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地域型木造住宅の保全再生

	

京都大学大学院工学研究科教授	 林　　　康　裕

南海トラフにおける海溝型の巨大地震

である南海地震や東南海地震の長期予測

によれば、今後 30 年以内の地震発生確

率は各 50～ 60％、60～ 70％と予想され

ている 1）。広域で同時多発的に建築物の

被害が予想される中、どのように備え、

建築物を保全再生していくかをテーマと

して研究に取り組んでいる。ここでは、

地域型木造住宅に対する取り組みの一端

を紹介する。

１.古い木造住宅は危険？

1995 年兵庫県南部地震においては、木

造住宅の倒壊によって多くの人命が失わ

れた。被害の分析の結果、築 30 年以上

の古い木造住宅の被害率が高くなってい

ることが明らかとなった（図－１（a））2）。

その一方で、2000 年鳥取県西部地震にお

いては、倒壊した木造住宅は無く、築後

100 年以上経過した木造住宅も含めて建

築年代による被害率の差が小さかった

（図－１（b））2）。また、2003 年宮城県

北部地震では震度６弱を観測したが、震

源域では築 150 年を超える多くの古い木

造住宅が大きな被害を免れた。これらの

木造住宅は、平均 37 年間隔で発生する

宮城県沖地震を約 4回経験している他、

2003 年の他にも 1996 年、1962 年などと

短い間隔で宮城県北部地震を経験してお

り、幾度もの地震に耐え抜いてきている。

決して、古いから危険なわけではない。

現在、すでに兵庫県南部地震より 15

年の年月が経過した。地震後、直ぐに再

建・補強された木造住宅は既に 15 年経

過したことになり、例えば 20 年後に地

震が発生すれば、施工後 35 年で被災す

ることになる。また、兵庫県南部地震時

に、比較的新しいとされた新耐震設計法

（1981 年施行）によって設計された建物

も、すでに築後約 30年が経過しており、

築年数から考えれば古い住宅となりつつ

ある。20年後に地震が発生したとすれば、

築 50 年の住宅として被災することにな

る。木造住宅の耐震性能が、建築年代に

よって変化するのか、築年数（あるいは、

生物劣化）によって変化するのかでは、

今後の巨大地震への備え方が全く異なっ

てくる。

例えば、建築年代だけに依存すると考

えれば、現時点での耐震補強の実効性は

高いと考えられる。ところが、経年劣化

の影響が大きく築年数が木造住宅被害と

相関が高いのであれば、現代的な構法に

よる新築木造住宅や、最近耐震補強され

た住宅であっても、今後、維持管理が適

切になされなければ、甚大な被害をまね

きかねない。逆に、新しい現代的な構法

による住宅であっても全て安心というわ

けではない。地球環境問題の観点から建

築物の長寿命化が指向される中、本当に

危険な住宅とは何か、残すべき住宅はど

れかを考え、巨大地震に備えたまちづく

りを行う際に、中・長期的な視点にたっ

て地域型木造住宅の保全再生を行ってい

く必要がある。

２.精密な耐震診断の前にす

ること（スクリーニング）3）

スクリーニングとは、「ふるい分け」

という意味である。鉄筋コンクリート造

建物の耐震診断基準においても、スク

リーニングの考え方が盛り込まれている。

１次診断、２次診断、３次診断の順に高

度な耐震診断方法となって、信頼性は向

上する反面、必要な時間や費用が増大し

てしまう。多くの建物を耐震診断して補

強を行っていくためには、効率的に高度

な耐震診断や耐震補強設計が必要な建物

のスクリーニングが必要となる。特に、

多額のお金はかけにくく、対象建物数も

膨大な地域型木造住宅の耐震診断や補強

を本格的に進めていくためには、このス

クリーニングの考え方をもっと普及させ

ていかなければならない。

ボード類などの非構造部材が少なく、

構造体を構成する軸組や土壁などが目視

で確認しやすい伝統構法の木造住宅に対

しては、下記のような方法が考えられる。

いずれの方法でも、降伏ベースシア係数

Cyが一定値以下であれば、より精度の高

い耐震診断を行うこととなる。

（方法１）常時微動計測によって固有

振動数を求める方法で、固有振動数を耐

力（降伏ベースシア係数）に読み替える。

図－２は常時微動計測より推定された固

有振動数 f と降伏ベースシア係数 Cy（限

界耐力計算によって得られた最大層間変

形角 1/30 に対するベースシア係数）と

の関係を示す。常時微動計測によって得

られた固有振動数 f より、降伏ベースシ

ア係数 Cy が大凡推定できていることが

分かる。この方法は、大きな地震被災経

再校

図－１　木造住宅の建築年代別被害率

（a）兵庫県南部地震：芦屋市 （b）鳥取県西部地震：日野町
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験があると適用出来ない。また、地域に

