい形にすること

を心がけ『豆知識』と銘打ちました。しかし、その

内容はかなり盛りだくさんになってしました。 

この小冊子を手にした方が、日々現実の減災活動

を行おうとする際に、何がしかのヒントやプラスの

効果を少しでも得られたならば、私たちワーキング

グル―プの小冊子作成意図は十分に発揮できたこと

になると考えています。 

また、この小冊子によって、ここで取り上げたテ

ーマに関する様々な議論が惹起されることで、人々

の減災への関心が高まることも、執筆者一同大いに

期待しているところです。 

執 筆 者 一 同 

平成 21 年 9月 

※本冊子掲載事項を参照または引用する際は、出典を明記くださいますようお願い申し上げます。 
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1. 大地震に遭遇して生き残る技術 

As for the plan when we met with the big earthquake 

  藤田 嘉美 
                                            Fujita   Yoshimi  

 

阪神・淡路大震災以降、大規模災害に対する研究は進み、災害復旧後の法整備は進んでいます。しかし、東京都心での直下型

大地震発生という最悪のシナリオを想定して、災害直後の１４分間を生き残るための方策について述べたものはあまりにも少

ない。消防を含む防災は市町村単位であり、警察は都府県単位で管轄しており、行政側の責任・守備範囲を超越（逸脱）する

広域災害は当然「想定外（規模・内容共）」とならざるを得ない現実があるのです。 

Research against the large-scale disaster after Hanshin, Awaji big earthquake disaster proceeds, and law maintenance 

after the disaster restoration develops again, too. But, the worst scenario that a big earthquake appears in Tokyo 

Metropolis heart isn't presumed. Specially, how should we survive 【 14 minutes right after the earthquake 】? It 

is stated about that plan in this calligraphy. 

 

キーワード：大規模災害、地震、建物倒壊、堤防決壊、火災旋風、減災バッグ、防災バッグ

１ はじめに  

人類は、洪水で肥沃な河川流域で農耕し、津波

の危険がある海岸で漁業を、冠水の恐れがある埋

立地で工業を、土砂崩れがある埋立地に住居を構

え生活しています。一生の中で遭遇する機会がな

いかも知れないのですが、大規模災害事例として、

首都直下型大地震の発生という最悪事態を想定

して、被災内容と生き残り策を考えてみることに

します。 

２ 大地震時の被災状況・想定 
 地震から派生する死亡原因は図１に示すとおり、 

図 1 大規模災害での生死 

 

地震直後では、建物（家具）倒壊による窒息（圧）

死が、次に堤防決壊による溺死（地下、２階以下

の居住者）と家屋等の大規模（広域）延焼に伴う

火災旋風による焼（窒息）死の３つが想定できま

す。ここでは、津波や火山噴火に伴う災害は除外

しています。 

 

 図２ 阪神淡路大震災での犠牲者の死因１） 

 

2.1 建物（家具）倒壊による窒息（圧）死 

 図２に示すとおり阪神淡路大震災での４千人

近い犠牲者の内監察医が扱った事例では 92％が

地震発生直後の 14 分間で死亡しており、死因の

大半が建物（家具）による窒息と圧死である１）事

4

大規模災害の実態
天災？
・

人災？

火山の噴火

がけ崩れ

排水Ｐ停止

倒壊 安政江戸 関東 阪神淡路
死者 地震 大震災 大震災
人口比 ：０．４％ ：１．８％ ：０．１％
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実。関東大震災でも本所被服廠での 4 万人強とい

う焼死者を除くと、建物倒壊による死亡者が 4 万

人いたという事実から時間帯や天候等によって

も死亡者数は大きく変動すると考えられますが

東京都区内在住・就業者の 0.4％程度（5 万人～

10 数万人）が建物倒壊により即死（窒息・圧死）

するものと想定できます。 

図３ 堤防決壊で水没する地下鉄等２） 

 

2.2 堤防決壊による溺死 

 地震による堤防決壊は停電や故障による排水

ポンプ停止につながり数時間後には地下道路や

地下鉄の駅舎を含む地下鉄列車軌道内が冠水２）

となり、乗客は溺死（十数万人）するでしょう。

同時に東京東部地区居住者では、家屋はもちろ

ん避難道路や避難場所についても最大７m（河

川水面高－地盤高）程度の水没があり、電車や

自動車の乗員ならびに低層家屋の居住者（特に

地下室）での死者が想定されており、大規模な

浸水の場合、死者は数千～数万人と想定されて

います。 
 しかも、さらに厄介なことは、上記の避難者

（百数十万人と想定）対象地区が冠水した場合、

数ヶ月程度は浸水したままとなり、現状の災害

復旧計画上でも早期の再使用は不可能と判定さ

れています。 
 
2.3 火災旋風による焼（窒息）死 

東京都区内の総合/火災危険度を図４に示します。

一部水没地域とも重なっていますがほぼ東京都

区全域で火災危険度が最高に危険な５の次で 

 

 

図４ 東京都区内の総合／火災危険度 
 
ある４以上となっており、避難道路や避難場所を

含む全域で建物倒壊＆浸水、道路冠水、家屋炎上

による火災旋風（図４右上参照）の３重苦が想定

され、さながら地獄絵状態と考えられます。 

 

３ 生き残るための方策 
 場所、時間帯、周辺の環境などによって、大

規模災害に遭遇した場合になすべきことは違っ

てきます。災害の種類、被災状況と対処方法、

周辺環境（事前に準備すべき設備）、対処する

ための道具・備品等を表１.に整理してみました。 

 対処は、まず「身（頭）を守る」、状況判断を

含む「待機」、最後が安全な場所に「逃げる」の

３パターンです。 

 災害に遭遇した［状況・場］に必要な［設備］

と［道具・備品］があることが最善です。 

 ＜自助＞は、被災した場合、自分自身で使うも

の、自分が逃げるときに使うものです。 ＜共助

＞は、周りの人に助けを求めるときに必要なもの

を示しており、いずれも、絶対必要：◎、必要：

○、あれば望ましい：△で区分表示しています。

なお●や▲印のものは、特殊・例外的（表１ 被

災状況別対処方法の一覧）なものを示しています。 

 

3.1 減災バッグの中身 

被災時に生き残るサバイバル技術の一つとし

て、図 5 に示す①から⑦の携帯用品が「自助」つ

まり、自身が助かる為に必要不可欠なものです。 

火災旋風の再現実験

11

東京都 第６回 総合危険度ランク図

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/download/sougou.pdf

(平成20年2月公表) 

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/download/kasai.pdf

火災危険度ランク図

水没地区
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減災バッグ
の中身

レスキューシート

保護メガネ（￥840）

防塵マスク
N95合格品
（￥180）

耐熱、対切創性
手袋 （￥300）

ダイナモ ライト

安全靴（スニーカタイプ）

アルミ蒸着・軽量緊急用シート
（保温・断熱・暴風・防火）
（￥1,780）

花粉対策マスク

N95 （￥210）

透明なフードは頭部を完全にカバーし、
目・鼻・口を煙から守ると同時に特殊加
工フィルターが煙の吸引を防ぎます。

（￥980）

レスキュー
ホィッスル
（￥420）

（￥1,480）

（￥９８０）

消火弾
８００ｃｃ／本・４畳半
（￥6,800）

簡易 ・ 防煙フード

ポリ袋 200＊300
2,400枚／ロール （￥950）

＋新聞紙⇒糞尿処理ＯＫ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

●N95マスクとは、 N95 は米国疾病対策センター（CDC）の
下部組織である労働安全衛生研究所（NIOSH）が定めた規格の名称。

図５ 減災バッグの中身 

  

 図５の減災バッグの中身を以下説明します。 

①!   N95 規格対応の防塵マスク［常時携帯］ 

米国労働安全衛生研究所（NIOSH）認可の N95 規

格（0.3μm 以上の空気中の微粒子を 95%以上カッ

トできる。）対応マスクの特徴は体液や血液の小

滴が飛ぶことで感染する飛沫感染を防ぐ点にあ

り、結核菌やサリン等の毒ガスに対しても一定の

効果があります。 

 ② ホイッスル［常時携帯］ 

閉じ込められた時など応援を呼ぶのに有効で

表１ 被災状況別対処方法の一覧 
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す。 

③ 安全靴 

足先への重量物の落下や釘などの踏み抜きか

ら、足を守るための専用の靴。運動靴でも可。 

④ 手袋 

耐熱、対切創性手袋が最適。軍手は△。 

⑤ ポリ袋［常時携帯］、 

生鮮食料品の包装材として、日ごろ大量に利用

しています。大規模災害時には最悪３日間程度

は閉じ込められると考えられている都内のエ

レベータや居室、地下道等で閉じ込められた時

の排泄処理（携帯トイレ）として有効です。 

⑥ レスキューシート［常時携帯］ 

携行時は、タバコケースとほぼ同じ大きさで  

防寒具（冬期保温断熱、防風対策）や日射対策

（夏季防暑断熱対策）、夏場の食料保存用など

に使えます。 

⑦ ダイナモライト 

手回し発電式でＬＥＤライトとラジオ付きが

主流で、携帯電話の手動式充電器としても利用で

きます。 

⑧ 消火弾 

火事の際、火元に消火弾をぶつけるだけで容器

が破裂、瞬時に冷却・消火して、有害な煙の発生

源を断ち、製造後 20 年消火能力が変わらず、人

畜無害。壁面設置と携帯タイプがあります。 

⑨ 防煙フード（防護メガネ） 

透明なフードは頭部を完全にカバーし、目・

鼻・口を煙から守ると同時に特殊加工フィルター

が煙の吸引を防ぎます。 

以上を、自分自身の身体的被害を低減（減災）

する道具として推奨します。 

 まず命を守り、如何にして安全な場所までたど

りつくかが大切であり、飲料水などは自動販売機

等から調達すればよく、救援隊が駆けつけてくる

三日間程度であれば、飲まず食わずでも死にはし

ないし、公園の噴水やプールの水も飲めます。 

 

3.2 もしも生き残っていたら 

一次災害の難（建物や家具の倒壊による窒息

死）から運よく逃れられたならば、自宅や事務所

等より図 5 の減災バッグに示す⑧の消火弾と⑨の

防煙フードを持ちだして、常時携行している⑥の

レスキューシートで熱を防ぎながら、二次災害で

ある火災旋風(焼死や窒息死)の危険場所と三次

災害である浸水による溺死の危険場所から避難、

退避してください。  

最寄りのガソリンスタンドやコンビニエンス

ストアに立ち寄り水や食料の入手、トイレの使用

と情報交換をしましょう。 

図６ 防災バッグの中身 
  

ちなみに、図６．に示す防災グッズの中身３）は

キャンプファイヤーと同等の備品となっており、

安全な場所にたどり着いた後に、救援部隊が到着

するまでの数日間を過ごす時に使用します。 

3.3. 災害時の安否確認            

大規模災害時には、事前に想定している避難

場所の大半は使えないでしょう。その際の関係

者（家族や友人）間での安否確認ツール４）とし

ては、「災害用ブロードバンド伝言板(web171)」

が海外とも連絡が取れ、且つ確実です。次に、

携帯電話による「災害用伝言板サービス」の利

用、最後に一般公衆電話（１０円玉必要）によ

る「災害伝言ダイヤル（171）」があります。 
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４）東方幸雄、ＮＴＴグループの防災対策

２．水没の危険を知った上で日頃から備えよう 

Let’s always prepare for dangers of submergence by knowing conditions of big floods. 

藤田 嘉美 

                                      Fujita Yoshimi 

 

人類は、洪水で得た肥沃な河川流域で農耕し、津波の危険がある海岸で漁業を、冠水の恐れがある低地で工業を、土砂崩れが

ある埋立地に住居を構え生活しています。一生の中で遭遇する機会がないかも知れないのですが、ここでは、大規模な洪水発

生による被害内容を理解した上で、対応策を考えてみることにします。 

Mankind does agriculture in the place where fertile river overflowed due to the flood, and Industry activities are 

done in the low land with the danger that water sets，and a residence is set up in the reclaimed land with the danger 

of the washout, and Daily activities are done. There may not be an opportunity to meet in your life. It is stated 

about the assumption of the damage conditions by the large-scale flood and the countermeasure here. 

