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はじめに 

 2011年 3月 11日午後2時 46分、後に「東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）」と名付けられるプレ

ート境界型の大地震が発生しました。この地震により太平洋沿岸地域が津波に襲われ、福島第一原子力発電

所はこの地震と津波によって制御不能に陥り放射性物質を拡散するに至り、未だ終息の見通しが不透明なま

まです。地震国・津波国日本では過去の経験や科学的根拠に基づいて地震や津波の脅威を想定し、相応の対

策がとられていたはずでした。この地震と津波による自然の脅威をまえに、防災技術を含めた人知の不完全

性と限界を私たちは改めて思い知らされることとなりました。目の当たりにする被害の大きさに、防災に携

わる多くの人々が、愕然とさせられ忸怩たる思いに至ったのではないでしょうか。想定の内外にかかわらず、

哀しいかな、結果としては多くの人命や有形無形の財産が失われ、地域社会の生活や事業は破壊されてしま

いました。 

 

 しかし、被災地では何もかも失ったに等しい状況の中で、一日も早い復興へむけて懸命な努力がなされて

おり、世界各国、日本全国の個人や企業・団体から支援の手が差し伸べられるとともに、国や被災した地域

の各地方公共団体では復興へ向けた施策が打たれつつあります。私たち技術士も多岐にわたる技術分野で、

東日本大震災からの復興への取り組が進めているところです。 

 

 一方、これと同時に、今後発生が予想されている首都圏直下型地震、あるいは東海・東南海・南海地震

（連動）と津波対策へ、西日本を中心とした新たな取り組みも始まっています。東日本大震災では対策の限

界（想定の範囲）を理解することの重要性も再認識されました。これまで前提としてきた地震や津波に対す

る被害想定に対して国や地方公共団体によって検証作業への取り組みが進められます。その結果から、これ

まで取られてきた対策に加えて具体的に何が求められるかについて、事業や生活の現場の中で十分に理解を

深め、地域社会全体の共通認識としていくことは、今後とも重要性を増すものと考えられます。 

 

 これら「復興への取り組み」と「次なる自然災害への対策」を通じて、私たち技術士は、それぞれの専門

分野、あるいはそれら専門分野を横断的にカバーする減災技術の分野において、様々な社会貢献ができるも

のと考えています。 

  

 東日本大震災でも改めて認識されたとおり、災害を防ぐ「防災」という考え方には限界があります。その

ため、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、事業や生活をできるだけ

継続させ、できるだけ早く発災前の状態に戻り、できるだけ早く復興を遂げる回復力（resilience）を得る

こと、すなわち「減災」が大切なポイントになります。 

 

 私たち防災支援委員会ワーキンググループのメンバーは、「減災」の考え方をできるだけ平易かつコンパ

クトにお伝えするためのツールとして、平成２１年度（２００９年度）から小冊子「減災技術豆知識」の編

纂に取り組み、今回で３号目になります。内容そのものは、既知の技術を論説・解説したものです。今年度

版では、七福神や文学から減災を考える方法など、親しみやすいテーマも盛り込みました。タイトルを見て

興味のある部分を、どこからでもお読みいただけます。まだまだ難しい記述や行き届かない部分もあろうか

と思いますが、気軽にお目通しいただければ幸いです。 

 

 この小冊子を手にした方が、日々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これまで以上に高まっていくことも、執筆者一同大いに期待しているところです。 

 

                                                                             執筆者一同 

                                                                             2011年 8月 
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図１ 七福神と宝船１）          

１．七福神と七つの難                                                                        _                            
The Seven disasters and the seven troubles 

藤田 嘉美、Yoshimi Fujita （電気電子部門） 

七福神の信仰につながったといわれている、仏法の経典「仁王経」にある『七難即滅、七福即生』について

減災の視点から考察する。  

キーワード：七福神、七福、七難、福徳、仁王教、大規模災害 

 
１．はじめに               

防災・減災技術を考える減災ＷＧ１の日々の活動成果として、地震、水没、日常生活などで必要と

なる減災知識を 2009年、2010年の「減災技術豆知識」に投稿してきたが、今回は江戸時代に盛んに

なった七福神信仰の裏側にある、七難の内容について考えてみることとする。  

 

２．七福神にみる福徳とは 

 仏法の経典である「仁王経」によると、『七難即滅、七

福即生』という言葉がある。これは世の中の七つの大難

（旱害、盗難、火災、太陽や星の異変、伝染病、風水害、

地震）はたちどころに消滅し、七つの福が生まれるという

ことで、この七つの福こそが、七福神の信仰へとつながっ

ていた。 

最初に、七福神を紹介するため 宝船（帆船）に乗る七

福神を図１に示す。宝船に向かって左から、前列に①大黒

天神、③弁才（財）天神、⑥寿老人神、後列に、②恵比寿

神、⑦福禄寿神、④毘沙門天神、⑤布袋神が乗船されてい

る。 

 

 表１に敬神大教会が示す七福と福徳並びに天海僧正の七徳と七福神の関係を示す。 

諸説を整理すると、布袋神が弥勒菩薩（釈迦の後継者）の化身であり、恵比寿神が日本固有の漁業

の神で、大黒天神が豊作の神、弁才天神は音楽・弁舌の神（室町以降に弁財天神となる）、寿老人神

は長寿・健康、毘沙門天神は武勇・知恵の神であり、福禄寿神は道教の星の神（神望）であった。 

余談だが、弁才天神は当初天岩戸の前で踊った日本最古の踊り子である「天細女命（あめのうずめ

のみこと）」 が選ばれていたのが後世に変更されたとのことである。  

室町時代末期に京都で生まれた福の神ユニット七福神は、七福神にちなんだ寺院を巡る「七福神め

ぐり」として江戸時代に全国的に大ブレークした。そのきっかけは、徳川家康の政治指南役・天海僧

正が、大黒天神は有徳、恵比須神は律儀、弁才天神は愛敬、毘沙門天神は威光、布袋神は大量、寿老

人神は寿命、福禄寿神は人望を表し（『江戸文学俗信辞典』：表１参照）、これら七徳によって徳川

家康が天下を統一したので、皆も神仏の七徳を崇めるようにと、七福神信仰を奨励した結果だといわ

れている。 
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表１ 敬神大教会が示す七福と七徳、福徳、七福神の関係         

表２ 敬神大教会が示す七福と七難および任王経の七つの大難の関係          

３．七難とは 

 敬神大教会が示す「七福と七難」

の関係２）に、仏教経典「仁王経」

の七つの大難を関係づけてみたのが、

表２である。 

なお、仏教の正法を誹謗すること

によって起こる七種の難については、

経典（法華経、仁王経、法華経等）

によって内容に多少の差異がある。

ここでは８世紀に日本に伝搬した仁

王経の現代解釈版に筆者の考えを加

味して記述している。改めて表２に

示した「七福と七難」を福徳（表１

参照）とも絡めて眺めてみると、興

味深い解釈ができる。 

生活の吉凶は天候状態で決まり、商売には正直（清廉）が大切で盗難が大敵、金儲けは才能（芸

道）が大切で火災が大敵、家庭の幸福は健康（病気が無い）が一番、長生き（長寿）の大敵は暴風雨

や津波・洪水で、子孫繁栄には人望が大切で地震が大敵などということが読み取れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．七つの大難と減災 

 （社）日本技術士会、防災支援委員会、減災ワーキンググループ１で平成１９年１月発足当時から

検討してきた大規模災害の実態と生死の関係を図２に、この大規模災害と減災の関係を表２の七つの

大難と対比して減災対処のキーワードを加筆して整理したものが、表３である。 

敬神大教会   天海僧正   

七福 福徳 七徳 七福神 

生福 （衣食住・生活が

豊） 
敬愛富財 有徳 大黒天神 

商福 （商売が繁盛） 清兼度量 律儀 恵比寿神 

金福 （金銭を得る） 芸道富有 愛敬 弁財天神 

神福 （神々からの恩恵） 勇気授福 威光 毘沙門天神 

家福 （家庭の繁栄） 有福蓄財  大量 布袋神 

寿福 （健康で長寿） 延命長寿  寿命 寿老人神 

子福 （子孫の繁栄） 人望福徳 人望 福禄寿神 

敬神大教会 敬神大教会 七つの大難 

七福 七難   「仁王経」経典 

生福 （衣食住・生活が豊） 困難 （解決ならぬ災い） 風難 旱害 

商福 （商売が繁盛） 盗難 （盗まれる災い） 盗難 盗難 

金福 （金銭を得る） 火難 （火の災い） 火災 火災 

神福 （神々からの恩恵） 霊難 （霊による災い） 獄難 太陽や星の異変 

家福 （家庭の繁栄） 病難 （病気の災い） 険難 伝染病 

寿福 （健康で長寿） 水難 （水の災い） 水難 風水害 

子福 （子孫の繁栄） 家難 （家庭の災い） 鬼難 地震 
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表３ 七つの大難と災害、減災／防災のキーワード       