よっても若干傾向は異なるので地域ごと

に一定のキャリブレーションが必要とな

る。

（方法２）簡単な図面情報に基づく方

法である。降伏ベースシア係数 Cy は、

１階の耐力 Qy を総重量 W で除して算出

される。ここで、耐力 Qy は全壁長さと

垂れ壁のスパン数より、総重量 W は延

べ床面積 Af より得られる（図－３）。総

重量と延べ床面積の関係は、地域の木造

住宅の特徴（例えば、屋根や壁の仕様な

ど）によって異なっている（図－４）。

しかし、地域型木造住宅の特徴に応じて

両者の関係が精度よく推定できれば、降

伏ベースシア係数の推定精度も向上する

（図－５）。

３. 損得勘定で考える（地震

リスク・マネジメント）

先に述べたスクリーニングでは、詳細

な耐震診断が必要な建物の選定基準（降

伏ベースシア係数の下限値）が必要とな

る。さらには、詳細な耐震診断を行った

結果、耐震補強を行うべきかどうか、迷

う所である。診断はしてみたけれど、補

強が進まないということはよくある話で

ある。その場合に、地震リスク評価が役

に立つのではないだろうか。地震リスク

とは、下式のようにごく簡単に表せば地

震による損失期待値を表す。

（地震リスク）＝（損失の発生する確率）

×（損失の規模）

初期建設費用に、この地震リスク、耐

震補強費用、維持管理費用を加算すれば、

住宅の供用期間中における総費用が算出

される。例えば、地震危険度の低い地域

での耐震補強や耐震性能の十分高い住宅

の耐震補強は、地震リスクが低く耐震補

強の費用対効果が悪い。逆に、著しく耐

震性能の低い住宅は耐震補強が難しい上

に、必要な補強費用が高くなりすぎて、

やはり費用対効果が悪くなる。むしろ、

耐震補強を無理に急がず、耐震性の高い

住宅へと建て替えることを考えた方が良

い場合が少なくない。ただし、地震で死

んでしまっては損得勘定が成り立たない。

必要最低限の対策は必要である。

また、耐震対策には時間的な要素を考

える必要がある。海溝型地震の平均発生

間隔は、特に短い宮城県沖地震を別とし

ても、例えば、南海・東南海地震で 100

～ 150 年と日本の木造住宅の平均寿命よ

りもかなり長く、日本人の平均寿命より

もかなり長い。これが、断層による地震

ともなるとこの傾向はさらに顕著となる。

日本の主な活断層の中で地震発生確率の

高いグループに属する上町断層の地震は、

平均発生間隔が 8,000 年程度で、最新活

動時期は約 28,000 年前～ 9,000 年前と

推定されており、いつ地震が発生しても

おかしくない状況にある。しかし、平均

発生間隔が長い分、発生予測時期のばら

つきも大きい。いつ発生するか分からな

い大地震に対して耐震補強を急いだとし

ても、必ずしも実効性があるとは限らな

い。むしろ、耐久性と耐震性の高い木造

住宅へと徐々に住宅ストックを転換して

いくことが重要である。このような時間

の経過を考えるためには、木造住宅の経

年劣化などの耐震性能の低下や、地震発

生確率の増大による地震ハザードの増大

を考慮した地震リスク評価（損得勘定）

の適用が必要となる（図－６）。必要な

対策は、地域の地震環境によって異なっ

てくる（図－７）4）。

４.自分の事だけで大丈夫？

木造住宅は、必ずしも独立した住宅ば

かりとは限らない。町家と呼ばれる昔な

がらの住宅では、隣家と柱や壁を完全に

接して建つ「並び家」となっている場合

も少なくない（図－８）。ここでは、一

体性・独立性を、別々に揺れる独立型や

一体として揺れる一体型と、両者の中間

的な連成型に分類して、地震に対する安

全性を考える。

まず、一番簡単な場合はお互いに構造

的に独立な場合である。構造的に独立で

あるから、住宅毎に別々に耐震診断をす

れば良いし、耐震補強をすることが可能

となる。次に、簡単な場合は数棟が一体

となっている場合である。この場合、そ

れらの住宅全体を１棟として耐震診断を

行い、耐震補強をすれば良いのだが、独

立している時ほど簡単ではない。一体と

なっている住宅が一棟でも空き家となっ

て老朽化したり改修を行ったりすると、

その影響は一体となって挙動している一

連の住宅に及ぶ。一棟でも補強に消極的

図－２　常時微動計測に基づく降伏ベースシ

ア係数の推定 図－３　簡単な図面情報に基づく降伏ベースシア係数の推定方法

図－４　延べ床面積による総重量の推定

図－５　(方法２)による降伏ベースシア係数

の推定



( 寄稿文 ) 3

な住宅があれば、そのつけは他の住宅が

無理をしなくてはならない。すなわち、

運命共同体なのである。

さて、一番複雑でやっかいなのが連成

している場合である。連成している場合

には、相互に影響しあって揺れるが、一

体型よりも明瞭に頼る住宅と頼られる住

宅に分かれる。頼る住宅は壁が少なくて

変形しやすかったりねじれたりしやすい

住宅で大きく揺れる。一方、頼られる住