キーワード：洪水ハザードマップ、堤防決壊、津波、堤防決壊、地下鉄、地下室、

１ はじめに  

日本の国土を飛行機の窓から眺めると人々の住ま

いは、海岸沿いの低地と埋立地ならびに、河川流域

の平地に密集していることがよく判ります。当然の

こととして海岸付近では津波の危険があり、天井川

が一般的な河川の流域では大雨や堤防決壊により浸

水の恐れがあります。東京都の東部地区では、河川

の水面より最大７ｍも低い土地が大半であることか

ら、常に冠水の危険性があります。 

図１ 水没の危険 概念図 

 

ここでは、常日頃の生活空間が、常に水没の危険

性と隣り合わせであり、大規模地震等の災害発生時

には間違いなく溺死する危険性があることを示し、

対応策を考えてみることにします。 

２ 洪水ハザードマップを見よう 
最初になすべきことは、皆さんの居住する地域が

洪水時にはどのような状態となるのかを、該当する

市区町村や都道府県が作った洪水ハザードマップや

浸水予想区域図から知ることです。 

 

図２ 洪水ハザードマップ１） 抜粋 

 

 洪水ハザードマップ（浸水予想区域図）とは、あ

る基準の大雨が降った時に、どの程度の範囲に、ど

の程度の深さで水が溜まるかを予想して図示したも



（社）日本技術士会防災支援委員会ワーキンググループ１ 減災技術豆知識 
 
 

  6  
  

ので、基本的には土地の高さと河川の水面や海水面

の高さを比較したもので、水は低いところに流れ溜

まる（冠水する）ということです。 

筆者が居住する東京都中央区の洪水ハザードマ

ップ１）の抜粋を図２に示しています。浸水の高さを

赤、橙、黄、青の４段階それぞれ最高５ｍ（低層家

屋の冠水），２ｍ，１m，0.5m（床上浸水）で示され

ています。また、この地図上には該当区域内の消防、

警察、区役所、救急指定病院と共に一般時の避難場

所が示されています。 

ここで注意。この図にある避難場所に

通ずる道路が火災や水没で通行でき

ない可能性が実際には非常に高いと

いう事実です。単なる土地の高低差を図示した図面

だと割り切って認知しておくことが大切です。 

３ 地下鉄等からの浸水 

 想定以上の大雨が降った場合には、下水道配管か

らの噴出水が地上に溢れることとなりますし、堤防

の決壊はもちろん、水中ポンプの停止が長時間継続

した場合も、水面よりも低い土地では冠水する事態

となります。いずれにしても、このような事態が起

こった際には、地表面よりもはるかに低い自動車の

トンネル道路部分や地下鉄道等へ地上での氾濫水が

流れ込み、地下鉄道の軌道並びに地下鉄道駅車構内

は水没することになります。 図３．に示す東京都 

  図３ 地下鉄での浸水解析のイメージ２） 

 

心地下鉄での浸水シミュレーションの結果が大規模

水害対策に関する専門調査会から公表３）されていま

す。これによると流域平均雨量が 550mm/3 日間の時

に堤防が決壊すると約 10 分後には、はん濫した水

が地下の線路部へ流れ込み、堤防決壊後 6 時間で 6 

駅が浸水し、15 時間後には銀座・霞ヶ関・赤坂・六

本木など合計 118 駅が浸水すると想定しています。

さらに地表からの氾濫水ではなく、トンネル経由で

はん濫水が到達し、最終的には17 路線の97［81］ 駅、

延長約 147［121］km （図４参照）が浸水［水没状

態］すると想定されていることから、地下空間から

の素早い脱出が必要だということです。 

図４ 地下鉄道での浸水予想図 

４ 地下室の扉、自動車の扉 

 さて、図５．に示すような水没した道路に車が

進入した場合や、図１の真ん中上段にあるような

地下室では、低水位の冠水でも扉を外向きに開け

ることは困難となることから、扉は原則内開き構

造にしておくか、最悪の場合は扉を破壊して脱出

することを想定して斧や窓ガラス破壊用のハンマ

ーを常設しておくことが大切です。 

 
図５ 自動車の水没 
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５ 洪水時の避難場所を探そう 

 大半の市町村では洪水ハザードマップを公表して

おりませんが、市販の地形図を購入すれば等高線が

書いてあり、基準となる海水面よりの高さを知るこ

とができます。ちなみに、筆者が住んでいる東京都

中 央 区 に は 墨 田 川 と 荒 川 、 中 川 、 新 中 川 が

 

図６ 東京東部の低地帯の河川水位４） 

 

流れており流域の江東区、墨田区、江戸川区では図

６に示すように海抜零メートル（干潮時の海面≒満

潮時の海面－２ｍ）の土地が大半です。洪水時には、

河川の水面が地表面より最大９m となることから３

階以上の高層部に避難する必要があります。 

 

図７ 千住大橋の上から撮影 

 

私が現地調査した東京都足立区の千住小学校周辺

は、墨田川と荒川に挟まれた盆地で、洪水時には７m

程度の浸水となる地域であるにもかかわらず高層建

物が無いのが気になっていました。この懸念は残念

ながら的中しており、地域の上流でもある埼玉県大

利根町で堤防が決壊した場合５）で排水施設が稼動し

ないケースでは、1 週間が経過した時点で約 160 万

人の居住地域(約 310km2)が浸水し死者数 2,600 人と

想定しており、さらに 1 ヶ月が 経過しても約 150

万人の居住地域が浸水したままと予想されています。 

６ 洪水時の避難施設、道具 

大雨による増水時の堤防決壊とか、排水ポンプの

長期間停止といった想定で検討されている洪水被害

ですが、都市直下型の大地震が起きた場合には、大

雨の有無に関係なく海面より低い土地は冠水し建物

は水没してしまいます。しかも、洪水だけであれば

水没をまぬがれるはずの高層建物が崩壊していたり、

火災が発生して居住不可となっていたりする可能性

も多分にあり、倒壊した建物から脱出するための道

具（図８参照）の準備と、近辺の高台を避難場所と

して選定し訓練しておきましょう。もちろん、イザ

という時には間に合わない立地条件の地域住民の

方々は図８に示すような避難タワーの建設も選択肢

の一つとして検討すべきです。 

 

 

  

図８ 脱出道具   図９ 避難タワー 

 

 

７ 津波による危険を知ろう 

地震発生の数分後に気象庁が発表している津波予

報や警報ですが、避難警報が発令されてからの避難

タイミングでは相当数の町村民が死亡するという研

究結果が三重県尾鷲市で津波被害予測結果６）として
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公表されています。 

この報告書では、地震発生後５分以内に避難した

場合は死者が出ないが、地震発生８分後に市町村が

発令した避難勧告の取得10分後では1割強の住民が

死亡するというシミュレーション結果に公表された

住民は大変驚いたということでした。 

海岸が遠浅の場合には、海面の振幅が増大され海

岸から数百 m 離れた地域までにも水位上昇があり、

津波の被害が予想されることから、海岸線付近や海

岸近くの河川周辺地域の人々は、地震発生直後にと

りあえず即避難するという心構えが大切です。 

ここで注意。 

行政による避難勧告警報発令の

スピード化にはおのずと限界が

あり、地域住民は地震が起こった

ら直ちに自主避難しましょう。 

8 避難しよう 

 

 
図 10 緊急避難時の備品 

 

今回のテーマである水没の危険については大体、

ご理解いただけたでしょうか。 

現時点で、全国の８割の自治体では浸水危険度を

公表していませんが、水は低いところに流れるとい

うことから、高台以外の平地や低地に居住する皆様

は、常日頃から地震、火災、台風、大雨による災害

発生時に備えて家族間での連絡方法や一時避難場所

のシミュレーションを行っておいてください。 

東京都区で見てみますと、東部地域は満潮時の海

面より 7ｍ低く周辺の河川が天井川であることから、

満潮時には河川に逆行する潮位を避ける水門と多く

の地下排水ポンプで都民の日常生活が成り立ってい

るのが実態です。現実的に地域住民が避難できる高

所での空き地確保は難しく、救援物資を含む避難場

所の大半は水の底に有るというのが現実の姿でしょ

う。 

大規模災害時には、地域に密着した警察や消防、

病院、区役所等も同時に大きな被害を受けており、

道路の損壊、河川の氾濫、火災の大規模化など自分

の身は自分で守らなければなりません。 

いかなる災害の場合でも、建物（家、学校、会社

等）から避難する際は、マスク＝米国労働安全衛生

研究所（NIOSH）認可の N95 規格（0.3μm 以上の空気

中の微粒子を 95%以上カットできる）の微粒子用マスクと

手袋、できれば保護メガネを持ち、最小限の備品と

しての常備薬、ナイロン袋、非常食、ポケットコー

ト及び丈夫な靴、できれば安全靴（運動靴も可）を

はいて、呼び笛を携行して、とにかく安全なところ

まで避難してください。 

どのような事態となっても、日本国内であれば 3

日以内には救援隊が到着しますので、まず避難して

ください。できるだけ軽装で安全なところまで、急

いで避難してください。ご安全に。 
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３. 地震と火災シミュレーション、そこに何があるか        

Earthquake and fire simulation, what do you see? 

菊地 章 
 

Kikuchi Akira 

 

 

これまで、都市部で起きた大地震の直後に発生した火災は、こと如く大火災になり、多くの人の犠牲を伴う甚大な被害を発

生させている。そこに何が起きたのか、過去の記録、各種文献、防災講演等から、人的被害が懸念される事象・現象及び背

景そしてそこで予測される危険要素を整理し、この社会環境の下で、どう対処すべきか、我々は考えねばならない。 

Fire occurred immediately after the earthquake which occurred in the cities in the past is like that big fire, 

and that is causing enormous damage with a sacrifice of many people. What happened there or the risk element expected 

event human damage is a concern from the record of the past, various document disaster lecture, etc., behavior and 

background and there to organize the social environment under the deal should be, or we think. 

キーワード：同時多発火災、火の粉、延焼火災、火事場風、初期消火、避難

１ はじめに 

昔から怖いものの代表として「地震・雷・火事・

親父」と言われている。実は「親父」とは「台風」

のこと。もともと「親父」は「大山風（おおやまじ）」

がなまったもので「台風」のことだそうです。 

したがって「地震・雷・火事・台風」が本来の怖

いもの。怖いものとは一番人命死亡確率が高いもの

とすると、確率の高い順で火災、雷、地震、だそう

です。過去の日本における大地震の被害状況をみる

とそれが顕著であることを認識せざるをえません。 

現在の首都圏の生活様式や街並みは、過去のそれ

と比較するとかなり異なっています。過去の被害状

況のかたちからの反省、対策がそのまま当てはまる

とは思えません。現在のハイテク技術消火活動が、

大地震の非常下で本来の機能を発揮できるでしょう

か。疑わしいと思います。 

一旦火災が発生すると為すがままの状態の延焼火

災の拡大が予想されます。東京都が発表した危険区

域予想図はその災害予測だと思います。 

「出火し、火事になり、延焼し、大火になる、ま

た、最悪 火災旋風が起こる」このかたちは昔も今

も同じだと考えられます。この現象と現在の都市部

の生活様式や街並みの中で人の命をどのようにして

守れるかが、今回のテーマであり、その減災のため

の方策を考えます。 

そして それらが自助、共助活動における危険予

知の一助になればと思います。 

 

表１ 過去の地震被害状況   

地震名 阪神・淡路大地震※ 関東大地震 江戸地震 

発生 

年月日 

平成7年1月17日 

午前5時46分 

大正12年 9月1日 

午前11時 58分 

1855年 11月11日 

午後9時30分頃 

死者 6,434人 99,331人 7,000人超（市中） 

住宅被害 639,686棟 225,367棟 高地緩く、低地強く 

焼失棟数 269件 7,534棟 136件 447,128棟 出火 30数か所 

焼失面積 0.83k㎡ 旧東京市の約43% 1.5k㎡ 

※阪神・淡路大震災：消防庁平成18年5月19日
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２ 地震起因大火の災害記録からの惨状 

大地震での大火による災害の甚大さは、われわれ

の頭にすぐに浮かぶものとして、安政江戸地震、関

東大地震、阪神淡路大地震の記録です。（表１） 

その惨状は、「地震による倒壊家屋の下敷きにな

り、救助されずに火事で焼死」、「避難が遅れて、

逃げ損なっての焼死」、「不適切な避難場所に避難

し、逃げ損なっての焼死」、「火災旋風（竜巻）に

よる予見し難い焼死」など、地震起因大火の被害は、

残酷きまわりない光景です。その状況は、窮地に一

命を得た人の話から窺えます。 

３大地震時、なぜ大火になるか？その背景 

3.1 首都直下地震：震度６強以上での被害 

気象庁震度階級：震度6強（基準説明文を引用） 

屋 内：固定してない重い家具のほとんどが移動、

転倒する。戸が外れて飛ぶことがある。 

屋 外：多くの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破

損、落下する。補強されていないブロック

塀のほとんどが壊れる。老齢の中高木は根

元から折れることがある。 

木 造：耐震性の低い住宅では倒壊するものが多

い。 

ＲＣ造：耐震性の低い建物では倒壊するものがあ

る。 

設備・インフラ： 

水道の配水設備に被害が出、広い範囲で水

道が止まることがある。また一部地域で停

電する。 

地 形：震央付近の地域では地割れが確認できる。

植林の少ない地域では山崩れが発生する。 

 