 図２と表３の内容対比から、大規模災害として未検討の災害として、下記の三難がある。 

 ・盗難：人、もの、情報の盗難や破壊行為 

 ・獄難：銀河系、太陽圏の地球という関係で起こる隕石（火山噴火）災害や異常気象（氷河期） 

 ・険難：鳥や牛・ブタでも問題が起こっている病気（ウィルスや伝染病）、生物兵器 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

七つの大難     

  「仁王経」経典 災害 減災 対処  

風難 旱害 台風、大雨、大雪 飛散落下防止、避難、安否確認 

盗難 盗難 人・もの・情報 ガソリンスタンド、コンビニ 

火災 火災 雷・火事 火災報知機、自動消火、消火弾、 

獄難 太陽や星の異変 異常気象、隕石 安全シェルター、地下室、整列避難 

険難 伝染病 伝染病、ウィルス 防塵マスクN95合格品、予防接種 

水難 風水害 洪水、津波、浸水 避難警報、防水携帯電話、避難訓練 

鬼難 地震 地震 建物補強、家具の転倒防止、ホイッスル 

図２ 大規模災害と生死の関連        
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表４ 被災状況別 対処方法の一覧        

 表３の減災対処の内容については、七つの災害（a.火山噴火、b.浸水、c.津波、d.土砂崩落、e.が

け崩れ、f.建物倒壊、g.火災）発生時の対処と設備、被災状況、対処道具、それらの優先度［即実

施：◎、実施：○、要準備：△、▲］を表４に示す。  

 

＜参考文献＞ 

１）年賀状 イラスト 無料 素材 2012 Web サイト  http://illust.nengajou.biz/dl/fuku/02/    

２）敬神大教会Web サイト http://www.keisin.or.jp/7.html 
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２．文芸作品から知る自然災害の脅威                ｜  

Threats of natural disasters in literary works 

上野 雄一、Yuichi Ueno（建設部門、総合技術監理部門） 

１．はじめに  

 2011 年 3月 11日の東北地方太平洋沖地震による東日本大震災は、地震と津波の脅威をまざまざと

見せつけるものであった。ＴＶ・新聞からの情報では自然の脅威ばかり強調されて、自分が実際にそ

の場にいたとしたらどういう行動をとったかは、なかなか考えられるものではない。その場合、実際

にその災害が生じた社会を舞台とした近未来小説を読むことも役に立つ。そのような小説のシナリオ

は、おそらく綿密な準備の上で作者が考える最悪のものであり、そのような想定外の大規模災害が仮

に起きたとしても、たとえ可能性であっても被害を最小にするような方策が示されるので、対応策や

行動を考える上で十分有用であると考える。 

 ここに、自然災害を題材にした小説などの文芸作品を紹介する。 

 

２．フィクション（表１） 

表 1 自然災害を舞台にしたフィクション 

 自然災害を題材にした小説といえば、①を抜きにしては語れない。1973年（昭和 48年）の作品で

あるが、発刊当時はミリオンセラーとなった。映画化やＴＶドラマ化もされている。10万～100万年

かけて発生する大規模な地殻変動が、わずか１年で起きてしまい、それで日本列島全体が海に沈んで

しまったとしたら、日本社会に何が起きるかを当時の地球科学の先端の知識に基づいて物語が展開し

ている。高速道路の倒壊など発刊当時は「あり得ない。」といわれたことが、阪神淡路大震災で起こ

っている。お勧めの作品である。 

 日本沈没により国土を失った日本人が世界中に避難した後の話は②で描かれる。 

書　名 著　者 出版年 扱う災害
① 日本沈没 小松左京 1973年 地殻変動

② 日本沈没　第二部 小松左京　谷甲州 2008年 地殻変動

③ Ｍ８ 高嶋 哲夫 2004年 地震

④ TUNAMI津波 高嶋 哲夫 2005年 地震・津波

⑤ ジェミニの方舟 東京大洪水 高嶋 哲夫 2008年 洪水

⑥ 死都日本 石黒 耀 2002年 火山噴火

⑦ 震災列島 石黒 耀 2004年 地震・津波

⑧ 昼は雲の柱 石黒 耀 2006年 火山噴火

⑨ Ｇ・Ｅ・Ｑ 柴田哲孝 2010年 地震

⑩ 東京大地震－199X年の悲劇 アルバート・アレツハウザー 1996年 地震

⑪ 首都直下地震＜震度７＞ 柘植久慶 2006年 地震

⑫ 東京大津波－東海・東南海連鎖地震、ついに発生す！ 柘植久慶 2005年 地震・津波

⑬ 震源 真保　裕一 1993年 地震

⑭ 彼女を守る51の方法－都会で地震が起こった日 彼女を守るプロジェクト 2005年 地震（帰宅難民）

⑮ 平成関東大震災--いつか来るとは知っていたが今日来るとは思わなかった-- 福井 晴敏 2007年 地震（帰宅難民）

⑯ 日本大地震－液状化のメカニズム グループ・ゼロ 1995年 地震

⑰ 生き埋め ジェラルド・A.ブラウン 1977年 地すべり、泥流

⑱ 時の旅 (西村寿行選集) 西村寿行 1988年 ダム決壊・土石流
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③では、東京直下型大地震を予知した若手地震研究者である主人公が、あらゆるルートを使ってこの

「事実」を政府や東京都に伝えようとするが、大地震が起こってしまう。阪神淡路大震災を同じく体

験した主人公の同級生たちの活躍も絡めて物語が進む。首都直下大地震が最新の研究を反映して描か

れている。作者自身も阪神大震災を経験しており、地震の被害が真に迫って描かれる。表題の「Ｍ８

（エムエイト）」とは、マグニチュード８の大地震のことを示す。 

 東海地震、東南海地震、南海地震が続けて起こり、過去に経験したことがないほどの大津波が発生

する④では、経済損失をおそれ避難指示を出し渋る行政、避難指示が出されてもそれを無視する人々

などともに、地震と津波の被害がリアルに描かれている。「洗濯機の中にハンマーやナイフと一緒に

放り込まれたような」と表現される津波の状況は、東北地方太平洋沖地震での津波被害の映像を見る

と決して大げさではないことがわかる。 

 高嶋哲夫の「災害三部作」の三作目である⑤は、一転して洪水を扱う。二つの台風が合体して超巨

大台風となって東京を襲う。風雨がひどくなってからの被害の様子が凄まじく、住民の避難、荒川堤

防の決壊などが描かれる。 

 霧島山の地下にある加久藤火山が１万年に１度程度しか起きないはずの巨大噴火（破局的噴火）を

起こす様子を描く⑥は新燃岳が現実に噴火しており、フィクションとは思えない。作者の本職は医師

であるが、趣味で火山を調査している。火山噴火とその後の被害の描写があまりにも正確なので火山

学者などの関係者達が驚き、作者を招いて破局的噴火に関するシンポジウムが開かれたほどである。

①の次にお薦めの作品である。 

 ⑦は地震災害を扱ってはいるものの、表題から想像される内容とは少し趣が違う。主人公が父親と

力を合わせ、同時に発生する東海・東南海地震時の津波を利用して、娘を自殺に追いやった町のヤク

ザに復讐する話である。地震の被害では高層ビルの倒壊のほか、原発の爆発も描かれるが、影響が福

島原発事故ほどの広範囲になるものとして扱われていない。 

 富士山が噴火するまでの過程とその被害を描く⑧では、実在するハザードマップや避難ガイドライ

ンに準拠し、実際に研究開発が進められている観測機器・データ共有システムの未来形も登場するな

どのリアリティーに満ちた物語が展開する。火山噴火と日本や世界の神話との関係、日本書紀と聖書

の類似性なども描かれる。表題は聖書の一節からとられた。 

 1995 年１月 17日の阪神淡路大震災は人為だった!? ⑨ではその疑惑のエピソードについて実在人

物と架空人物を使い分けながら、疑惑を一つずつ検証していく。政治情勢、経済情勢とのつながりに

も触れている。なるほど、こういう見方もあるのか、と思わせる。 

 ⑩では大地震発生時にはそれまで隠蔽されていた社会の闇の部分が液状化のように一挙に噴出して

描かれる。大は「株価操作」から小は「親類の悪意」まで。この小説はそのような闇のエピソードの

連続で構成されている。荒唐無稽な部分もあるが、腹黒い人間たちの「さもありなん」な話ばかりで、

読むにつれだんだん暗くなってくる。 

 ⑪、⑫は同じ作者による。⑪は東京直下型地震、⑫は東海・東南海地震の同時発生による津波被害

をそれぞれ描く。被害状況の描写が多く、まるで報告書のようだが、あり得るトラブル、エピソード

が綴られ、サバイバルのために知っておくべきことが示される。 
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 津波予報の遅れの原因を調べる主人公が、やがて大陸棚資源を巡る国家的陰謀に巻き込まれていく