宅はねじれにくい、壁の多い変形しにく

い住宅で、頼る住宅を支えることとなる。

満員電車の中で、電車でつり革にぶら下

がりながら、電車や周りの人の動きに身

を任せる人と、必死で揺れに抵抗しよう

とする人の関係に似ている。身を任せて

頼っている人は楽でよいが、必死で抵抗

している人がしんどい。皆を支えて力で

抵抗できているうちはよいが、耐えられ

なくなった場合には皆を支えている人か

ら最初に倒れていく。例えば、ある住宅

の耐震補強を行って剛性や耐力が高くな

れば、隣の耐震補強を行っていない住宅

が寄りかかり、補強した住宅の負担すべ

き力が補強前よりも増える可能性がある。

このように考えると、独立している方

が良いように思われるかもしれないが、

決してそうとも言えない。独立した住宅

を全て耐震補強することは決して容易で

はない。むしろ、並び家の一体性を高め

ることでねじれが抑制される場合も多い

し、一部の住宅だけを集中的に耐震性を

高めることで、一連の住宅全体の耐震性

を向上することも可能である。例えば、

並び家の両端の住宅は、ファサードを町

並みと調和した非木造建物として、並び

家群を一括して耐震化することも一案で

あろう。その場合、両端の非木造建物に

要求される耐震性能を決定する上で、並

び家の連成挙動を理解しておく必要があ

る。この場合も常時微動計測結果が役立

つ。

５.地震直後の修復を促進す

るために

地震発生前の耐震補強が重要であるこ

とはもちろんであるが、実際に被災して

しまった地震後の早期生活復旧も重要で

ある。耐震補強は、地震時の安全性を守

るためだけにあるのではなく、地震後の

復旧を容易にする役割があるはずである。

しかし、地震後に対する施策は行政頼み

な部分が強く、住民の備えとなると殆ど

図－７　南海地震に備えた地域木造住宅の保全再生法の比較

図－８　奈良井（長野県・塩尻市）の並び家

図－６　木造住宅の耐震性能と地震危険度の経年変化を考慮した地震リスク評価手法
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皆無と言わざるを得ない。耐震補強を

行った事で、住宅に対する根拠の無い安

心感を持っておられる方はいないだろう

か。耐震補強は大地震に対する倒壊の危

険性を低減するためのもので、絶対に倒

壊しないことを約束するものでは無いこ

とはもちろん、すまいが相当の損傷を被

ることを十分に認識して準備しておく必

要がある。

被災後の住宅復旧を間接的に阻害する

要因として、行政主導で行われる「危険」・

「要注意」・「調査済み」といった地震直

後の二次災害防止を目的とした応急危険

度判定や、建物の損傷程度を調査判定し

て各種公的な支援制度の適用や義援金の

配分根拠となる「全壊」・「半壊」・「一部

損壊」といった罹災証明発行の発行手続

きが、住宅の長期的な継続使用可能性や

修復可能性とは意味が異なっていること

を、災害経験の無い住民に殆ど十分に理

解されていない事が挙げられる。「危険」

や「全壊」などの言葉の持つ響きが、修

復しようとする心を萎えさせてしまいか

ねない。さらに、資金的制約、法的制約、

社会的制約があることも多く、決して修

復は容易でない。

しかし、致命的な損傷を生じていなけ

れば、多くの伝統構法木造住宅は修復が

可能であるし、修復を行った方が生活復

旧が楽な場合が多い。問題は、致命的な

損傷を生じているか否かの判断を住民が

容易にできるかどうかにかかっている。

そこで、特別な装置や工事をすることな

く、伝統構法木造住宅の柱・梁接合部が

経験した最大変形を記録できる低価格で

設置容易な最大変形記憶センサーを開発

した。開発したセンサー（テグス・セン

サー）5）は、地震前に住民が自作して設

置し、地震後にも自らが読み取った数値

を基に、被災した住宅の安全性・修復性・

継続使用性を即時判断可能としている点

に特徴がある。センサーの機構を模式的

に示したのが図－９であり、地震時に接

合部が経験した変形量を糸がたるみとし

て記憶する。センサーに通電の必要が無

く、メンテナンスフリーで、地震時の停

電の影響も受けない。このセンサーを自

作し、家の中に数カ所設置する費用は

2,000 円程度である。製品化しても同程

度の価額で販売可能と思われる。なお、

図－９は写真を見て動作が分かるように

作成した模型で、実物は糸が釣り糸（フ

ロロカーボンなど）で出来ており、何処

に設置したか忘れてしまいかねないほど

目立たず、日常生活の邪魔にもならない。

このようなセンサーが実用化されて普及

することで、来るべき大地震の広域被害

が軽減されることを期待したい。
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図－９　地震時の最大変形記録センサー（テグス・センサー）の動作機構