3.2 地震直後のその背景 

①平時と違い初期消火が困難です。 

②公助の消防活動が機能し難く、気象状況によって

は、燃え種がある限り延焼します。（放置火災状

態になります。） 

 ・道路事情が悪くなり、消防車の出動が困難です。 

 ・同時多発火災のため、消防隊回り切れません。 

③ビルの防災設備が強震によって正常な機能が発揮

されるか懸念されます。 

④道路に、予測 700 万台の車（可燃物）が放置され

ます。（NHK防災番組より） 

⑤都市再開発地以外地域は建物が立て込んでいます。

※既存不適格建物も混在しています。 

⑥住宅型ビルを含む高層ビルが多いです。 

⑦木造の建物と上記ビルが混在した街並が多いです。 

⑧コミュニティーの防災力に懸念があります。 

・自助や共助（自治会活動等）の活動の格差があ

ります。 

・避難者、帰宅困難者の統制への懸念があります。 

４ 地震時の大火災への進行過程を追う 

4.1 火元の出火 

①火災の火種（火源） 

・調理コンロ、燃料暖房器、漏電（復電時）等 

・火事から出る火の粉は恐ろしいものです。熾き

（薪などが燃えて炭のようになったもの）にな

ります。 

※火の粉の大きさは、いろいろで数ミリから数十

センチメートルの大きなものまであります。 

※火の粉は一粒々々だと恐ろしくはありませんが、

それが雪の吹き溜りのように集積されると、そ

れが強力な火源になってまた火災を起こします。 

・不審火!!（逃げる時に火をつけますか？） 
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②火源の周辺にある可燃物（着火物）へ引火 

・特に、地震時は、窓ガラスの破壊、外壁の割れ

隙間、通気口（床下）等から、室内そして木造

屋の壁内、屋根の小屋裏、床下に、火の粉、熱

気流、火炎が入り込まれます。 

 ※燻焼状態（燃物の温度が上昇し煙を出しながら

くすぶっている状態）になり、加熱により可燃

物が分解し可燃ガスが放出されます。 

 ※有炎状態（可燃ガスに着火し炎をあげて燃焼） 

③１室火災、同一階火災、上階延焼と拡大 

④建物全体火災となります。 

4.2 延焼火災が始まる 

※地震時の火災の特徴は、前項①～④の過程を経た

火災が各所で同時に多発し、それが原因となり、

下記①の延焼を繰り返し②、③、④と進行し、大

火災になります。 

①隣棟延焼：火災建物からの火炎・火の粉の噴出に

より直接又は輻射熱により前項②の過程を繰り

返し、延焼が拡大します。 

②市街地火災（さらに建物が連続的に延焼） 

延焼拡大の実例 

・大館大火で、飛び散った火の粉で 225 メートル

先の木造モルタルの民家がくすぶり始めました。 

※飛び火…火の粉が最初の火災現場から吹き上る火

炎の熱気流に乗って舞上がり、風に流されて離れ

た場所に落下してそこで強力な火源になり、燃え

上がり、新たな火災を発生させ、同時多発火災を

拡大し、延焼エリアを成長させる大きな要因の一

つになっています。その飛行距離は、普通は50か

ら200メートル位ですが、2キロメートル以上の遠

くまで飛ぶこともあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※木造密集市街地火災から延びる火炎の輻射熱 

・大館大火で風速 12m/sec 時炎が 42 メートルの

高さに燃え上がることがわかっています。 

※風速12m/sec時の火炎の輻射熱は風下の200mが延

焼範囲 

※要注意 !! 火は燃焼時に酸素を消費するので、

火災時は酸欠の空気が流れ、酸欠死を発生させ

る恐れがあります。 

③街区火災：市街地領域(街区)の大部分に及ぶ火災。  

※放置火災状態（自然鎮火を待つ以外ない状態） 

④都市火災：街区を超える規模の市街地火災、消防

力を上回る程度に発展拡大した火災、消防統計

上の焼損建物床面積が33,000㎡以上の火災。 

※関東大震災は44.7万戸焼失、発生直後の同時多発

火災から延焼火災になり40時間以上にわたって街

（旧東京市の約43％）を焼き尽くしました。 

※火災旋風（竜巻）：街区規模の複数の同時大火発

生状況の中で、気象、立地条件によっては、火災

旋風（竜巻）の発生が予測されます。  

 
輻射熱 

木造密集市街地火災から延びる火災からの輻射熱 

12m/sec 
 

42 ﾒｰﾄﾙ 

200 ﾒｰﾄﾙ 

魚焼き器の原理 
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５ 大火災はなぜ多くの人命を奪う災害になる    

のか 

5.1 予測し難い、危険な事態（現象）が発生 

①火事場風が起こる。 

火災エリアが数ヶ所あると、それらの間の勢力（上

昇気流）の強弱により、気象状況に関係なく、風

上風下が急に変わる現象。逃げ惑う要因。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②耐火建物は火災の延焼を遮る役割はない。 

建物にぶつかった熱気流及び火流、火の粉、煙

は、建物の前面では地上部分に降りて来、建物上

空を抜けたものも、建物背後では、回りこんで渦

を発生させ、激しい火の粉、熱風、煙が吹き荒れ

ることになり、人間の安全は保てません。 

③建物と建物の間での火災の現象 

建物の間を抜ける熱気流は流速を増して吹き抜

け、建物背後では、舞い込みが起こると共に、激

しい勢いで拡散していきます。 

※これに対して、樹木で覆われた連続した壁は、

熱気流及び火流の勢いを弱めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④高層ビルのビル風と火災 

 ・高層ビルが複数あると火柱（火炎が合流）が起

こります。（サンフランシスコ地震の火災時） 

 ・自然現象で、上層部の速い風を下に持ち込みま      

す。 

 ※特に超高層ビルでは火事場風やダウンバースト

を起こすと懸念されています。 

5.2 広い空き地の避難しておれば大丈夫という先

入観念 

 ・大火災襲来時の広場での熱気流の動き 

①! 広場の安全性は、火災の輻射熱以上に火流のもた

らす熱気流によって決定される。即ち、大火にな

ると次ページ図のようになります。 

大火本体の風下側では、火の粉、熱風、煙を含

んだ熱気流が、数百メートルもの範囲を覆う。人

の生死はこの熱気流によって決まり、真正面から

攻めたてられると、何もないただの広場であった

場合、いかに広いと云えども安全性は保てません。     

同じ大火でも側面を流れていく火災は恐ろしく

はありません。広場の安全性を確保するために必

要なことは、いかに大火に正面から攻められない

ようにするか、もし万一正面から襲われた場合、

難を逃れるには、樹木等による地上 2ｍの安全な

空間を確保されている公園等が必要になります。 

 

 

横から見た状況 

風

大火

 熱気流 

上から見た状況 

大火

建
物 

建
物 

熱気流 
風

風

熱気流 

大火 

耐
火
建
物 

火の粉 
大火 

耐
火
建
物 熱気流 風

火の粉 

上から見た状況 
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②都市大火から身を守るには 500 メートル角の広場

でも不十分 

（出典：2005.2.26市民防災フォーラム村上處直氏

講演資料より） 

5.3 延焼エリア付近の気温は異常に上昇 

関東大震災時の火災の激しさを示すエピソード。

「地震以降も気象観測を続けた東京の中央気象台で

は、１日21時頃から異常な高温となり、翌2日未明

には最高気温46.6度を観測している。この頃、気象

台には大規模な火災が次第に迫り、ついに気象台の

木館にも引火して焼失した。」 

（出典：フリー百科事典『ウィキペディア』関東

大震災より） 

5.4 火災旋風（竜巻）の発生の懸念 

①火災旋風（かさいせんぷう）とは、地震や空襲な

どによる都市部での広範での火災や、山火事など

大規模火災によって、炎をともなう「旋風」と呼

ばれる竜巻状の空気の渦が発生し、さらに大きな

被害をもたらす現象。鉄の沸点をも超える超々高

温の炎の竜巻です。この旋風は、人や物を吹き飛

ばすだけでなく、その猛烈な風によって急速な延

焼を引き起こします。 

※1923 年の関東大震災では、火災から逃れて避難

していた陸軍被服廠（工場）跡の空き地に、地震

発生から約 3 時間後の 15:30 頃、火災旋風が襲来

し、荒れ狂ったのは、僅か20分間と言われている

が、瞬時の間に、この場所だけで約 3 万 8 千人も

の方が亡くなりました。 

※この惨事は、火災旋風の恐ろしさと、避難場所

の選定の難しさを改めて教えています。 

◎火災旋風（竜巻）発生要因： 

（色々研究されているが、今分ったものとして） 

  ⊡  火災で発生した大量の熱気が上昇し、冷

気と混じり合うこと。（被服廠跡の上空に極

めて異様な形をした積乱雲を多くの人が見て

います。） 

    ⊡  風の走りを助長する滑らかな面、例えば水

面や広場が存在すること。 

   ⊡  適当な風速があること。（ただし、10 メー

トル以上の強風では発生しないといわれていま

す。） 

    ※下記の学説もあります。 

    ⊡  地下に厚い砂礫層が圧密沈下することな

く堆積した地域において地下から噴出する解離

ガス（水が熱によって酸素ガスと水素ガスとに解

離したもの）が大きな原因で発生します。（関東

大震災時、東京の隅田川に面した地域や横浜市内

の河川に面する南部、北部地域で多く発生しまし

た。） 

5.5 避難民は、これまで述べた広域大火災の危険

性を認識できずに避難勧告があるまで、避難所

に居続けるのでしょうか 

 ・東京都：現在 避難所は 189 か所指定、避難道

路と地区内残留地区を指定 

  避難場所の指定基準 

  ⊡  周辺市街地大火による輻射熱（耐容時間30

分間想定した限界放射照度2,050kcal/㎡/hr）か

ら安全な有効面積を確保します。 

  ⊡  避難場所内部には、震災時に避難者の安全

大火 風 熱気流 

上から見た状況 

    
熱気流 

横から見た状況 

風 大火 
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を著しく損なう恐れのある施設が存在しないこ

とが必要です。 

  ⊡  有効面積は、避難場所内の建物、道路、池

などを除き、利用可能な避難空間として、一人

当たり１平方メートルを確保することを原則と

します。 

 

5.6 一斉徒歩帰宅者と広域大火災の遭遇 

 ・一斉帰宅による混雑の発生予測 

①歩道上が満員電車状態の大混乱（混雑度6人以上/

㎡、歩行速度 0.4 ㎞/h）という状況が、都心部

の道路を中心に発生したと仮定すると、帰宅の

状況はどのようになるでしょうか。 

②帰宅時間は平時の徒歩時間に比べ大幅に増加しま

す。 

丸の内⇔和光市：通常約5時間→約15時間 

丸の内⇔横浜市：通常約8時間→約.15時間 

（平成20年12月12日中央防災会議調査会報告） 

③また、余震による建物倒壊等の危険、延焼火災に

よる通行障害、さらに道路混乱による緊急車両の

通行支障等の様々な問題が生じます。 

④この帰宅間帯に満員電車状態が2～3時間あり、大

火災に巻き込まれる怖い事態が想定されます。 

 

６ 地震時の大火からの減災を考える 

  災害は時間の経過に伴い進化します。ここでは既

述の３．４．５．における懸念事項について、下記

の態勢をもとで、“どう立向うか”が課題だと思い

ます。 

◇自助には、個人の努力の裏付けが、共助には地域

コミュニティーの充実が不可欠です。  

◇下記の減災活動には、地域のリーダー的人材の存

在が不可欠、リーダーの人材育成が急務。その活

動によって減災がさらに実現化します。 

◇避難民の自助・共助行動の根拠になる適切な情報

伝達がタイムリーに入手できるかが課題です。 

6.1 地震直後の対応 

①同時多発火災を減らす活動。 

※出火元 ： 関東大震災138件  

阪神・淡路大地震269件 

・自助/共助活動により、火元を造らないようにしま

す。 

・地震が発生したら、すぐに避難するのでなく、で

きるだけ踏みとどまって、近所の人と協力しあい

ながらの、消火活動や救助活動が必要です。 

〈自助活動〉 

・火の始末・出火防止をしっかり！ 

   ◎消火のチャンスは3度ある！ 

    イ．揺れを感じた時 

    ロ．大揺れがおさまった時 

    ハ．出火直後 

   ※避難する時は電気盤のブレーカーを切る！ 

〈共助活動〉 

･初期消火と生き埋め救助！ 

･倒壊家屋生き埋め者の捜索、要援護者、ケガ人の

救出活動をします。 

・隣近所の倒壊家屋からの出火無くします。 

 “初期消火”は１０分以内に！ 

  ※建物全壊率と直後出火率に高い相関があり、

建物の耐震性向上が、出火、並びに延焼火災
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の大幅な削減策になるという研究発表があ

ります。 

  （目黒公郎･柳田充康･高橋健文研究速報55巻 6

号（2003）より） 

･平時のコミュニティーの自衛消防隊等の消火訓  

練（消火機器等の整備含む）の活動 

   （発電機、ポンプ、ホース、消火用水の確保） 

 ・管轄自治体への被害状況のタイムリーな報告を

含む連絡通信手段の確保 

6.2 市街地火災懸念地区の対応 

 ⊡  唯一の対応は、早期の避難（逃げる）しかあ  

りません。 

（延焼地帯は地震直後3時間以内） 

 （※関東大震災時、火災旋風が 3 時間後に発生し

ています。） 

①逃げ遅れないタイミングを見た避難 

⊡  次のような場合は、急ぎ避難をしましょう!! 