⑬は謀略小説であり、大地震、大津波は生じない。 

 2011 年 3月 11日の東北地方太平洋沖地震の際、東京では帰宅難民が問題となったが、帰宅難民問

題を中心にしたのが、⑭、⑮である。道中で様々なエピソードが展開し、それなりのリアルさがある。

自分が帰宅難民となった場合に役立つと思われる。 

 ⑯は小説ではなく、マンガである。液状化のメカニズム、被害の実態、対策技術の重要性などが紹

介され、液状化対策の重要性を訴える。マンガの絵は評価が分かれるであろう。2011年 3月 11日の

東北地方太平洋沖地震の際の液状化被害の方がむしろ迫力がある。 

 地震ではないが、土砂災害の地すべりと泥流を描いたのが⑰である。取り残されて、密室同然の狭

い空間に閉じこめられ、増え続ける泥流から生き延びようとする人間の行動と心理が描かれる。時々

刻々変化する状況に（？）と思わせるところがあるが、誤りではない。 

 ⑱では作者、西村寿行独特の世界の中で、森林の乱開発によるダム決壊とそれによる土石流災害が

描かれる。 

３．ノンフィクション（表２） 

表 2  自然災害を主題にしたノンフィクション 

 ①は 1923年（大正 12年）９月１日の関東大震災を、地震科学、天災と人災の側面、人々の心理

（朝鮮人虐殺）、権力者の動向（大杉栄虐殺）などを、体験者の証言を聞き取りながら多方面から描

いている。関東大震災がもたらした諸々の災害が驚くほどの緻密な調査の上に事細かに描かれており、

資料としての価値もあるが、小説のように読める書でもある。 

 同じ著者による②は、明治 29年、昭和 8年、昭和35年に三陸沿岸を襲った大津波を扱っている。

前兆、被害、救援の様子を体験者の貴重な証言・作文を中心に再現されていて、津波の様子やその怖

さが実感できる。今回の東北地方太平洋沖地震での津波被害で再び注目されたノンフィクションであ

る。現在、美しい三陸海岸の入江は高さ 11メートルに及ぶ大防潮堤で保護されているというが、今回

の東北地方太平洋沖地震では効果はあったものの完全に防ぐものではなかった。 

 津波は地震だけではなく、火山噴火によっても起きる。③は 1792年（寛政４年）に実際に起こった

雲仙岳の大噴火を描いている。この時は、島原の城下町の背後にある眉山が噴火とともに崩落し、土

砂が人家や田畑を埋め尽くして有明海へと崩れ落ちたといわれる。この衝撃によって有明海に津波が

書　名 著　者 出版年 扱う災害
① 関東大震災 吉村 昭 1977年 地震

② 三陸海岸大津波 吉村 昭 1970年 地震・津波

③ 島原大変 白石 一郎 1989年 火山噴火

④ 複合大噴火―1783年夏 上前 淳一郎 1989年 火山噴火

⑤ 西暦535年の大噴火―人類滅亡の危機をどう切り抜けたか デイヴィッド キーズ 2000年 天候異変

⑥ [体験者が明かす] 巨大地震の後に襲ってきたこと! 高嶋 哲夫 2005年 地震

⑦ 崩れ 幸田 文 1994年 大崩壊

⑧ 動くとき、動くもの 青木 奈緒 2002年 大崩壊

⑨ 隠された大震災　太平洋戦争史秘録 山下 文男 2009年 地震

⑩ 空白の天気図 柳田　邦男 1981年 台風・原爆

⑪ 新潟日報の168時間―中越地震と新聞発行の記録 新潟日報社 1995年 地震
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書　名 著　者 出版年 扱う災害
① 大地動乱の時代－地震学者は警告する－ 石橋克彦 1994年 地震

② 人はなぜ逃げ遅れるのか―災害の心理学 広瀬　弘忠 2004年 災害全般

③ Ｑ＆Ａ　日本は沈む？－地震・火山と防災 山岡　耕春 2007年 地震・火山噴火

④ 火山噴火？予知と減災を考える 鎌田 浩毅 2007年 火山噴火

⑤ 災害救援 野田 正彰 1995年 地震・津波

⑥ 地震予知の科学 日本地震学会地震予知検討委員会 2007年 地震

起こり、対岸の肥後天草までも襲い「島原大変肥後迷惑」と呼ばれた。死者 15,000 人は史上最大の火

山災害である。 

 日本だけでなく海外にも目を向けると新しい発見がある。④はアイスランドのラキ（ラカギガル）

火山と群馬・長野県境の浅間山の相次ぐ噴火が、天明の大飢饉をもたらし、フランス革命の引き金に

なったとして、津軽・江戸・パリ等と場面を切り換えながら小説風に歴史の一こまをたどる。浅間山

爆発と吾妻地区の惨事、津軽藩の失政、飢饉を乗り切った松平定信の台頭と田沼意次の失脚、その後

の寛政改革、パリのバステューユ牢獄襲撃前後…と次々に緊迫が続く。また、平均気温・天気図・小

麦の価格表・近代の火山噴火の規模などの図表も入り、説得力もある。 

 ⑤は、日本が古墳時代後期で聖徳太子が登場する前、ようやく国家としての形を整えはじめた頃、

世界的に大きな気候異変が生じ、それぞれの国の歴史の流れが変わったとして、ひとつひとつ検証し

ている。気候異変の原因は大規模火山噴火が有力としている。 

 ⑥は大震災後の2次災害というべき経済的な損害や法制度上の問題を、平成７年の阪神淡路大震災

を事例として取り上げている。今回の東日本大震災でも２重ローン問題などが挙げられており、今も

昔も結局変わっていないと感じる。 

 災害そのものを扱ってはいないが、⑦、⑧は自然災害跡地である大規模崩壊地を日本各地に訪ね歩

き、景色としての重量感とその対策に携わる砂防事業関係者の姿を著している。著者２人は祖母と孫

の関係にあり、２冊を読むと祖母が訪ね歩いた場所に時代を経て孫が再び訪れるという形になり、崩

壊地も変化している様子が分かる。 

 近代化が進んだ明治以降、今回の東日本大震災までに死者 1,000人以上の地震災害は 12件起きてい

るが、そのうち 5件は昭和 18年から 23年までの間に立て続けに起きている。しかし、太平洋戦争時

代に生じた 3件は軍部により地震災害の報道が強く規制され、被害の状況は一部の人々にしか知らさ

れていない。⑨はその間の事情を究明している。 

 太平洋戦争敗戦後の昭和 20年 9月に枕崎台風が日本を襲った。その時の天気図は西日本方面の気象

データが欠落した空白の多い天気図であり、台風の進路予測等に支障をきたした。⑩は気象データの

欠落の原因は、戦争による通信システムの不調と広島原爆被害が大きいとして、特に広島原爆被害の

様子を描いている。 

 東北地方太平洋沖地震の翌日から石巻日日新聞が手書きで壁新聞を発行し続け、海外から注目され

た。⑪は平成 16年の新潟県中越地震の際に、被害を受けながらも新聞を発刊しようと情報収集等に懸

命に努力する地元新聞社の姿を著している。 

４．その他 

 災害そのものではないが、減災や災害救援を考える上で参考になると考えられる図書を、表３に紹

介する。 

 表 3  その他の災害を扱った作品 
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図１ 太陽風と地球磁気圏の関係 １）                  