  ・避難勧告があるとき（自治体）！ 

  ・自分で（わが家）、地域で（自治会や自主防

災組織）判断して！ 早い判断必要！ “逃げ

るが勝ち” 

 ・判断の余地がない「火災拡大」「家屋倒壊の

危険」「がけ等の崩壊の危険」「土石流の危

険」「洪水氾濫の危険」など予想されるとき！ 

⊡  避難時の心得 ！ 

・足と頭の保護を！ 

・外出中の家族に連絡メモを！ 

・非常持出品以外、むやみに荷物を持たない！ 

・避難する場所に移動するときは、狭い道やビル

や看板の下は避ける！  

・平時での避難ルートの状況の事前調査必要！ 

・避難は徒歩で！ オートバイ、車は禁止 

・近所の人達と集団で、指定された場所へ！ 

6.3 避難場所の安全性の確認 

①安全・安心できる避難場所の確認 

 前述５．の懸念に対応した場所か平時の検証 

②「異常」の状況判断による避難（逃げる）！ 

・大火災の延焼拡大等の火勢、気象状況（特に風向

き）等のリアルタイム情報を把握、その危険を早

期に察知して、避難をする判断が必要です。 

③被災・避難情報等の通信手段に懸念！ 

・都市火災における放置火災状態の延焼火災勢力状

況の把握とその情報伝達方法・手段が課題です。 

・被災地住人へのタイムリーな対処情報の伝達が必

要と考えられます。 

◎上記情報伝達技術の開発が要請されています。 

〈参考〉東京都の情報収集・伝達体制の初動対策 

（東京都の防災対策パンフレットより） 

・防災行政無線 …行政、放送等の防災機関との間

の無線ネットワーク（衛星通信を含む） 

・防災情報システム …災害時に区市町村の末端か

ら被害等の情報を入力して処理するデータ通信機

能と、被災現場の状況をヘリコプターや衛星中継

車等から防災センターに映像を送る画像通信機能

をもっています。 

・地震被害判読システム …警視庁、東京消防庁の

ヘリコプターがテレビカメラで撮影した被害状況

を防災センターに送るシステム 

・高所カメラ …都庁屋上、レインボーブリッジな

どに設置したカメラの映像を防災センターに送り

被害状況を把握します。 
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6.4 抜本的な避難策 

 ・居住地区に拘らない、近隣区市までを避難範囲

とした、大火災危険予測地区からの、早期に住民

を避難させる対策を立てなければなりません。 

 ・それには、平時から居住地区に拘らない、安心

できる避難地域（地区の不燃化が進んでいる地区

内残留地区など）を決め、そこへの避難民を安全

に誘導、搬送する交通手段の確保のための施策と

戦略が求められます。 

 

７ おわりに 

これまで述べた火災の事象は、同時多発火災型の

広域大火災（大地震、空襲）、また強風に煽られて

風下に一方向に延焼していく大火災での中での現象

です。このような大火災では、消防力が機能し辛い

ために起こるものでもあります。 

地震時における出火及び延焼火災の削減策は中長

期的には、建物の耐震性を向上させることでありま

すが、これまでの猛火に追われて空き地への避難と

いうパターンでなく、安全・安心できる所への余裕

のある避難が必要です。 

緊急時は、人はパニック状態に陥り易い、それを

防ぐには、コミュニティーを導くリーダーの役割が

重要です。 

また、個人の防災意識の向上を図るため、地震・

火災に対する体験学習をすることも大切です。既存

不適格建物が現存する現在、記述した事象の発生は

認識せざるをえません。 

現実的には、地道な人的な活動に頼らざるを得ま

せん。地震直後の火元の確認、初期消火は必須です。 
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4

側部の横ずれクラック

頭部の引っ張りクラック

脚部の圧縮クラック

兵庫県南部地震による盛土造成
地の滑動崩落現象の一例

5

長岡市高町団地の滑動崩落現象の事例

北端部の地盤は四方八方に動いている

４. 地震時に危険な盛土宅地            

Hazards of reclaimed lands when the earthquake occurred 

上野 雄一 

Ueno    Yuichi

 

阪神淡路大震災などでみられた盛土造成地が大規模地震時に滑動崩落する災害について、住んでいる宅地が大規模

地震時に影響を受ける盛土造成地であった場合の対応策について説明します。 

Describes for fill reclamation area during the large earthquake affected residential living if 

countermeasures for fill reclamation site was seen in the great Hanshin Awaji earthquake etc. during a 

large earthquake, disastrous land-sliding could be occurred. 

キーワード：盛土造成地、谷埋め盛土、腹付け盛土、宅造法改正、宅地耐震化推進事業、地下水排除工 

1 地震時の宅地盛土 

阪神淡路大震災（図１）、新潟県中越地震（図２）

などでは盛土造成地が滑動崩落し、家屋の倒壊や道

路の寸断などの災害が発生して、盛土造成地の地震

に対する脆弱性が問題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 阪神淡路大震災での宅地盛土の被災例 

 

 

 

 

 

図２ 新潟中越地震での宅地盛土の被災例 

2 盛土のタイプ 

大規模盛土造成地は造成の方法によって２つのタ

イプに分けられます。 

 

2.1 谷埋め盛土 

尾根や山を削り、その土で谷や沢を埋めた造成地

です(図３、図４)。周囲の地山に比べ、強度に差が

あるので、地震時には盛土部分が一体となって動き

やすくなっています。ただし、すべての谷埋め盛土

が不安定になるとは限りません。一定の形状で、盛

土内に地下水が浸入しやすいものが、地震時に不安

定になりやすいと考えられています。 

盛土の面積が3,000m2を越える大規模な盛土は多

くの家屋が影響を受けるので問題となります。 

 

 

 

 

 

 

 

   

図３ 谷埋め盛土のイメージ 
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昭和22年の地形       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成14年の地形 

図４ 谷埋め盛土の例（兵庫県神戸市） 

 

2.2 腹付け盛土 

擁壁などで土留めし、急傾斜面に腹付けするよう

に盛土した造成地です(図５、図６)。宅地の他、学

校敷地や工場敷地など、広い範囲の平坦な土地を必

要とする場合に行われます。 

 

 

 

 

 

図５ 腹付け盛土のイメージ 

 

 

 

 

 

 

図６ 腹付け盛土の例 

 

阪神淡路大震災では、盛土をする前の地盤面傾斜

が20度以上で、かつ、盛土の高さが５ｍ以上の腹付

け盛土が多く被災しました。この条件にあり、さら

に地下水が多い腹付け盛土は特に注意が必要です。 

 

3 盛土宅地地盤の判定と安定性評価 

 

3.1 住んでいる宅地地盤が盛土であるか、ないか 

３つの方法がありますが、いずれも個人で範手視

するのは難しいといえます。造成前の土地の状況を

知っている人から聞くか、行政の造成担当部署に問

い合わせるのがよいでしょう。 

①造成図面による確認 

造成図面には、一般に縮尺 1/1,000 程度で、宅地

造成計画もしくは造成の出来形の地形形状を記載し

た平面図があります(図７)。一番正確に宅地地盤が

盛土か、そうでないかがわかるものですが、造成後、

時間が経過していれば廃棄されていることが多いた

め、入手が難しい場合が多いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 造成図面の例 

 

②新旧2時代の地形図の重ね合わせ 

宅地造成前後の２時代の地形図（縮尺 1/2,500～

1/3,000 の都市計画基本図や砂防基盤図など）を重

ね合わせて、標高が高くなっている区域から盛土造

成地を抽出する手法です(図８、図９)。座標の調整

など専門家の作業が必要になります。 

 

③空中写真からの地形図作成 

宅地造成前後の２時代の地形図がそろわない場合、

空中写真から地形図を作成して、②の手法で盛土造

成地を抽出する手法です。専門的な機械と技術が必

要であり、個人で作業するのは無理といえます。 
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図８ 地形図の重ね合わせ 

（国交省ガイドラインより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 重ね合わせ図の例 

（平成14年度：濃色）（昭和36年度：淡色） 

 

 

3.2 住んでいる盛土地盤が安全であるか、ないか 

①安定解析による方法 

土質試験を行い、その結果に基づいて安定解析を

行い、地震時の安定性を判定する方法です。専門知

識が必要であり、個人では難しいといえます。 

②現時点での変状の有無から判定する方法 

盛土地盤で、以下のような変状が既に多くあれば、

地震時に不安定な盛土となる可能性が高いと考えら

れます(図 10～図 13)。（そうでない場合もあるので、

市町村役場に問い合わせた方がよいでしょう。市町

村では、後述する宅地耐震化推進事業による大規模

盛土造成地の変動予測調査を行っているところがあ

ります。） 

 

 

 

 

 

 

図 10 補修が多い埋め込み型の車庫 

 

 

 

 

 

 

図 11 車庫内の法尻からの常時湧水 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 補修が多い擁壁 

 

 

 

 

 

図 13 複数の施設を横断 

するクラック 
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図 14 対策工法のイメージ 

4 対策工法 

対策工法としては、図 14 に示すような工法が提

案されています。しかし、地震時に宅地盛土がどの

ような挙動をするのかについては、液状化による変

形なのか、加速度による活動なのか、その両方なの

か、現在のところ学会でも定説がありません。ただ

し、それでも地下水が悪影響を与えているという点

ではほぼ共通しています。図14に示すような、 

・排水路による地表水排除工、 

・横ボーリング工による地下水排除工、 

・縦ボーリング工による間隙水圧排除工 

が有効であるとされています。 

確実性という点では、図14に示しています 

・擁壁工やアンカー工、さらに杭工などの 

構造物による抑止工 

が優ります。しかし、工事費や施工場所提供の点で

住民の合意が得られないなどの問題があります。そ

のため、現実的には確実性では劣るが地下水排除工、

間隙水圧排除工が採用しやすいと考えられています。 

対策工法の費用は国や自治体から補助がでますが、

住民が負担しなければならない部分があります。安

価で住民の負担が少ない、しかも有効な工法が模索

されている段階です。 

5 宅地造成等規制法改正 

大規模盛土造成地の地震時安定性の問題に対応す

るため、国土交通省は平成18年 9月に宅地造成等規

制法を改正し、さらに平成18年度から地方自治体に

おいて宅地耐震化推進事業を開始するよう指導して

います。 

宅地造成等規制法の改正ポイントは次のとおりです。 

①既存盛土造成地について安全性を確かめます。 

②宅地造成に伴う災害の防止のための措置として、

宅造規制区域内では指導・規制を強化します。

規制区域外では 「造成宅地防災区域」を新設し

て、指導規制ができるようにします。 

これにより、新規盛土造成地については、新基準

で地震に対する安全性を確保します。既存の盛土造

成地で危険性が確認されたものについては、滑動崩

落防止工事を進めます。 

そして、これに基づき、一部の自治体では既存の

盛土造成地に関する調査（大規模盛土造成地の変動

予測調査）が開始されています。 

 

6 宅地耐震化推進事業 

大規模盛土造成地の被害を軽減するため、次の2

本の事業が行われています。 

6.1 大規模盛土造成地変動予測調査 

 ｢３．盛土宅地地盤の判定と安定性評価｣で示した 

専門的な調査を行うものです。 

①盛土造成地の分布を地形図等の資料から調査し、

その中から盛土の規模や公共施設、人家の数など

の諸条件を基に抽出した大規模盛土造成地につい

て現場調査を行い、滑動崩落の検討を行います。 

②調査結果は宅地ハザードマップなどにより住民へ

情報提供等を行います。 

③造成宅地防災区域の指定を行います。 

6.2 大規模盛土造成地滑動崩落防止事業  

住民が行政の援助のもとで対策工事を行うもので

す 

①調査結果の情報提供を受けた住民は滑動崩落防止

工事を行うなど、一層の宅地の保全に努める必要

があります。 

②対策工事が必要と判断され、一定の条件を満たす

盛土造成地については、その工事に要する費用の

一部を国及び自治体が補助を行います。 

     補助  国：1/4（補助率）、 

         自治体：1/4（補助率） 

         住民：1/2（負担率）            

〈参考文献〉 

1）国交省都市･住宅局：大規模盛土造成地の変動予

測調査ガイドライン，平成19年 4月 

2）国交省都市･住宅局：大規模盛土造成地の変動予

測調査ガイドラインの解説，平成20年4月
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５. あなたの土地は大丈夫？ 誰でも使える減災のためのＧＩＳ 

Your land is safe? GIS can be used by anyone for decrease of disasters 

 

飯酒盃 久夫 

Isahai   Hisao  

地盤災害に関る予防・減災意識を高めるため、Web-GIS を利用した身近で有益な地盤情報の入手方法を紹介しま

す。ここで紹介する地盤防災情報は、一般的な Google Earth、航空写真･地形図、地盤図に加えて、やや専門的な

ボーリング調査の結果を含む地盤情報、活断層データベース、砂地盤の液状化の発生危険地域と地すべり地形分布

図データベースであり、そのアクセス方法と有用性について説明を加えています。 

In order to raise the prevention decrease disaster consciousness which relates to ground disaster, 

procurement method of the familiar, beneficial ground information which utilizes Web-GIS is introduced. 

The ground prevention of disasters information which is introduced here, boring ground information, the 

active fault database, liquefied conversion area and the landslides database, in addition to Google Earth, 

aero photography, topographical map, geotechnical engineering map, concerning the access method and 

usefulness. 