図２ 太陽活動と宇宙線強度の関係                 

３．異常気象の原因                        ＿                   

 The source of the abnormal weather 

藤田 嘉美、Yoshimi Fujita （電気電子部門） 

地球上で起こる異常気象を、銀河系・太陽圏の地球という視点から整理してみることとする。 
 
キーワード：異常気象、黒点活動、地球の自転軸、偏西風、隕石、火山 
 

１．はじめに               

 地球上で起こっている異常気象の原因を整理すると以下のように分類できる。 

１） 太陽活動の強弱（太陽の周期的磁場逆転による黒点活動数の増減）と銀河宇宙線の影響 

２） 地球の自転軸の傾きの周期的変動（ジェット気流／偏西風） 

３） 巨大隕石の落下・衝突／大規模な火山の噴火 

４） 森林破壊や高層化・都市化（ヒートアイランド）、工業化（ＣＯ２） 

５） その他 

 本紙では、銀河系の中にある太陽系の地球という因果関係が気候変動に大きく関与しているという

視点で前記１）～３）について整理する。 

 

２. 太陽活動の強弱（黒点数の増減）と銀河宇宙線の影響 

 図１に示すように地球は、太陽から吹

き出す極めて高温で電離したプラズマ群、

いわゆる太陽風を常に受けている。この

太陽風は地球を取り巻く磁力線(地磁気)

を大きく乱し、変形・ゆがみを生じさせ、

場合によっては地磁気を減少させる強烈

な「磁気嵐」を起こす。この強い磁気嵐

が地球に降り注ぐと人工衛星や航空機が

誤動作・故障（墜落）となり､  

地上では電波通信が妨害され情報通信面

で多大の被害が出ることとなり、オーロ

ラ嵐も観測される。しかし、この太陽風

は太陽系外からの銀河宇宙放射線を吹き

飛ばして地球の生命体を守ってくれてい

るという利点もある。図２の上段が太陽

黒点数の月平均であり約９～12年、平

均 11年周期で増減していることがわか

る。下段が南極にある中性子モニタの観測データである。上段の太陽黒点数の増減（太陽活動の強弱

と比例）に対して、地上に降り注ぐ宇宙放射線量が減増しているという反比例の傾向が読み取れる。  
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図４ 太陽活動と氷河期の関係                         

図３ 銀河宇宙線と雲の関係５）                     

 図３は地球上で暖められた水蒸気を含ん

だ空気が上空で冷却され過飽和状態となっ

ているところに、宇宙からやってきた銀河

宇宙線が供給するイオンの種を核として、

水が凝結し雲に成長するという摸式図であ

る。つまり、太陽活動が弱い（太陽黒点数

が少ない）時、いいかえると太陽風が弱い

時には、地上に降り注ぐ宇宙線が増大し上

空の雲量が増え、太陽光線をさえぎるので

地球上の温度が下がり、これが長期間にわ

たると氷河期ということになる。もちろん

場所によっては、大雨（雪）による洪水被

害にも結びつくといわれている。この論拠

として示されているのが図４で、太陽活動

（黒点数）の活動が極端に少ない極小期、

いわゆる「無黒点状態」のときに氷河の活

動が活発になっていたことが判る。なお二

次的に関与していると考えられる海水の塩

分・温度・圧力で変化する「海洋の熱塩循

環説」については省略した。 

 

３. 地球の自転軸の傾きの周期的変動３）   

  （ジェット気流／偏西風） 

イ）地球の自転軸の歳差運動       

ロ）地球の自転軸の傾きの周期的変化   

ハ）地球の公転軌道の離心率       

という 3つの要因により、日射量が変動し気候変動が起こるというものである。 

 イ）とロ）のケースは、いずれも、地球の自転軸の傾きが大きければ極地方に入射する日射量は大

きくなって氷床は溶けて小さくなり、傾きが小さければ極地方に入射する日射量が減って氷床は成長

しやすくなるというものである。 イ）に示す地球の自転軸の歳差運動は、コマの首振り運動と同じ挙

動をしており、周期は約 2万 5800年とされる。また、ロ）に示す地球の自転軸の傾きについては、周

期的に変化しているというもので、現在の値は 23.4度だが、周期４万 1000年で、22.1度から 24.5度

の間を変化しているとされる。最後のハ）に示す地球の公転軌道は、当然正しい円ではなくわずかに

楕円（図は楕円を強調）を呈しているため、北極が太陽に近い近日点に太陽の方向を向いていたら明

らかに夏は暑くなり、冬は太陽から離れた遠日点になって自転軸は太陽より遠くを向くので非常に寒



 

 
 

13 
 

  

図６ 地球の大気循環と蛇行４）               

くなる。一方、北極が近日点に太陽と逆向きであれば、冬は暖かいことになり、遠日点には太陽のほ

うへ向くので夏は涼しくなる。というもので 周期は約 10万年である。 

 以上イ）～ハ）の関係と、地球への日射量の変動ならびに、氷床の増減関係を示すものが図５であ

り、自転軸の傾きが大きければ極地方に入射する日射量は大きくなって氷床は溶けて小さくなり、傾

きが小さければ極地方に入射する日射量が減って氷床は成長しやすくなっていることが判る。  

＜参＞ちなみに、太陽系が銀河系を廻る 2.5億年の周期内で、第２項で示した地球上に降り注ぐ 

銀河宇宙線の数量は 太陽系が銀河系内のどの位置にあるかで大きく影響を受けるものと考えられる。 

イ） ロ）   ハ） 

 

 

 

 

 地球上では図 6に示す日射量変化に伴う大気循環があり、赤道と北極の温度差が大きくなると図 7

左に示すように、北半球の偏西風は南北に蛇行するように

なる。この偏西風（ジェット気流）が南北に大きくうねり

固定した状態をブロッキング現象（図7右参照）という。 

             

 

 

 

 

 

図５  地球の（イ）自転軸の歳差運動と（ロ）自転軸の傾きの周期的変化、さらに（ハ）公転軌道の離心率という３
つの要因による日射量変動と氷床増減の関係                                 

図７ 北半球の偏西風の蛇行５）               
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図８ チクシュルーブ６）               

 このブロッキング現象が起こると、ジェット気流の北側では寒波や豪雨となり、南側では熱波や干

ばつという異常気象をもたらすことが判っている。  

 

４． 巨大隕石の落下・衝突／大規模な火山の噴火 

 歴史上最も有名な隕石は、恐竜が絶滅した 6,500

万年前にユカタン半島に落下した直径 10kmの巨大

隕石であろう。落下地点跡の重力分布データによ

る写真を図 8に示す。落下地点は現在のメキシ

コ・ユカタン半島の北西端チクシュルーブで、落

下により直径 100km～250km、深さ 15～25kmのチク

シュルーブ・クレーターが形成されたことが確認

されている。諸説あるが、2010年にサイエンス誌

に掲載された説では、小惑星の大きさは直径 10～

15km、衝突速度は約 20km/s、衝突時のエネルギー

は広島型原子爆弾の約 10億倍、衝突地点付近で発

生した地震の規模はマグニチュード 11（阪神淡路

大震災の 36万倍）以上、生じた津波は高さ数百ｍ

と推定されている。この隕石による津波で、海岸

から数十 km圏内の動植物が一瞬にして死滅したも

のと予想されている。よしんば、衝突の衝撃から

身をかわしたとしても、衝突後の核の灰ならぬ、

衝突の灰（酸性）が地球を覆い、光合成システムを破壊してしまう。この結果、世界中の植物の大半

は死滅し、食物連鎖が破綻して動物も死滅する結果となったことであろう。大規模な火山噴火のケー

スでも溶岩流出は別として、隕石の落下と同様に、地震や津波、噴煙による灰が地上を覆って光合成

システムを破壊する点では、同様の被害が想定できる。世界のいたる所で存在する洪水伝説（ex.ノア

の箱舟）について隕石衝突による巨大津波説が唱えられており、筆者もあながち間違いではないかな

と考えている。 

 

４．おわりに 

 地球上で起こっている異常気象の原因について、銀河系内の太陽系の地球という視点から、現時点

で判明している事実を収集し整理してみた。防災・減災という観点では、事実のみを冷静に理解・判

断し、流言・飛語に惑わされないようにしていきたいものと考えている。 

＜参考文献＞ 

１） 地球環境サイトＨ３: http://www.earthkeeperh3.com/    
２） 東京大学宇宙線研究所: http://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/ 
３） ミランコビッチ・サイクル：NASA、Robert Simmon, NASA GSFC, Earth Observatory /    
                                http://earthobservatory.nasa.gov/Library/Giants/Milankovitch/Images/obliquity.jpg,       
                                http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Milankovitch_Variations.png 
４） 大気循環: Hastings,  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Atmospheric_circulation_ja.png 
５） 独立行政法人防災科学技術研究所公開資料：http://www.bosai.go.jp/hyogo/index.html 
６） チクシュルーブ・クレーター: USGS, http://soundwaves.usgs.gov/2003/05/meetings.html 



 

 
 

15 
 

  

４．自然の脅威！ その前では人は無力 逃げるが勝ち！！      ＿

Threat of nature!  The person cannot win it. It wins though it runs away!! 

                菊地 章、Akira Kikuchi （建設部門） 

この度の東日本大震災を直に目にし、自然の脅威の怖さを改めて実感させられた。そこで、我々が居住して
いる首都圏に、現在切迫している大地震に対する備えはどうあるべきか、緊急の課題として考えねばならな
い。そのためには、当地域における人類が経験した歴史的被災規模・程度を再考し、最悪の事態を想定し、
「どのような脅威が潜在するか」を整理し、真の脅威は何かを見極め、どのような減災としての備えがある
かを考える。 

キーワード：自然の脅威、地震大火、歴史的被災規模、地理的立地条件、避難･逃げるタイミング 
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５．忍城（のぼうの城）―減災ウォーキングのすすめ―       _＿        
Castle of Nobou ―Recommendation of a disaster prevention stroll― 

戸邉勇人、Tobe Hayato（応用理学部門、建設部門） 

概要：減災活動では、災害の原因たる自然現象の挙動を理解することが必要である。そのためには、災害

地質学の普及が重要であるが、現在の日本の教育現場では、災害地質学をはじめとした地学教育が軽視さ

れている。本論では、地学への関心を呼び込むための手段として、ウォーキングと地学とを関連づける

「防災ウォーキング」を、昨年に続き提案する。今年度は、昨年度に実施した荒川下流域より、やや上流

の行田市周辺を紹介する。 

キーワード：関東構造盆地、プレート、沈降、史跡 

１．防災ウォーキングの続編の意味 

 日本の国土は、太平洋プレート・フィリピン海プレート・北米プレート・ユーラシアプレートの境

界付近に位置しており、地球上でも地震の多発する地域に属している。2011 年 3月 11 日に発生した

東北地方太平洋沖地震も、プレート境界で発生したモーメント・マグニチュード 9.0 の巨大地震であ

る。それに加え、日本の国土は、その多くの領域を山地の割合に占められているため、国内ではたび

たび土砂災害が発生してきた。その他にも様々な自然災害が日々報告されている。このような性質を

もつ日本において、災害時の被害の減少を模索する減災活動が望まれるのは、いわば自然のなりゆき

である。 

 減災を進める上で、災害の原因になりうる自然現象の研究、そしてその結果得られた知見の一般社

会への普及が重要である。災害に関係する自然現象を研究する分野は、災害地質学と呼ばれている。

防災時に他者を指導・誘導する立場にある者は、他者をより安全な場所に導くため、災害の原因とな

る自然現象の挙動を知る必要がある。そのため、このような立場にある者にとって、災害地質学の基

礎的な素養を身につけることが重要である。それにもかかわらず、近年の日本において、地学の教育

は極めて軽視されている１）。 

 

 

図１ のぼうの城（忍城）周辺の散策マップ 
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 このような社会情勢から、

教育現場以外での地学教育

が、今後さらに重視される

べきである。昨年度、筆者

はその一環として、ウォー

キングをしながら、災害地

質学への興味を抱かせるこ

とを目的とする「防災ウォ

ーキング」を提案した。今

年度は、その続編として昨

年度の上流に当たる行田市

周辺においてウォーキング

を実施する。 

 なお、行田市の忍城周辺

は 2012 年公開の映画「の

ぼうの城」の舞台である。

前回に続いて、歴史に関心

をもつ層へのアピールも目

的の一つである。 

 
２．散策コース（行田市駅～忍城～水城公園～埼玉古墳群） 
 本論のコースは、①行田市駅→②忍城→③水城公園→④埼玉古墳群の順とした（図１）。なお、本

文中で使用した地質学・歴史学の用語は、紙面の都合もあり詳しく触れない。厳密かつ詳細な情報を

求める場合には、関連書籍を参照されたい。 

 

2.1.忍城～水城公園  
 秩父鉄道秩父本線の行田

市駅の南口から南に向かう

と、正面に国道 125号線が

見えてくる。その交差点を

西に曲がり、500ｍほど進

むと、忍城の模擬櫓が見え

てくる（図１の②、および

図２）。ここは江戸時代に

忍藩（表高 10 万石）の政

庁が置かれた場所である。

しかしながら、忍城は、江

戸時代のそれより安土桃山

時代末期「忍城水攻め」で

知られている。 

 水攻めは、戦国時代に用

いられた戦術であり、敵方

の城を浸水させ籠城軍の生

活圏を奪うとともに、後詰

め（救援軍）との連絡を絶つことにより、城の守備兵を屈服させる方法である。その性質から、水攻

めは、水を豊富に備えている低湿地に所在する城に対して行われることが多い。 

 忍城は、安土桃山時代には浮き城と呼ばれており、水に囲まれた城であったと伝えられている。そ

の痕跡は、忍城の模擬櫓から徒歩約 15分に位置する水城公園に残されており、ここはかつての外堀

の跡である（図１の③、および図３）。水城公園以外の外堀・内掘りの多くは、昭和時代の埋め立て

によって消失した。内陸の行田市に、このような低湿地が広がっていた原因は、関東平野の地質構造

に由来する。行田市を含む埼玉県北部～群馬県南部は、大きな沈降運動の中にある（関東造盆地運

動）。沈降だけが進めば、行田付近の地域は、大きな窪地になるはずである。 

図２ 忍城模擬櫓（復興）2） 

図３ 水城公園 2） 
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 しかし実際には、利根川や荒川などの河川により運ばれた土砂が沈んだ部分を埋め立てたため、低

湿地となりながらも平地が保たれている。関東平野の中部～北部は、このような、地盤の沈降と河川

の堆積が微妙なバランスを保ちながら形成されているのである。 

 

 2.2.埼玉古墳群と石田堤 

 水城公園から南東に 40 分

ほど歩くと、埼玉古墳群に到

着する。埼玉古墳群は、現存

するもので９つの巨大な前方

後円墳・円墳から構成される。

築造年代は、5～6世紀ごろ

である。そのうちのひとつで

ある丸墓山古墳は、直径 109

ｍ、高さ 18.9ｍの日本一大

きな古墳である（図４）。 

 「のぼうの城」では、攻め

手の総大将石田三成が、この

円墳上に陣を構えたとされる。

また、丸墓山古墳には小高い

砂利道が続いているが、これ

は忍城を水攻めする際に築い

た土手の一部（石田堤と呼ば

れる）である（図４）。 

 丸墓山古墳の頂上は、主に

平坦な低湿地から構成される

行田市内で、最も標高の高い

（35.69ｍ）地点である。ビ

ルのない石田三成の時代には、

ここから忍城が一望できたと

考えられる（図５）。 

 