キーワード：GIS、ボーリングデータ、活断層、液状化、地すべり

１ はじめに 
愛する家族の急逝、癌の告知、交通事故との遭遇、

火災・大地震の発生、テロリズムの発生など、ある

日突然幸福な私たちを襲う不幸な災害は、物心両面

への痛撃を伴う不可避的な側面を持つ一方、事前の

情報収集や物理的･心理的準備を整備することであ

る程度の軽減を図ることが可能です。残念ながら事

態が顕在化してしまった場合でも、的確で適時な情

報入手は発生後の事態進展を抑制し、早期の混乱収

拾化を図る上でも必要なことです。 

ここでは、様々な人為的・自然的な災害のうち、

特に地盤に関る自然災害に対する予防・減災意識を

高め、事前準備の施策に有益な防災情報の入手方法

についてご紹介します。特に近年はＧＩＳ技術の高

度化が目まぐるしいため、情報技術 (IT)に基づいた

身近な地形･地質情報へのコンタクト方法を中心に

述べていきます。 

２ GIS(Geographic Information   

System)について  

GISは英文名の通り「地理情報システム」と称さ

れていて、従来紙の地図情報であった地形等高線、

行政界、湖や道路など様々な有意な情報をデジタル

化し、その上に各種の情報（地盤情報、地下埋設物、

交通渋滞、避難経路、犯罪発生率など）をレイヤー

として重ね合わせて表示･編集したり、検索･分析し

たりするシステムを言います。こうした種々の情報

は、ネットワーク上で自由に共有できる Web-GISと

して普及・浸透しており、既に私達は仕事や日常生

活でその恩恵の一端を享受しているといえましょう。  

GISが普及した背景には、1995年に発生した阪神

淡路大震災の痛々しい尊い経験があります。この時

は被害状況の把握を紙地図で行っていたため、大量

アナログデータの整理・分析が困難であり被害状況

に応じた柔軟な救援活動が不可能でした。この教訓
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から災害時に要求されるのは、業務の「正確さ」、

「迅速さ」と関連機関との「連携」であり、これら

を可能とするために本格的 GIS の導入が一気に加

速する契機となった訳です。1) 

今日では、従来非公開または有料頒布であった貴

重な情報が比較的自由に入手することが可能となっ

てきており、これに伴い、身近なあるいは知りたい

所の地形情報・地盤情報などの科学的知見が容易に

得られるようになってきています。 

 

３ Google Earth、航空写真・地形図、地

盤図 

 

3.1 Google Earth  

Google Earthとは米国 Google社が無料提供して

いる GISであり、誰でも自由に世界中の国々の上空

へワープしその大空を飛び回ったりストリートビュ

ーをしたりすることが出来るフリーウェアです。世

界中の衛星写真を合成した GISであり、山岳地の分

解能は余り高くはありませんが、都心部や観光地な

どでは人間の識別ができるほどの精度となっていま

す。ヒマラヤ山脈のチョモランマ（エベレスト）、

アルプス山脈のマッターホルンやオーストラリアの

エアーズロックの上空などから、まるで自家用飛行

機を操縦して飛び回り、観光気分でその周辺の景色

や地形を眺めたり、東京タワーやディズニーランド

の上空から地上付近にまで降下し、その建物の回り

を３６０度見回したりすることもできます。 Google 

Mapと組み合わせて用いると避難場所の地図状況や

ある２点間の最短距離・時間も自動計算してくれま

す。 Google earth:http://earth.google.co.jp/ 

 

3.2 航空写真と地形図 

国土交通省では、「国土全域で撮影されたカラー

空中写真のデジタルデータの無償提供を平成15年 

3月よりインターネットで行っています。昭和 49年

度から平成 2年度にかけて撮影された、延べ約 40

万枚の写真が整備されており、縮尺は 1/8,000～

1/15,000です。」2) 

これらの写真は一枚ずつ異なる範囲を撮影してい

るのではなく、隣接する写真と 6割程度がオーバー

ラップして撮影されています。この重複区域につい

て実体鏡を用いて左右の目でそれぞれ左右の写真を

見ると地形が立体的に浮かび上がってきます。慣れ 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 航空写真用反射実体鏡 3) 

 

図 2 実体視の原理 

 

て来ますと実体鏡なしで肉眼でも三次元的に見えて

きますのでチャレンジしてみては如何でしょうか。

詳細は専門誌に譲りますが、例えば引用資料 4)など

が参考になるでしょう。 

また、国土地理院発行の 1/25,000地形図は、昔

は書店で購入する必要がありましたが今ではホーム

航空写真 

実 物 
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ページから自由にダウンロードすることが出来ます。

精度は 250m/cm、 25m/mmですので、避難経路検討

など様々な用途に有効でしょう。 

国土交通省 GISホームページ：

http://w3land.mlit.go.jp/WebGIS/ 

国土地理院 地図閲覧サービス（ウォッちず）：

http://watchizu.gsi.go.jp/  

3.3 地盤図 

地盤図とは、「地質工学的観点から、ある地域の

地盤状況を表現した各種の図面の総称」 5)であり、

地質図を基に作成されています。また地質図とは、

地殻表層に分布する地質の種類と分布範囲をカラー

で表示した色彩豊かな図面です。見慣れて来ますと、

地形コンターを頼りに立体的イメージで地層や岩盤

の分布をイメージすることが可能となります。地盤

図や地質図は、調査・発行元、調査目的や調査精度

などにより数々の種類が公開されています。自分の

住んでいる地域が堅固な土質に支えられているのか、

軟弱地盤が分布しているのか、洪水の危険性がある

か等、基本的な概念を把握することが出来ます。 

地盤図を作成するための調査方法には、地形調査、

現地調査、航空写真判読、物理探査など幾つかの方

法がありますが、一番大事な方法は現地に直接赴き

実際の土や岩石を確認することです。山岳地や起伏

のある丘陵地では、土や岩石が露出する露頭を容易

に捜し出せますが、平野部では地表面下に埋没する

土を観察することは困難です。こうした場合、有効

な手段は、ボーリング調査と言う地下の地質や堅さ

を直接採取・調査する方法です。 

もちろん山岳地や丘陵地でもボーリング調査が行

われますが、平野部ではその重要度が一層高いもの

になります。 

 

図 3 ボーリング調査の機器 

ボーリング調査の結果は、知的所有権が発注者に

帰属するため、従来外部に公表される機会が限定さ

れていましたが、時代の趨勢に従い、国民、都道府

県民の貴重な知的資源を積極的に公開しようとする

姿勢が見られます。国土交通省では、地盤情報を検

索･閲覧できるサイトを開設しており、各地方整備局

で実施したボーリング柱状図と土質試験結果の掲載

範囲を順次広げています。同様な試みは地方自体や

学会などにも見られますが、ここでは国交省と群馬

県のアクセス方法をご紹介しておきます。 

国土地盤情報検索サイト(Kunijiban)：

http://www.kunijiban.pwri.go.jp/ 

群馬県ボーリングＭａｐ：

http://www.gunma-kengi.or.jp/bordb/  

 

４ 地震と社会資本整備 

地震とは、地球表面に蓄積したひずみエネルギー

が地殻の破壊により瞬時に解放され、表面波（レイ

リー波、ラブ波）や実体波（Ｐ波・Ｓ波）という地

震動を発生させる現象を言います。この時の震源で

発生した破壊エネルギーをマグニチュードで表しま

すが、地震動は実際に体感・計測する場所で異なり

ますのでこれを何処の震度という指標を用いて表現

しています。 



（社）日本技術士会防災支援委員会ワーキンググループ１ 減災技術豆知識 
 
 

  24  
  

地震が発生する場所はある程度の規則性があり、

一般的にはプレート境界で発生する海洋型地震、内

陸部で発生する内陸直下型地震に分類されますが、

プレート内で発生する地震や活火山近傍で発生する

火山性地震もあります。海洋型地震は規模が大きく、

近年では 2004年 12月 26日発生のスマトラ島沖地

震（マグニチュード 9.3）が非常に有名です。 

この時には地球規模での津波が生じ死者 20万人

以上が発生したと推計されています。一方、内陸直

下型地震は足元に存在する活断層によって発生する

ため規模が小さくても大きな揺れを伴うことがあり

ます。 

ところで、橋、道路、建築物など社会資本を整備

する過程では、過去の災害履歴を教訓として生かし

地震災害への備えを整える必要があります。（社）

日本道路協会では「橋は、地震後における避難路や

救助・救急・医療･消火活動及び被災地への緊急物資

の輸送路として重要な役割を担っている。このため、

橋の耐震設計においては、地震時における橋の安全

性の確保を念頭に置くとともに、橋の重要度に応じ

て、地域社会生活に支障を与えるような機能の低下

をできるだけ抑制することが重要となる。このよう

な橋の役割の重要性を踏まえ、橋の耐震設計では、

設計地震動のレベルと橋の重要度に応じて必要とさ

れる耐震性能を確保することを基本」 6)としていま

す。設計地震動のレベルとしては、レベル１地震動

（橋の供用期間中に発生する確率が高い地震動）、

レベル２地震動（橋の供用期間中に発生する確率は

低いが大きな強度をもつ地震動）の２段階レベルを

考慮しています。 

ここで、レベル２地震動としてはタイプⅠの地震

動（発生頻度が低いプレート境界に生じる海洋性の

大規模な地震を想定した地震動）、タイプⅡの地震

動（兵庫県南部地震のように発生頻度が極めて低い

マグニチュード７級の内陸直下型地震による地震

動）の 2種類を考慮する必要があります。6)    

しかし、このような社会資本の耐震化を全て同時

に実施することは物理的･経済的に無理ですので、そ

の歩みは遅々としているのが実情です。そこで自分

の関係する地域の災害危険度を、行政機関がまとめ

た地震ハザードマップで知っておくことは重要だと

思われます。次には、国土交通省のポータルサイト、

地方自治体の一例として埼玉県熊谷市の地震ハザー

ドマップへのリンク先を紹介しています。国土交通

省は、地方自治体の公開ＵＲＬを一覧していますし、

また皆さんの地元のＨＰにアクセスすることによっ

ても地震ハザードマップを見ることができます。 

国土交通省の地震ハザードマップポータルサイト： 

http://www1.gsi.go.jp/geowww/disapotal/NEW/eqh

m.html 

地方自治体の一例：埼玉県熊谷市の地震ハザードマ

マップ

http://www.city.kumagaya.saitama.jp/kakuka/shi

min/kikikanri/oshirase/jisinmap/index.html 

 

５ 活断層 

活断層とは、「定性的には「きわめて近き時代ま

で地殻変動を繰返した断層であり、今後もなお活動

すべき可能性の大なる断層」（多田文雄，1927）と

定義されています。「きわめて近き時代」とは広義

には第四紀、狭義には第四紀後期ないしさらに狭い

時代範囲を指す場合があるが、明瞭には限定されて」

いません 7)。ここで第四紀とは、地質時代を表す用

語であって今から 200万年前から現在までの期間を

示しています。地球が誕生したのは 46億年間前と

言われていますので、これを 1年としますと私達の

一生（100年と仮定）が 0.69秒、200万年前が 3.8

時間前という時間スケールです。また 200万年前を 

1年としますと、私達の人生は 26分ですので、活断
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層が自分の人生中で動くかどうかということになる

と今一歩実感が沸いてきません。 

しかし、1995年 1月 17日午前 5時 46分に発生

した兵庫県南部地震ではマグニチュード 7.3、最大

震度 7の直下型地震が発生し、死者 6,000人以上、

家屋 10万棟を越す建物が全壊するなどの大震災と

なりました。大都市直下を震源とする未曾有の大地

震であり、その測り知れないホロコーストに日本中

が震撼しました。震源は「六甲―淡路断層帯」とい

う活断層であり、淡路島北部ではその一部である野

島断層に沿って地盤が大きく変状しました。この変

位状況はマスコミでも大々的に報道され、活断層の

持つエネルギーや潜在的な危険性がごく身近に認識

されるきっかけとなりました。現在では北淡震災記

念公園内に野島断層保存館としてそのまま保存され

ていますので、何時でも見学することができます。 

北淡震災記念公園内：

http://www.nojima-danso.co.jp/ 

 

この大震災を契機として、国内の活断層を調査し

その危険性を判定することの重要性が指摘され、国

の地震調査研究推進本部で策定された施策に基づき、

関係機関が連携して活断層調査を精力的に実施する

ようになってきました。（独）産業技術総合研究所

では、最新知見に立脚した活断層ベータベースを一

般に公開していますので、ご自宅周辺の活断層を調

べたり、地震防災計画の基礎資料としたりすること

ができます。 

産業技術総合研究所 活断層データベース：

http://riodb02.ibase.aist.go.jp/activefault/ 

 

６ 砂地盤の液状化 

液状化現象とは、建築物の基礎地盤などに利用さ

れている砂地盤が地震時に流動体に変化し、地下水

が地表に噴出したり支持力が激減し建物が転倒した

りする現象を言います。 

常時は砂同士が互いに接触して建物荷重を支えて

いますが、振動が加わると砂同士の噛み合わせがず

れるため一時的に砂粒子が地下水に浮遊した状態に

なることが原因です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 砂地盤の液状化 8)
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図5 群馬県渋川市に見られる液状化跡地 

  （地下の砂質土層が表層の腐植土層を貫通して

地表に噴出した跡） 

 

液状化が発生する地域は地形と密接な関係があり、

旧河道、後背湿地、三角州、扇状地、砂丘間低地な

どや人為的な干拓地・埋立地・旧水面上の盛土など

が液状化の可能性が高いといえます。  

液状化の発生する危険性がある地域は、地方自治

体のホームページへアクセスすることによって調べ

られます。自治体によって、液状化危険度マップ、

液状化マップ、液状化予測図という表現が使われて

います。横浜市と東京都の例を次に掲げますが、皆

さんの身近な地区でも調べておいてみたら如何でし

ょうか。 

横浜市：

http://www.city.yokohama.jp/me/anzen/kikikanri

/ekijouka_map/ 

東京都：

http://doboku.metro.tokyo.jp/start/03-jyouhou/

ekijyouka/index.htm 

 

また日本建築学会 9)では、液状化の判定を行う必

要がある飽和土層として次の条件を挙げているため、

自分の土地が液状化の危険性があるかどうかの一次

判定に利用することができます。もし、ボーリング

調査を行う機会があり、この条件に抵触する場合は

専門家の意見を聞いておいた方が良いかもしれませ

ん。  

 液状化の判定を行う必要のある飽和土層は、一般

に地表面から 20m程度より浅い沖積層＊で、考慮す

べき土の種類は、細粒分含有率＊が35%以下の土と

する。  

ただし、  

① 埋め立て地盤など人工造成地盤では、細粒分含有

率が35%以上の低塑性シルト、液性限界＊に近い含

水比を持ったシルトなどが液状化した事例も報告さ

れているので、粘土分(0.005mm以下の粒径を持つ粒

子)含有率が10%以下、または塑性指数が15%以下の

埋め立てあるいは盛土地盤については液状化の検 

討を行う。  

②細粒土を含む礫や透水性の低い土層に囲まれた礫

は液状化の可能性が否定できないので、そのような

場合にも液状化の検討を行う。  

＊ 沖積層 ： 沖積時代に堆積した地層  

＊ 細粒分含有率 ： 土中にある粒子のうち75μm以

下の粒子の含有率  

＊ 液性限界 ： 土に水を混ぜて練り返した時に液性

の状態になる時の含水比 

 

７ 地すべり 

地すべりとは、「斜面構成物質が地下のすべり面

を境界として活動する現象」7)のことを言います。発

生原因としては、斜面勾配、地質の種類などに大き

く関係し、集中豪雨や地震が引き金となるケースが

多々あります。また、斜面構成物質が風化に伴い経

年劣化して、重みに耐える力が低下し移動を始める

場合などがあります。そもそも、大小の起伏ある斜

面が重力に引かれ平坦化しようとするのは必然的な

自然の流れといえるでしょう。 

しかし、私達の生存中や子・孫当たりまでの時間
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スケールでは、裏山が安全かどうかは大変気になる

ところです。 

 

(a) 地すべり全体  

 (b) 高所から低所を見下ろす 

図6  2004年 10月に発生した新潟県中越地震で発

生した地すべり (傾斜した地層面に沿って平板状に

滑落している)  

 

地すべりが発生していない地域で、これから地す

べりが発生するか否かの判断は、高度な専門的知識

と詳細な調査が必要で容易ではありません。しかし、

既に地すべりが生じている箇所を捜し出すのは相対

的に容易です。こうした箇所は、繰り返し間歇的に

動いたり、徐々に動いたりしており最終的に大規模

に動く危険性があります。地すべり地域には、一般

に次に掲げる特有の特徴があります。 

【地すべり地域の特徴】  

① 地すべりは、一般に図7の模式図に示すようなす

り鉢状地形を呈している  

② 地すべり上部は、地表面に段差を伴う亀裂が存在

し、下部は移動した土塊で乱れた地表面となってい

る  

③ 地すべり頭部は、比較的平坦で池・湿地などにな

っていることがあり、その直下は地形勾配が急とな

る  

④ 植物の地上部は重力と逆の方向へ伸びる背地性

という性質があるため、常時ずるずると滑っている

ところの樹木は図8に示す幹曲がりを示している等

など 

（独）防災科学技術研究所では、日本各地の地す

べり地形を航空写真により判読し、その成果を地す

べり地形分布図データベースとして公開しています

ので、皆さん方が関係する地域について調べてみて

は如何でしょうか。ただし、本データベースが対象

としている地すべりは、幅ないし奥行きがおおよそ 

100ｍ以上の規模ですので、数 10ｍ規模の地すべり

は登録されていないことになります。より小規模な

地すべり状況を知りたい場合は、ご自身で先に述べ

た特徴を頼りに裏山を調べられるのも有意義でしょ

う。 

（独）科学技術振興機構：地すべり地形分布図デー

タベース： http://lsweb1.ess.bosai.go.jp/ 

 

図 7 地すべり地形の模式図 10) 
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図8 地すべり地帯に見られる樹木の幹曲がり 

 

８ おわりに 

ここでご紹介したサイトは、災害予防・減災に役

立つ地形地質情報の一部に過ぎず、この他にも防災

上有意義なサイトが豊富にあります。全てをご紹介

することはとても無理ですが、目的に応じた情報が

一番適切に入手できるサイトを捜してみては如何で

しょうか。 
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６. 都市再生の防災トレンド―防災まちづくりのすすめ― 

Trends of the disaster prevention on urban renewal - encouraging Machi-zukuri-  

 

川原 伸朗 

Kawahara  Nobuo  

日本の公共財政の逼迫は日を追うごとに深刻化し民間事業者に特例を認める形で、公共的な役割を代替させる施策がとられる

ようになりました。その結果、安全な市街地と安全でない市街地が明白に生じつつあります。安全ではない市街地は、市民・

住民が減る恐れもあります。市街地再開発事業による市街地整備効果を紹介する一方、「阪神・淡路大震災の教訓」に基づき

市民レベルの防災・減災の担い手（リーダー）育成の必要性について報告します。 
 
Chase day the Japanese public financial stringency each to measure to substitute public role in the shape and aggravated 
admitted to private companies an exception taken. Being as a result, caused in obvious a safe and unsafe urban area. 
Unsafe urban area, reducing the citizens and residents even is abandoned before long. Introducing urban development 
effects by redevelopment project, and while based on lessons Hanshin-Awaji earthquake, citizens ' level of disaster 
prevention leader is necessary for the disaster prevention. 

キーワード：市街地整備、民間活力の活用、市街地再開発事業、地域危険度、コミュニティー継続

１ 公共主導から民間主導へ 

 地震、洪水、高潮、渇水など自然災害に起因する危

機への備えは、都市生活者にとって安心・安全を確保

するための基礎的課題と言えるでしょう。 

日本の大都市は、大河川の河口部におけるデルタ地

帯に立地した例が多いのが特徴です。そのため、大河

川の洪水水位を下回る地盤において木造密集市街地が

広範囲にわたって形成されたまま、インフラ整備等の

抜本的解決がなされていない状況がみられます。  

また、戦後の都市人口拡大の残滓であったり、スプ

ロール化や幹線道路沿いに見られる土地の高度利用と

対照的なかたちで取り残されたりしています。それら

の無秩序な木造密集市街地は、都心部においてもまだ

まだ多く残っており、防災上の課題解決が都市政策の

課題となっています。 

日本の都市政策は従来から公共側が公共の福祉を確

保するために公共主導で進められ、一定の成果をあげ

てきました。 

ところが、公共財政の逼迫は日を追うごとに深刻化

しています。そのため、オイルショック後は、民間活

力を活用した、あるいは民間事業者に特例を認める形

で、公共的な役割を代替させる施策がとられるように

なってきました。 

この都市政策の大きな傾向は、民間でできるところ

は民間に、民間でできないところを公共でという役割

分担論となりつつあります。 

その結果、安全な市街地と安全でない市街地が混在

する状況が生じているとも言えます。 

市民・住民は自らの努力で自らの居住地を安全な市

街地につくりかえていく努力を迫られているのかもし

れません。安全な市街地と安全ではない市街地が選別

される時代に入っているのではないでしょうか。 

つまり、やがて遠くない将来においては、安全では

ない市街地は、市民・住民が減り、やがては行政の合

理化によって、サービスが行き届かなくなるというこ

とも十分に想像できます。シュリンキングシティと呼

ばれる都市の危機は、必ずしも地方の斜陽都市だけで

はなく、大都市の中心部においても発生しています。 

この危機感を、市民・住民も地方公共団体（行政）
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の両方が共有することから、地域ぐるみの防災・減災

害対策が見えてくるのではないでしょうか。 

そこで、東京都における防災・減災に資する市街地

整備の事例について、再開発事業に携わる実務家の立

場からその有効性と今後制度活用に取り組む際の課題

や留意点等を提示します。 

２ 市街地再開発事業による防災・減災に向

けた都市再生 

 

2.1 市街地再開発事業 

例えば、市街地再開発事業等によって、防災上危険

な密集市街地等における土地の整形・集約化、不燃建

築物等の整備、道路・公園等の公共施設の整備を通じ

た安全市街地の形成の推進が図られています。 

 市街地再開発事業等による施設建築物の防災性の強

化に関しては次の整備について国からの助成が得られ

ます。 

① 備蓄倉庫及び耐震性貯留槽の整備 

② 災害時に活用可能な集会所等の施設の整備 

③ 一定の要件を満たす事業における特殊基礎工事

（免震構造工事を含む。） 

④ （防災活動拠点型プロジェクトについて）通常の

補助対象に加え、共用通行部分整費、共用搬入施設整

備、駐車場整備 

 

2.2 市街地整備における減災の取組 

2.2.1 東京都における地域危険度の改善 

東京都では地域危険度を調査し、その結果を公表し

ています。2008年に公表された調査の結果、前回調査

公表（2003年）より危険度ランクが大きく下がった地

域があります。 

そこでは、次の３点が市街地の改善が防災性の向上

に大きく貢献している理由としてあげられています。 

① 市街地再開発事業などによる災害に強い市街地の

整備 

② 街路事業による延焼遮断帯の整備 

③ 建物の建替えによる不燃化の促進 

 例えば、下図の千代田区西神田三丁目地区（赤線内

の地域）では、木造建物(赤)などが密集していました

が、市街地再開発事業により老朽化した木造建物がな

くなり、安全な市街地が形成され、総合危険度が３か

ら１に改善しました。市街地再開発事業による防災効

果を見ることができます。 

図１ 千代田区西神田三丁目における地域危険度改善状況（出典：「地域危険度調査2008年公表」東京都） 

2.2.2 CCPの取組と市街地整備 

 東京都新宿区西新宿八丁目成子地区において進

められている第一種市街地再開発事業（組合施行）

は、広い意味で密集市街地の改善が事業目的の一

つとなっています。ここでは、都市計画道路の整

備に併せたと土地の高度利用が図られています。
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（次ページの「整備イメージ」参照） 

4,000 ㎡の広場（都庁議会棟前の都民広場と同面

積）の整備がなされます。その広場を中心に地域

ぐるみのＣＣＰ（コミュニティー継続）に資する

防災機能整備も行われる計画です。具体的には、

次の事項が挙げられます。 

 ① 災害時の一時避難場所としての活用 

 ② 仮設トイレの設置 

 ③ 非常用井戸の設置 

 ④ 防災用品の備蓄 

 ⑤ 多目的ホールの避難所としての活用

 図２ 再開発事業減災対応事例（出典：「西新宿八丁目成子地区市街地再開発組合作成事業概要資料」2008年 11月） 
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３ まちづくりと防災  

―阪神・淡路大震災の教訓から― 

さて、神戸の国際防災研修センターがまとめた「阪

神・淡路大震災の教訓」から、まちづくりに関連し

た事項をまとめます。 

これら教訓を活かした防災・減災の実現は本来行

政施策による支援によって推進されるものです。 

しかし、住民レベルの意識が高まって住民側の発

意や理解にもとづき、民側が主体的にまちづくりを

進めることも重要ではないでしょうか。 

 

3.1 防災・減災の担い手の育成が必要 

 災害による被害を軽減するためには、平常時から

市民が防災意識を持つことが大切とされています。

いざ、災害が発生した場合に住民一人ひとりが落ち

着いて適切な行動を行い、偶発的パニックによる人

災を避けることが必要になります。そのためには、

地域の防災リーダー―人材の育成―が重要との指摘

があります。 

 これら地域のリーダーは、災害時において状況を

的確に把握し、適切な行動がとれるようにするため、

平常時から実践的な防災模擬訓練に参加し経験を重

ねることが大切とされています。 

 さらに、住民一人ひとりが、自分たちのまちを自

分たちで守ることができるようにすることが大切と

されています。 

これを実現するためには、平常時からハザードマ

ップの作成を行ったり、それらを公開し水平展開し

たりする活動が必要とされています。 

 