 2.3.関東造盆地運動 
 河口から離れた行田市周辺

で、広い範囲に低湿地が広が

っている原因は、前述のよう

に関東造盆地運動である。 

 関東造盆地構造は、関東平

野を構成する地層のうち未固

結の層を乗せる基盤が、年に

数ミリメートルの速度で沈降

しているとの考え方である。

図６には関東平野の基盤の等

深線図を示した。これによる

と、関東平野の基盤は、行田

付近から房総半島にかけて深

くなっていることがわかる。これは、関東平野の中央部で、基盤が沈降しているためであり、関東平

野は基盤岩の沈降により形成された盆地のような性質も備えていることを示している。 

 関東造盆地構造のメカニズムには、明らかになっていない点が多いが、本論の冒頭で述べたプレー

トに関係すると考えられている。すなわち関東平野周辺では、ユーラシアプレートは北米プレートと

接しており、また、太平洋プレートとフィリピン海プレートが、ユーラシアプレートと北米プレート

の下に潜り込んでいる。このような複雑なプレートの動きに関連して、関東平野の中央部では基盤岩

の沈降が生じていると予想されている。 

図５ 丸墓山古墳の上から忍城方面をのぞむ 2） 

図４ 丸墓山古墳（奥）と石田堤（手前）2） 
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 なお、基盤岩の沈降運動を裏付け

る証拠として、埼玉古墳群の東北東

方約 4km に位置する、真名板高山古

墳が挙げられる。この古墳が築造さ

れた 6世紀後半の地表面は、現地表

面の地下３ｍ程度に位置している。

すなわち、約 1500 年の間に、地表

が３ｍ沈降し、その上位に３ｍ厚の

沖積層が堆積したことになる。 
 
３．今後の課題とまとめ 
 今回は、昨年度に引き続き、防災

ウォーキングのコースを提案した。

前回に続き、歴史を絡めることで興

味を引く工夫をしたが、そのために

やや史跡が先行した内容になったと

考えられる。今後は、史跡以外の要

素を絡めた、防災ウォーキングのル

ート選定も、考慮に加えるべきであ

ろう。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜脚注および参考資料＞ 

1) 大野博之(2009)：環境問題に取り組む応用地質学を目指して,応用地質,第 50巻,第 3号,p165-176 

2) 撮影者：財部恵美（トベ技術士事務所職員） 

3) （株）クボタ(1980)：アーバンクボタNo.18 関東堆積盆地,25p 

図７ 丸墓山古墳頂上より将軍塚古墳をのぞむ 2） 

図６ 関東構造盆地の基盤の等深線図
3) 
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図１ 1600 年以降南関東で発生した地震の経過（地震発生の周期性を根拠として 2000 年以降 M7級の地震発

生の切迫性とその対策の必要性が示されている）（出典：内閣府中央防災会議公表資料）        

６．地震に対する被害想定と地域ぐるみの減災対策のあり方       ＿            
Estimation of damage and area-management method of disaster mitigation measures  

川原 伸朗、Nobuo Kawahara （建設部門、総合技術監理部門） 

首都圏では、今後 25年以内に 70％の確率で発生するとされる直下型 M7級の地震による被害想定が震災対

策の前提となっている。この前提の見直し必要論を契機として、地震に対する地盤、建築物及び工作物の

現状における安全性の理解を深めつつ、市街地全体の耐震性能を向上させていく取り組みが求められる。

まちづくりの取り組みの中にそれを包含し、安全安心への共通認識を得ていくことは、地域社会の減災性

能を向上する手段として有効と考えられる。 

キーワード：被害想定、耐震性能、PML、まちづくり 

 

１．はじめに 

 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、未曽有の大災害であり想定外の被害が発生したとされる。

この震災を契機に、既定の地震発生予測を見直す動きも始まるようである。一方、過去の被災経験を

活かし、難を逃れたところもあった。甚大かつ凄惨な津波の脅威が報道され、逃げる間もなく押し寄

せ引いた波に浚われていく状況がリアルタイムでテレビに映し出されるなか、過去の経験に基づく日

頃の訓練の成果によって、人命は救われたという報道もあった。 

 はっきりしたことは、「自然災害は防ぎきれないことを認識し、平時の備えによって、被害を減ら

し、かつ事業や生活の継続と復興をいかに迅速に図るか」という減災の考え方の重要性であろう。  

 「居安思危、思則有備、有備無患」安きに居りて危うきを思う、思えばすなわち備えあり、備えあ

れば患い無し（孔子編集、史書「春秋」）とする古来の教訓を改めて重く受け止める。 

 災害想定の限界をよく理解し、「想定外」の事態発生も含めて、災害による被害を減らすこと。そ

して、被害から早期に立ち直るために日頃から備えることこそが減災である。 

 本稿では、この減災の考え方に基づき、筆者が居住する首都圏を例にとり、現状における震災の想

定を再確認する。さらに、建築物個々の耐震性能の現状と地震リスクの定量化の方法を確認する。そ

のうえで、安全安心のためには個々の建物の耐震性能向上にとどまらず、市街地全体の耐震性能向上

を図る視点の重要性を指摘し、それをまちづくりの取り組みに包含することが、一つの解決策になり

得ることを考えてみたい。 

 

 

今後 100 年以内に

発生する可能性が

低いとされてきた

が、東海、東南

海、南海地震（３

連動）の可能性も

指摘されている。 
東日本大震災規模とされる平安時

代の貞観地震（869 年）や仁和地

震（887年）など９世紀に起きた

地震を考慮した地震発生予測の必

要性が指摘されている。 
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図 2 被害想定に用いられる非木造建物全壊率の例「阪神淡路大震災

での震度と非木造建築物全壊率（西宮市のデータによる）」  

   （出典：内閣府中央防災会議公表資料）         

全倒壊率（％） 

２．首都圏における地震発生リスクと被害想定 

2.1 現状の被害想定 

 現状の震災による被害想定は、兵庫県南部地震の発生を踏まえて、中央防災会議が平成 18 年 5月

に公表した活断層による東京湾北部直下型地震 M7級（発生確率が 30 年間に 70％とされる）によっ

ている。東日本大震災を受けて、東海・東南海・南海地震（３連動）も視野に入れた長周期振動や津

波による被害想定の見直しに着手する動きが出てきている。そのため、今後、市街地や建築物に要求

される耐震性能の水準が引き上げられる可能性もある。しかし、現状において発生が想定されている

地震への対策は未だ十分とは言えない現状がある。まずは現状見えている範囲の地震に対し、市街地

全体として耐震性を早期に満足させることは必要最低限の対応と言える。 

 

2.2 耐震性能に求める水準 

 今後は、現状で要求されている

耐震性能が前提としている地震の

発生を念頭に置き、その対策の限

界についても十分認識することが

大切だと考えられる。関東圏では

概ね 200～300 年のサイクルで発

生するとされているプレート境界

型地震（Mw8級）は、今後 100 年

以内に発生する可能性はほとんど

ないとされ、対策の対象から除外

されてきた。 

 しかし、前述のとおり３連動地

震も視野に入れ、どこまで費用を

かけて地震に備えるべきかの検討

が必要となっている。さらには、

地震と津波、あるいは豪雨災害と

の複合も考慮した被害想定が必要

になると考えられる。 

 東日本大震災による津波では多

くの人命が失われ、甚大災害の歴

史は繰り返された。一説には 1000

年に一度の地震が起きたので、今

回の被害は「想定外」であったと

も報道されている。しかし、過去

に今回の地震に匹敵する地震が発

生していたという知見がありなが

ら、起こり得る災害の想定が不十

分だったことを真摯に受けとめ、

今後の教訓として学び取ることが

重要である。 

 この震災をきっかけとして、中

央防災会議でも被害想定を見直す

動きが始まると考えられるが、最

悪のケース設定を前提としつつも、現実にはどこまでの対策をどのようにとるべきか。これに対する

議論とその対策にむけた基準設定等にあたり、市民レベルでの共通認識を得ていくことがポイントに

なる。また、確実な施策の実行と財源確保に向けて、これまで以上に市民レベルで納得感を共有して

いくことが必要となるだろう。 

  

2.3 震度階と耐震基準 

 気象庁は 1995 年に発生した兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）を踏まえ、その翌年に震度階を

見直している。この見直しは「体感震度」から「計測震度」への見直しであった。人の感覚で震度を

※建物が全壊するときの震度は正規

分布に従うと仮定し、揺れによる

建物全倒壊数を算定する。 

※新耐震基準による建築物でも震度 6

弱から全壊が発生している 

震度階 
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図３ 設計地震レベルと耐震性能レベルの

関係「性能マトリクス例」（出典：

損害保険料率算出機構公表資料）        

再現期間 想定年数

完
全
に
使
用
可
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用
可

人
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保
護

崩
壊
寸
前

頻繁 ４３年 ● × × ×

時々 ７２年 ○ ● × ×

稀 ４７５年 ☆ ○ ● ×

非常に稀 ９７０年 ☆ ○ ●

×新規建築物では認められない
●基本目標

○重要／危険物取扱施設
☆危険物貯蔵施設

耐震性能レベル

設
計
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決めていたものから、科学的な基準により自動計測できるようにしたのだ。この見直し前は、震度 6