3.2 人にやさしく、環境に配慮したまちづくりは、

災害に強いまちづくりにつながる 

前述のソフト的な対応の一方、ハード面での安全

対策の重要性が指摘されました。多くの高齢者が犠

牲になったことがその背景のひとつとして挙げられ

ています。災害は、幼児や高齢者、障がい者にも容

赦なく被害を加えます。災害時に救護を要する社会

的弱者が安全かつ安心してくらせるものにまちその

ものを造り替えていくことの重要性は、論を待つま

でもない教訓となりました。 

弱者にやさしいまちこそが「災害に強い安心・安

全なまち」であるという認識は、阪神・淡路大震災

の経験からも強い訴求力を持って語られています。 

ユニバーサルデザインの思想によってまちづくり

を進めること、すべての住民が安心・安全なまちづ

くりに参画する仕組みづくりを推進していくことが

大切とされています。 

 

3.3 災害に強い都市基盤の整備を進めていくこと

が重要 

 阪神・淡路大震災は、都市の構造が災害に対して

脆弱であることを証明しました。被災地域では、高

速道路や港をはじめとする都市基盤施設が壊滅的な

被害を受けました。 

 都市における都市基盤施設の耐震化は、震災の教

訓を契機として進められつつあります。今後も、災

害による被害の抑止と軽減を図るため、継続的に都

市基盤施設の耐震化に向けた取組を進める必要があ

るとされています。 

特に供給処理施設、道路、鉄道、港湾、公共建築

物等の社会基盤の耐震化は、公共の役割となります

が、民側での防災・減災意識をベースとした合意形

成が公共を動かす推進力になり得ると考えます。 

市民レベルの合意形成には、3.1 で挙げた「地域

の防災リーダーの育成」が重要なポイントになると

考えられます。 

＜参考文献＞ 

１）「阪神・淡路大震災の教訓」（国際防災研修センタ

ー、1995年 1月刊） 
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７. 経験者が語る「目から鱗の減災術」              

As for the method not to have big injury by the sufferer. 
藤田 嘉美 

Fujita Yoshimi  

地震に代表される大規模災害に遭遇しても人身に大きな傷害が無いようにするための施策について整理してみた。阪神淡路

大震災で死亡した人々の92％は建物の下敷きとなっての窒息（圧迫・酸欠）死で、ほぼ即死といっても過言では無いでしょう。 

Though it met with the large-scale disaster that it was represented in the earthquake, it tried to put it in order 

about the policy to do for a big injury so that not to be in the human body. It is crushed with Hanshin Awaji big 

earthquake disaster in the building, and 92% of the people die. Death is a thing due to suffocating, and it can be 

almost said as instantaneous death.   

キーワード：身体への危害低減、安全シェルター、火災旋風、自動消火、防災バッグ、高層ビル 

１ はじめに  

 筆者は、１９９５年１月 17 日（火）午前 5 時

４６分に発生した阪神淡路大震災を神戸市大倉

山の自宅（木造２階建）で遭遇し九死に一生を得

ました。  

地震や洪水等の災害発生確率の数値に関係な

く、大災害に対する備える心構えが大切なのです。

火災や地震の保険に加入していても、生命の被害

低減には寄与しないのです。 

国際安全規格 ISO/IEC ガイド 51 でも、人が許

容できる傷害及び健康障害の状態を安全と定義

づけており、巷で言われている建物や施設の被害

は「事故(accident)」であり、人が関与する災害

(incident)とは明確に分離されています。 

 

２ 死亡の原因 

減災の目的は「身体への危害低減」であり、補

強の目的は建物や乗り物の補強ではなく、建物や

乗り物がつぶれても中にいる人の命が守られる

保安空間の保持にあり、生活の場には、1ｍ２程度

の 

   

を確保する必要があります。（図１，２参照） 

阪神・淡路大震災では、建物倒壊による窒息（圧

迫・酸欠）で９２％の人々が１４分以内に死亡※

１）して 

 

図 1 部分シェルター 

   

図 2 安全シェルター と 安全ベッド  

 

  図 3 建屋の倒壊→圧迫・酸欠→死亡  
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います。一戸建て木造住宅の場合、２階が１階を

押しつぶす形態となっており、１階に居住してい

る住民に犠牲が集中しています。（図 3 参照） 

また、関東大震災時に数万人の犠牲者が出た本

所区被服廠は、火災で発生した煙・有毒物質によ

る一酸化炭素中毒・窒息→意識不明→死亡と考え

られています。（図４参照） 

ところが、現在の東京都心では高層ビル群によ

るビル風で火災旋風の発生が懸念されており、炎

から半径 300 メートル以内では輻射熱で焼死する

ことから、現在設定されている広域避難場所でも

生木や岩などの陰に潜まないと焼死することと

なり、避難行動に大きな制約があり、風向きによ

っては煙と有毒ガスによる二次被害の可能性も

十分あります。（図５参照）。 

風が無い場合、煙の流れる速度は水平方向では、

歩行者の歩行速度と同程度の１m／秒ですが、垂

直方向では５m／秒(＝時速 18km)と高速度であり、

しかも有毒ガス（サリン等）は、一般的に比重が

重いので散布の直後はともかく、低層部に溜まる

ことから、一般に指導されている「火災時には、

煙を吸い込まないために、床面を這って避難し

ろ」との教えはまったくのナンセンスであり、立

ったまま速やかに移動・避難し、毒ガスで汚染し

た場合は、顔や衣服を水で洗浄することが肝要で

あります。（図６．参照） 

筆者は、緊急時には、立った姿勢（歩行）での

退却を可能とする「防護フード」や「防塵マスク」

の携帯・利用を提案します。  「保護メガネ」

はともかく、最低限 

 

は必須条件であり、世界中の消防やレスキュー隊

の備品規定にある米国労働安全衛生研究所

（NIOSH）認可の N95 規格（0.3μm 以上の空気中

の微粒子を 95%以上カットできる）の微粒子用マ

スクの携行が望ましく、日本国内で近年増大して

いる花粉症対策用マスクと兼用することも可能

であります。（図７参照） 

煙や毒ガスの濃度によりマスクの効果保持時

間は異なりますが、５分間［歩行距離で 300ｍ（１

ｍ／秒・歩行）相当］の使用を考えると、避難扉

や出口までは、十分たどり着けるものと考えます。 

昼夜を問わず、常時の携行を推奨します。（図７

参照） 

 

図４ 火災→煙・有毒ガス→意識不明→死亡 

 

図 5 火災旋風→輻射熱で焼死 ※２） 
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防災⇒二方向避難（自助）
減災⇒隣・近所で脱出（共助）

煙・ガスを吸わないよう
タオルやハンカチで
鼻や口を覆う。

煙の層

空気の層

二つ以上の
避難ルート

毒ガス
（サリン）

煙中の有毒物質 で 中毒・窒息 → 意識不明 → 死亡

 

   図６ 毒ガスは重く、火災の煙は軽い 
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防災バッグ
の中身

レスキューシート

保護メガネ（￥840）

防塵マスク
N95合格品
（￥180）

耐熱、対切創性
手袋 （￥300）

ダイナモ ライト

安全靴（スニーカタイプ）

アルミ蒸着・軽量緊急用シート
（保温・断熱・暴風・防火）
（￥1,780）

花粉対策マスク

N95 （￥210）

透明なフードは頭部を完全にカバーし、
目・鼻・口を煙から守ると同時に特殊加
工フィルターが煙の吸引を防ぎます。

（￥980）

レスキュー
ホィッスル
（￥420）

（￥1,480）

（￥９８０）

消火弾
８００ｃｃ／本・４畳半
（￥6,800）

簡易 ・ 防煙フード

ポリ袋 200＊300
2,400枚／ロール （￥950）

＋新聞紙⇒糞尿処理ＯＫ

 

  図 7 防災バッグの中身 
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３ 避難の障害 

阪神淡路大震災での負傷原因内訳を見ると、梁

や柱といった建物の下敷きで負傷（２割弱）した

人に対して、圧倒的に多い 7 割の人々が家具で負

傷しています。（図８参照） 

① 積み重ね家具は、全て飛び出し・落下する。 

② ピアノ等の重量物は移動する。 

③ 家具は倒れる。 

④ 食器棚や本棚の収容物は落下・散乱する。 

 

だけで、相当割合の被害低減が期待できます。 

また、家具の転倒防止以外に、開き止め防止対

策、落下防止対策、ガラス破損対策が必要であり

ます。 

 さらに、怪我をしないという立場から見ると、

踏み越えて逃げる際に脚をすくわれたり、ガラス

で怪我をしたりする危険への対策が肝要であり、

寝室には、運動靴や手袋を常備することをお勧め

します。なお、鉄扉を採用している団地等では、

玄関扉の鉄枠が地震で歪み閉じ込められるとい

う事例が多発した事例から、寝室や玄関脇にはバ

ールや斧を常備し、脱出ツールとして利用してい

ただきたいのです。 

次に、地震発生後に予想される火災予防策です

が、まず身の安全確保が大切であり、消火は二の

次とならざるを得ません。実際面としても自宅か

らは火が出ていなくても隣接している家屋から

出火すれば、焼け死ぬ可能性が大であり、「火災

報知機」や「消火器」は使わないものとして、火

を使う台所等には 

  

の設置や、まだ燃えていない避難路の確保（燃え

にくくするための薬剤）に有益な手投げ「消火弾」

の設置・活用を推奨します。（図９参照）  

なお、避難に際して余裕がある場合は、雨戸を

閉めて、防火対策とすることが延焼被害の低減に

大変有効であります。 

地震発生数分後には、ホイッスルが安否確認や 

22

②重量物の移動。

③家具の配置で対応

④収納物対策●飛ぶ、倒れる、滑る
→１）絨毯、２）たたみ、
３）フローリング

安心ベッド

避難シェルタ

防災 ⇒ 部屋の耐震化、什器の固定
減災 ⇒ 就寝部屋・家具の配置見直し

①積み重ね家具の落下。

図８ 就寝部屋の災害 
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排煙フード

住宅用 自動簡易消火装置
（ケスジャン 10万円、10年保証）

収納品の落下
防止

⇒ 扉とめ具

住宅・防災 ⇒ 消火器（消火）

住宅・減災 ⇒ 手投げ消火弾（¥ 6,800）

避難路確保、一発消火、永久補償

http://www.pal-s.co.jp/pront/pront.html

防災 ⇒ 火災報知設備、消火器
減災 ⇒ 自動消火装置、消火弾

（簡易消火具： ２年）

性能補償：５年・住宅用

図９ 地震と火災 
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災害時の脱出

地震で鉄枠が歪み、
鉄製のドアが開かなくなった。

廊下に面した
窓を破壊して
脱出

マスク（保護メガネ）
最小限の品
手ぶら（手袋）

火災時は
水（浴）槽に
投げ込め

・医薬品（常備薬）
・ナイロン袋（水＆トイレ）
・チョコレート（非常食）
・運動靴（足元怪我）
・ポケットコート（雨具・防寒）

・呼び笛

丈夫な靴

図 10 災害時の脱出 
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 閉じ込め者の救出に役立ちます。なお、脱出に

際しては常備薬を忘れずに携行し、なるべく身軽

ないでたちで避難してください。（図 10 参照）

エレベータは、震度４以上で停止し、東京都内の

場合は全面復旧まで１週間程度必要との報告が

出ていることから、籠内に飲料水と排泄処理用品

（ビニール袋と紙で可）の常設は不可欠でしょう。 

 

４ 避難・情報の拠点 

阪神淡路大震災では無傷で活躍した 

   

（情報拠点）と食料の配給拠点として活躍したス

ーパーマーケットやコンビニ店舗（食料、水）を

利用しましょう。（図 11 参照）  

また公衆電話は震災にも強く、10 円玉での使用

が可能となっており、緊急連絡は被災地域の近郊

では話中となっていることが多いことから、遠隔

地の支店や親戚経由で安否を伝えて欲しいので

す。なお全国の小学校はすべて避難場所として認

定されており、非常時に電話機を接続すれば使用

できる電話回線が常設されています。 

なお生活用水の確保については、噴水やプール

の他に、地下水を利用している 

  

からの配水が大変役立ちました。 

特に入院患者が大勢いる大病院では自前で最

小限の飲料水や食料の備蓄をしており、行政機関

からの救援物資の配給も最優先で実施されるこ

とから、飲料水や食料の確保先が不明な場合は活

用すれば良いでしょう。ただ、いずれの場合も入

れ物は自前で持参する必要があり、給水袋やポリ

バケツの準備は必要です。 

 

５ 高層ビルでの被災 

最後に東京都心臨海部に集中する高層ビル（住

宅）での減災対策は、持ち込み家具の固定と鉄扉

を破壊して避難するためのバール設置がありま

す。基本的に高層ビルは倒壊しないのですが、相

当なダメージは受けると考えるべきです。 

給・排水管やエレベータの修理が完了するまで

の数月間は重労働となることを覚悟しておきま

しょう。（図 12 参照） 
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防災 ⇒ 警察・消防
減災 ⇒ ガソリンスタンド、コンビニ

●食料、水、薬 ⇒賞味期限
●備品・器具 ⇒日常整備

給水・給油

●閉じ込め・生き埋め

●怪我

伝言・連絡
救助

 図 11 避難・情報収集拠点 
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防災⇒高層階では、家具（什器）は固定。 バール・斧。
減災⇒弱者（避難タラップの利用困難者）は、低層階。

鉄扉枠歪・脱出不可 ⇒バール

排水管損傷

⇒排水禁止

重量物（ピアノ等）が動く

水没危険度

避難危険度

火災危険度

堤防決壊・増水 ⇒ 救命胴衣

©2007 Fujita Professional Engineer Office ,All rights reserved

高層ビル脱出用
パラシュート Ｈ＞50m

30～40万円

建物倒壊危険度

高強度コンクリート
は火災に弱い

免振ゴムは
火災に弱い

図 12 高層ビルでの減災 
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８. 災害時におけるリーダーの役割             

The role of leader upon disasters 

平泉 哲史 

 Hiraizumi  Satoshi 

防災と共に“減災”を考えることが大切です。減災において地域リーダーの果たすべき役割は大きいと考えられます。関東大震災、東京大空襲、明

石市民夏まつり花火大会事件を通じた群集心理の恐怖を紹介します。これらの群集心理を起こさないためには、地域リーダーによる“１学級程度（30

～40人）の小集団”の編成が有効であることを提言します。 

With the disaster prevention “decrease typhoons” to think it is important. Decrease probably greater role regional leaders should 

play in the typhoons. It is Introducing that the fear of the crowd psychology upon the great Kanto earthquake, Tokyo massed air raids 

and Akashi citizen’s accident. To cause these crowd psychology, according to the regional leaders “1 class unit (30 ~ 40) of small 

groups” of the proposing organization is that on. 