から 7の境界を決める加速度は 400gal であった。それが見直し後は 800gal に引き上げている。この

加速度は 0.6 秒で一定時間以上継続した場合の加速度として示されることから、実際の加速度は

1500gal にもなる。 

 このため、建築物が倒壊・崩壊等しない限界について、改正前は「震度 6強から震度 7」程度とさ

れていたが、改正後の震度階では「震度 5強から震度 6弱程度」まで下がっている。 

 なぜならば、建築基準法では気象庁震度階の見直し（変更）に対応した耐震基準の見直しがなされ

ていないので、「耐震基準」における「倒壊東の被害を生じない」水準とする加速度は 300～400gal

のままになっているためである。これは気象庁基準による震度 6から 7の加速度 1500gal と比べると

1/4 の水準にとどまる。 

 

2.4 耐震性能に対する共通認識の必要性 

 前述のとおり現状で一般に報道されている震度と、建築

基準法が想定している耐震基準の根拠になっている震度に

は、ずれがある。それにも関わらず、その差異が十分に周

知されているとは言えない現状がある。単に新耐震基準だ

から耐震性があると単純に判断するのは早計と言える。新

耐震基準による建物も含めた耐震性の確保は急務である。 

 そもそもこの議論の以前に、旧耐震基準（1981（昭和

56）年 6月以前の建築確認）による建築物のストックはま

だまだ相当数ある（東京都心の事務所ビルで３割）。耐震

性能評価及び耐震補強等の際には、その建物や工作物に求

める耐震性能（建物の全壊による道路の封鎖は避けるとい

うレベルから、建物の使用継続が可能とするレベルまで幅

がある）に対し十分な共通認識を得る必要がある。 

 

2.5 地震リスクと予想最大損失率 (PML)  

 地震リスクの定量的把握方法として、予想最大損失率

PML（Probable Maximum Loss）の算定がある。 

 将来発生する可能性のある大地震を想定し、これよっ

て生じる損失を 90％まで算定し、再調達費用との比で表

すという簡便な方法である。 

 

① 対象とする地震 

  建物の建物使用期間中 50年で予想される最大規模の地震  

  （再現期間 475 年相当＝50 年間で 10％を超える確率（※1）） 

   ※1：今後 50年間で 10％を超える確率で発生が予想できる地震の内、最も大きなものが 1年

間で発生する確率を P1 とすると 

            ・50年間で発生しない確率：(1-P1)^50 

       ・50年間で発生する確率：P50=1-(1-P1)^50 

      50 年間の発生確率が 10％（P50=0.1）のとき、P1＝1-(1-P50) ^1/50 = 0.002105 

           再現期間は１年間で発生する確率の逆数なので、１／0.002105 ≒ 475 年。 

② 対象とする損失 

  ①で予想される最大の損失（90％の非超過確率（※2）として算定） 

※2：発生確率が 90％となる水準 

例えば地震を受けた 100 棟の建物のうち、90 棟程度はその水準より小さな被害に留まり、

10 棟程度はその水準より大きな被害を受ける。 

③ 予想最大損失率（PML） 

  予想される最大の損失（に対する補修費）／再調達費×100（％） 

   ※3：例えばある建物の再調達費（現在時点の建設費）を 100 億円とし、最大規模の地震が

90％以下の確率で発生する損失に対する補修費（原状回復）が最大で 30億円であれば、

その建物の PML は（30 億円／100 億円）×100 ＝ 30％と算定する。 
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 一般的な PML は（震度６強～７程度を想定し）旧耐震基準で 20％超、新耐震基準以降で 10～20％

程度とされている。しかし、前述のとおり想定する地震の規模やその地震動によって、被る損害の規

模の想定が変動することから、PML の算定に必要な数値は今後見直されることになると考えられる。 

 

３．市街地全体の耐震性能の向上に資するまちづくり 

3.1 市街地のリスク評価見直しの必要性 

 東京湾北部直下型地震 M7 級では、概ね震度６弱から６強の地震が東京東京都区部において発生す

ると想定されている。気象庁の震度階解説によれば、耐震性が高い堅固建ての建物であっても、震度

６弱以上で構造体への損傷が発生し、場合によっては退避が必要になるとされている。一方、建築基

準法が想定した「倒壊・崩壊等しない限界」は「震度 5強から震度 6弱程度」とされ、阪神淡路大震

災の例から分るとおり、現実には震度 6 弱から全壊する建物もある。 

 さらに、元禄関東地震（1703 年）、大正関東地震(関東大震災)（1923年）のようなプレート境界

型地震 M8 級が発生した場合は、現在の想定を上回る被害が発生する恐れもある。 

 発生が予想されている地震の規模想定と「被害想定」の妥当性、さらには想定そのものの限界を含

めた公的な情報開示に注目し、それらを踏まえた減災への取り組みは不可欠と考えられる。実際に被

害が発生してからの「想定外」を繰り返してはならない。  

 

3.2 市街地の PML 把握と理解の必要性 

 前述のとおり、被害想定と限界を十分に認識し、生活や事業の継続を図る対策をたてることが求め

られる。その際、建物や工作物、道路や地下埋設物を含むインフラ（上下水、ガス、電気、通信施

設）の耐震性能を総合化し、地域ぐるみで市街地の耐震性能に対する共通の理解を得ていくことも必

要となろう。 

 現在、BCP（BCM）などの取り組みが進んでいる民間企業などを中心として、産業施設を中心とする

個別建築物の PML 把握とその対策は進んでいると考えられる。ところが、公共系、居住系施設を含め

た地域ぐるみの取組はまだ十分に進んでいない現状がある。 

 個別に建物の耐震性を引き上げる努力は、今後とも当然に進めていかねばならない。そのうえで、

人々の生活や事業の継続に向けた市民個々の減災への努力が真に活かされるためには、地域全体、地

区全体としてリスクを評価し、共通認識を得たうえで市街地の耐震性能の向上を図ることが大切にな

る。 

 そのためには、地域住民が現状の PML を把握・認識し、その実態を踏まえたうえで、市街地に求め

る耐震性能をそのコミュニティ全体の共通認識としていく取り組みを地域の減災活動の一貫として推

進することも有効な方法となる。 

 

3.3 地域ぐるみの耐震性能向上の一方法 ―まちづくりとしての取り組み― 

 市街地全体の耐震性能向上に向けては、例えば再開発等を含めたまちづくりの取り組みに、それら

を包含していくことが考えられる。 

 まちづくりの主体は地元地権者等が組織する団体など様々な形態があり得る。市街地総体の安全

性・信頼性の向上がまちづくりの発意ともなるだろう。例えば、まちづくり団体が地区レベルで市街

地の PML の算定・把握を行ったうえで、低減を図る方法を検討することもあり得るだろう。 

 その際、自力更生型単独建替え・改修に加えて、再開発などの共同建替えは、解決策として選択肢

の一つになり得るだろう。地権者が土地・建物単体だけでなく地域ぐるみで耐震性能を把握しその向

上に取り組むことは、地域の減災力を高め安全安心を確保するための大切なポイントになると考えら

れる。 
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７．東日本大震災において事業継続マネジメント（BCM）は機能したか？    
    ―各企業の大震災対応事例から学ぶBCM強化の試み―＿＿＿＿__＿        

_  
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大規模災害と減災技術豆知識の対応関係_________________＿＿＿＿＿____ 
 

 大規模災害の全体を整理したものを表 1、と図 1に示す。 

         表 1 大規模災害における被害と死因の関係 

火山噴火→火砕流→焼死  ／噴煙→酸性雨→動植物死→餓死 

      ↓   大雨→ 浸水→低地浸水→ 

↓       津波→逃げ遅れ→→溺死 

 ↓       土砂崩落 →→→→→→ 

地 震→→→→ がけ崩れ（地盤） →→→→→→圧死／窒息死 

  ↑   台風→ 建物倒壊→→生き埋め→ 

↑    雷→ 火災→煙・炎にまかれる→→→→→→→窒息・焼死 

↑          避難路崩壊・閉鎖→逃げ遅れ→ 

     巨大隕石の落下→→→衝突の灰、上空を覆う→食物連鎖の崩壊→餓死 

     原子力発電所の事故→→被曝／放射性物質拡散→被曝死／癌（ガン）死  

 

次に、表 1の災害を図案化したものに、公表済みの「減災技術豆知識：2009 年度・2010 年度」を

示したものが図１である。（図中の数字は、原稿の年号と章の番号） 

 

図 1 大規模災害と死因並びに既刊・減災技術豆知識の関係 
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 これまでの小冊子「減災技術豆知識」（2009 年度版、2010 年度版）と今回の 2011 年版を含めて、

取り扱った減災テーマと災害及び対処のポイントを表２に取りまとめた。 

表２ 「減災技術豆知識」で掲載されているテーマの一覧  凡例：○○-○は、年版－項 

減災テーマ（文字数の関係でタイトル略記） 災害 対処 

2009-1：大地震に遭遇して生き残る技術 

減災の知恵 減災グッズ 2011-2:文芸作品から知る自然災害の驚異 

2011-6: 地震に対する被害想定と地域ぐるみの減災対策のあり方 

2009-6：都市再生のトレンド－防災街づくりのすすめ－ 
生き残り術 

地域持続計画 

（ＣＣＰ） 2010-9江戸庶民のサバイバルの知恵から学ぶ現代のＣＣＰ 

2010-1：企業における事業継続ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、中小企業で 

災害復旧 
事業継続計画 

（ＢＣＰ） 

2011-7: 東日本大震災において事業継続マネジメント（BCM）は

機能したか？  ―各企業の大震災対応事例から学ぶ BCM

強化の試み― 

2010-3：日常生活における減災 
生活と減災   

2011-1：七福神と七つの難 

2009-7：経験者が語る「目から鱗の減災術」 

地震 

野宿 

2010-8：地震による電磁気現象の危険性 

身を守る 
2011-4: 自然の脅威！ その前では人は無力 逃げるが勝ち！！ 

2010-2：災害の恐怖を知ることから始まる減災対策 

2009-3:地震と火災ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ、そこに何があるか 火災・雷 

2009-4:地震時に危険な盛土宅地 

地盤流動化 
逃げる    

転居 

2009-5：あなたの土地は大丈夫？誰でも使えるＧＩＳ 

2010-6：急傾斜地崩壊危険個所と耐震 

2010-7：防災ウォーキング－災害地質学の教育活動の一環－ 

2011-5:忍城－減災ウォーキングの勧め－ 

2010-4：海抜零ﾒｰﾄﾙ地区における水没対策の現状 低地浸水 
逃げる        

高台・高層 
2009-2：水没の危険を知った上で日頃から備えよう 台風・洪水 

2010-5：ゲートによる高潮・津波対策 津波・高潮 

2009-8：災害時におけるリーダの役割  輸送機関 整列避難           

2011-3:異常気象の原因 火山噴火 

逃げる                 

シェルター 

 太陽、隕石 

  原発事故 

  爆破、テロ 
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2010.8～2011.7 の災害発生状況とトピックス＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿                        

 

※地震は Mw7.0 以上を掲載 

 
2010. 8: 8/10 バヌアツ諸島の地震 (Mw7.2) 
         8/12 エクアドルの地震 (Mw7.1) 

 

2010. 9: 9/ 4 台風 9号による暴風雨及び豪雨により神奈川県足柄郡郡山北町、静岡県

駿東郡小山町区域で激甚災害発生 

         9/14 ニュージーランド南島の地震 (Mw7.0) 

     9/30 インドネシア、パプアの地震 (Mw7.0) 

 

2010.10:10/18 奄美地方豪雨 

    10/25 インドネシア、スマトラ南部の地震 (Mw7.7) 

 

2010.11～12: 11 月下旬以降、オーストラリア東部はたびたび大雨に見舞われ、12月は

広い範囲で異常多雨となった。 

    12/25 バヌアツ諸島の地震（Mw7.3） 

 

2011. 1: 1/ 3 チリ中部沿岸 (Mw7.2) 

         1/14 ローヤリティー諸島 (Mw7.0) 

         1/19 パキスタン南西部 (Mw7.2) 

         1/26 新燃岳で小規模な噴火が発生、その後も噴火継続し、火山性微動の振幅

が大きくなり噴火の規模も拡大。入山規制が発令された。 

 

2011. 2: 2/ 1 新燃岳で弾道を描いて飛散する大きな噴石の飛散が３kmを超えた。火口

周辺警報（噴火警戒レベル３、入山規制）が継続。 

 

2011. 3: 3/11 東北地方太平洋沖地震（東日本大震災、Mw9.0、プレート境界型２連動地震） 

 

2011. 4: 4/ 7 宮城沖地震（Mw7.4） 

     4/14 東日本大震災復興構想会議 第一回会合 

      4/27 内閣府中央防災会議 

 「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査

会」設置  

 

2011. 5: 5/ 2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律公布 

（応急復旧等を迅速に進めるための地方公共団体に対する財政援助や、

被災者のための釈迦保険料の減免、中小企業に対する金融上の支援等

の特別の措置について定めた法律） 

     5/ 7 東日本大震災復興構想会議 「復興構想７原則」公表 

 

     原則１：失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮魂こそ、私たち生き

残った者にとって復興の起点である。この観点から、鎮魂の森やモ

ニュメントを含め、大震災の記録を永遠に残し、広く学術関係者に
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より科学的に分析し、その教訓を次世代に伝承し、国内外に発信す

る。  

     原則２：被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミュニティ主体の

復興を基本とする。国は、復興の全体方針と制度設計によってそれ

を支える。  

     原則３：被災した東北の再生のため、潜在力を活かし、技術革新を伴う復

旧・復興を目指す。この地に、来たるべき時代をリードする経済社

会の可能性を追求する。  

     原則４：地域社会の強い絆を守りつつ、災害に強い安全・安心のまち、自然

エネルギー活用型地域の建設を進める。  

     原則５：被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。日本経済の再生な

くして被災地域の真の復興はない。この認識に立ち、大震災からの

復興と日本再生の同時進行を目指す。  

     原則６：原発事故の早期収束を求めつつ、原発被災地への支援と復興にはよ

り一層のきめ細やかな配慮をつくす。  

     原則７：今を生きる私たち全てがこの大災害を自らのことと受け止め、国民

全体の連帯と分かち合いによって復興を推進するものとする。 

 

    5/28 内閣府中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策

に関する専門調査会」第 1回会合開催 

 

2011. 6:6/11 東日本大震災復興構想会議 「復興への提言」骨子 (たたき台）公表 

    6/24 内閣府防災担当より「東日本大震災における被害額の推計」公表 

総額約 16兆 9千億円（内閣府経済財政分析担当による推計値は約 16兆

円から 25兆円） 

    6/25 東日本大震災復興構想会議 「復興への提言 ～悲惨の中の希望～」公表 

 

   7:7/10 三陸沖地震（Mw7.0） 

    7/27 時点の東日本大震災被害状況等（中間）まとめ＜政府発表＞ 

       1）地震と津波により東北地方を中心に甚大な被害が発生（そのほか関東

地方等でも被害あり）。死者 15,641 名，負傷者 5,698 名，行方不明

者 5,007 名（7 月 27 日現在：警察庁），避難者 100,785 名（7 月 21

日 15 時 00 分現在：消防庁）。 

        2）東北地方を中心に，広い範囲で停電，ガス供給停止，断水が発生した。

また，道路，鉄道，空港等も大きな被害を受けた。震災による被害に

より閉鎖が続いていた仙台空港は，7月 25 日，国内線定期便の運航が

再開された。(東北新幹線は 4月 29 日に全線運転再開されている。) 

       3）海外からの支援 

        ・163 の国・地域及び 43の国際機関から支援の申し入れがあった。

（外務省発表） 

        ・米軍は人員 20,000 名以上，艦船約 20隻，航空機約 160 機を投入し

た（最大時）大規模な活動（「トモダチ作戦」）を実施。 

        ・豪空軍機 C17 が日本国内での輸送支援を行うと共に，福島第一原子

力発電所の冷却に必要な特殊ポンプを豪州から緊急輸送。 

    7/31 新潟・福島豪雨災害 
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