キーワード：地域リーダー、群集心理、スパン・オブ・コントロール、小集団、個人情報 

 

１ はじめに 

政府・自治体などから防災に携わる“地域リーダ

ー”の育成・支援策が公表され、実施されています。

“官”が行き届かない部分について地域（“民”）

で補おうとするものです。可能な限り、防災に努め

ることは最重要課題とは言え、我々は防災と共に“減

災”をも合わせ考えなくてはなりません。災害の発

生直後、及びその後の避難生活においてリーダーの

果たすべき役割は大きいと言えます。 

 

２“地域防災リーダー”に期待されること 
 いわゆる「災害」には、地震、水害などの自然災

害と、大火、インフルエンザなどの社会的な災害が

あります。ここではいずれの場合についても共通と

思われる地域における“減災リーダー”に期待され

る役割を考えてみます。 

 内 閣 府 は 、 「 防 災 情 報 の ペ ー ジ 」

（http://www.bousai.go.jp/）で、地域における「自

己診断」 

・土砂災害に対する地域防災力の診断 

 http://www.bousai.go.jp/dosha/shindan/ 

・水害に対する地域防災力の診断 

http://www.bousai.go.jp/suigai/shindan/ 

を公表しています。その内容を見ると“地域防災リ

ーダー”に期待されることがよく分かります。かい

つまんで言えば、行政との常日頃（定期的）な連絡・

情報交換、地域住民の状況把握、模擬訓練が欠かせ

ないということです。 

例えば、 

・危険地区に住んでいる人たちは、土砂災害が起き

る前の異常に気づき、土砂災害が起きる前に自分た

ちで自発的に避難すると思いますか。（「土砂」問

１２） 

・あなたの町内会・自治会における河川の堤防決壊

などの洪水による浸水発生の可能性がわかる「（河

川）洪水ハザードマップ」（「災害ハザードマップ」

「浸水実績図」などの名称の場合もあります）を、

ご覧になりましたか。（「水害」問４） 

 しかし、ここで言う“地域防災リーダー”の役割

は防災力をいかに高めるかであって、災害が起こっ

たらどうするか、つまり“減災リーダー”の視点が

欠落していることが指摘できます。 

 以下に、災害が発生した際に重視しなくてはなら

ない事柄として、「群集心理によるパニック」の問

題を取り上げます。 
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３ “群集心理”の恐怖 

 フランスの心理学者・ル・ボンは「今われわれが

歩み入ろうとしている時代は、群集の時代である」

と論じ、群集とは、その構成員すべてが意識的人格

を完全に喪失し、操縦者の断言・反復・感染による

暗示のままに行動するような集合体である、としま

した（ウキペディアから）。フランス革命において

の九月虐殺から、市民の一人一人は冷静な自己判断

力を持つものの怒濤の如く大勢になると判断力を失

うと結論づけました。 

 群集心理による事故などは枚挙のいとまがありま

せんが、「関東大震災」、「東京大空襲」、「明石

市民夏まつり花火大会事件」を例に採り、群集の行

動とリーダーに期待される事柄について考えてみま

す。 

 

3.1 関東大震災 

 廣井脩氏（当時東京大学社会情報研究所）の1990

年の調査によれば、1923年（大正12年）に発生した

関東地震では同時に火災が発生しましたが、被災者

の多くは何の見通しもなく、誰かがあっちへ逃げろ

と叫ぶと群衆となって言われるままに駈けだす、と

いう状態が各所でみられたとのことです。結果とし

て、本所区横網町の陸軍被服廠跡地に3万数千人が押

し寄せ、避難者が運び込んだ膨大な荷物に飛び火し

て阿鼻叫喚の地獄のようになってしまいました。類

焼を予想した当局では屋根の上で“抜刀した”巡査

が、「荷物は捨てろ」と叫んでいたが聴かなかった

と言います。 

 

ホームページ「関東大震災・体験者インタビュー

（http://www.hiroi.iii.u-tokyo.ac.jp// 

index-genzai_no_sigoto-tokyo_chokkajisin-kanto

jisin_taiken1.html）に掲載されている内容を抜粋

し紹介します。 

3.1.1 群集はどのようにして逃げ場所を決めたか 

 避難開始時期は地域によって異なっていましたが、

避難民の大半が車に家財道具を満載し、あるいは大

きな荷物を肩に背負って火炎を逃れ、避難場所へと

向かいました。だれかがあっちへ逃げろと 叫ぶと、

群衆となっていわれるままに駈けだす、という状態

が各所でみられました。ただやみくもに逃げ回るば

かりで、その結果、ただ幸運な人々だけが生き残っ

たのです。 

3.1.2 風評によって殺害事件が起きた 

 関東大震災の際、恐怖と不安におののいている

人々は朝鮮人による放火や井戸への毒物投入の流言

を広めました。この流言で朝鮮人暴動が真実である

かのように伝達されました。そして放火・毒物投入・

掠奪を信じた日本人によって、多くの朝鮮人が虐殺

されました。 

3.1.3 “地域リーダー”はいたのか 

 この時代、“地域リーダー”はいたのでしょうか、

いたとすればどんな人だったのでしょうか？ 

 当時の東京市民の暮らし振りは落語から類推でき

ます。多くの市民が住んでいた長屋には“大家さん”

がいました。冠婚葬祭からもめ事まで一手引き受け

する人物です。にも拘わらず大事に至ってはリーダ

ーシップを果たすことができませんでした。恐らく

自分が逃げるので精一杯だったのでしょう。 

 

3.2 東京大空襲 

 2008 年 3 月の TBS テレビ月曜ゴールデン『シリー

ズ激動の昭和 3 月 10 日東京大空襲 語られなかっ

た 33 枚の真実』でも放映されたように、東京大空襲

では犠牲者が 10 万人以上を数えました。米軍機は

“退路”に先に焼夷弾を落とし、包囲網を狭めるよ

うにして空襲したと言います。 
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3.2.1 群衆はどのようにして逃げ場所を決めたか 

 人々は手を取り合い隅田川にかかる橋へと逃げま

した。あの橋を渡れば助かると、誰もがそう思いつ

つ逃げました。しかしそれは向こう岸の人々も同じ

だったのです。灼熱の炎に追い詰められた両岸の

人々が一つの橋へと殺到しました。しかもその橋に

焼夷弾を落とされ、群衆は凍てつく隅田川に身を投

げました。 

3.2.2 助かった人は 

 助かった人も大勢います。その中で、関東大震災

の惨事を教訓にし、「大火災の場合、 実は川が炎の

通り道になること、川の両岸に焼死者が多い」こと

を知っていた人は、日本橋や皇居方面に活路を求め

ました。この先人の知識が“良い群集心理”に働い

ていたら、と思わずにいられません。 

 

3.３ 明石市民夏まつり花火大会事件 

 2001 年（平成 13 年）7 月 21 日午後 8 時半ごろ、

明石市大蔵海岸通一のＪＲ朝霧駅周辺で、花火大

会帰りの見物客らが将棋倒しとなり、10 人が死亡、

100 数十人が負傷する事故がありました。死亡し

た被害者は全て圧死でした。新聞報道などによる

と、事故の状況は以下のようです。 

 最寄り駅の朝霧駅から花火会場の大蔵海岸へのル

ートは、間に国道 3 号線が走り、事実上全長 103

メートル、幅 6 メートルの歩道橋だけです。その

歩道橋が会場に向かう人と、駅に戻る人がぶつか

りあって一杯になりました。見物客が 13 万人に上

り、花火が始まる前から会場は当然として駅や歩

道橋でも身動きが取れなくなっていました。歩道

橋には屋根がかかりほぼ密閉構造になっており、

酸欠状態で息苦しさを訴えた人もいましたが、遂

に将棋倒しが起こり大事故となりました。 

 

3.3.1 通行人整理はどうしていたのか 

 通報があった後、警察は機動隊員を橋の駅側に、

制服警官を海岸側に配置し、会場から駅へ向かう見

物客に駅へ向かわないよう呼びかけましたが、人波

を制止できなかったと言います。 

3.3.1 パニック時の対処策はあったか 

 事故後、新聞・マスコミは「見物客にも冷静で一

歩引いた自制心が求められる」と警告を発しました。

しかし、一旦このような（一種の“パニック”）状

況になると、誰にも止められないのです。“自制心”

の問題ではありません。また、当局に携帯電話で通

報しても実効を伴わないことも立証されてしまいま

した。 

 

４ パニックの予防策 

 以上のような群集心理によるパニック（自分だけ

がよければいい、の意志を含む）を避けるためにい

くつかの提言をしたい。 

 

4.1 参考事例 

甲子園球場ではタイガースの試合が終わった後、

場内放送で「六甲おろし」を流し、観衆に放歌を促

します。競馬でもメインレースの後、必ずもう 1 レ
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ースが組まれており、相撲でも最終の取り組みの後

で弓取り式を行うし、ディズニーランドでもフィナ

ーレの後はワールドバザールでショッピングをする

ようなムードになります。これらのいずれも群衆が

一遍に出口に殺到するのを避け、分散化する工夫で

す。 

 

4.2 “小集団化”の必要性 

 三つの事例を通して、言うまでもなく群衆が殺到

し群集心理が悪く作用したらオシマイであることが

分かります。 

 経営学において“スパン・オブ・コントロール”

と呼ばれる概念があり、管理者 1 人が直接管理して

いる部下の人数を指し、一般的な事務職では 5～7

人程度が適当と言われています。この人数を超える

と統制が効かなくなり、ともすれば群集心理が働く

危険性があることを指しています。 

 災害時と企業における就業時を同一視することは

できませんが、“小集団ごとにリーダーを決めてお

く”ことが群集心理によるパニック防止策になりそ

うなことは想像がつきます。ここでは短絡に過ぎる

ことを承知の上で、“小集団とは学級程度（30～40

人）”を提案します。自衛隊の普通科（歩兵）の“小

隊”にも相当します。100 人を超えると“号令一下”

（これも統制のひとつ）とは行かず、逆に 10 人以下

ではリーダーの数が増え、“リーダーの階層化”を

図らなくてはならなくなるからです。 

 

５“地域減災リーダー” に期待されること 

 “地域減災リーダー”の役割は、群集心理が悪く

作用することを回避し、弱者を救済することとしま

す。その場合、期待されるところは次のようにまと

められます。 

5.1 日頃心がけておきたいこと 

・1 学級程度の“小集団”の皆さんと日頃の会話を

交わしましょう。（せめて挨拶だけでしましょう。

できれば年配者、病弱の家族を把握しておきましょ

う。） 

・町内の古老に昔の災害についてできるだけ聞き出

し“情報通”になりましょう。（東京大空襲のとき

に関東大震災の言い伝えに従って逃げて助かった人

達がいます。） 

 

5.2 災害時にはどうする 

・自治会長などからの連絡事項を“小集団”の皆さ

んに正確に伝えましょう。（携帯電話・ワンセグな

どで個々人が情報を知ることができますが、携帯電

話の電池は 2 日程度で切れてしまいます。） 

・逃げるときには他人の意見に唯々諾々と従うので

はなく果断なる勇を奮って決断をしましょう。（前

記の事例だけでなく、登山隊の遭難が反面教師にな

ります。） 

 

６ むすび 

 災害は予防できるのに超したことはありません

が、実際に起こった際の被害防止・減少策も必要

であるにも拘わらず、“減災”の中で地域におけ

る“リーダー”について論じられたものは少ない

です。災害時に群集心理を回避し、弱者を救済す

るためにリーダーに期待される役割は大きいです。

この稿がこれからの研究と普及のきっかけとなる

ことを願って已みません。 
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