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Recently, most of fatalities come from the collapse of old wooden houses according to the recent earthquake damage 

statistics in Japan.  Therefore, it is said that the seismic retrofit of old wooden houses is very important.  However, the 

seismic hazard, the structural characteristics of traditional wooden houses and daily problems are different from region to 

region.  In order to demonstrate the difference, we describe the current conditions of seismic hazard and the daily 

problems in the 98 districts designated as the Important Preservation District for Groups of Historic Buildings.  In addition, 

we compare traditional wooden houses in some regions, which have already been investigated by authors.  Finally, we 

point out the necessity for implementing the time-oriented design, place-oriented design and occasion oriented design of 

earthquake countermeasures.     
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1. はじめに 

1995年兵庫県南部地震が発生し、日本は地震活動期に入った
と言われる。その後、毎年のように被害地震が発生し、2011年
には東日本大震災が発生した(図 1)。そして、南海トラフの巨大
地震の発生が切迫し、その前後には内陸地殻内地震が多発する
と言われている。地震被害は、地域・社会の脆弱個所を見事に
突いて来るし、被害様相も地域によって多様に変容する。本論
では、地域の持続的発展を目指し、地域特性に応じた地震対策
のデザインの必要性について論ずる。 

 

2. 地域特性 

2.1 地震リスク 

人命や財産の安全性に影響を及ぼす代表的な地震として、活
断層のずれに起因した内陸地殻内地震と海溝型のプレート境界
地震があげられる。両地震は、震源位置、再現期間、地震規模
などの点で、地域へ及ぼす影響も大きく異なる。さて、日本に
は文化庁が指定した重要伝統的建造物群保存地区（以下、重伝

建地区）が存在している。2012 年 7 月現在で、98 地区が指定
されている 1)。図 2に代表 5地域の重伝建地区における地震ハ
ザードカーブ（経過年 30年間における工学的基盤上の最大速度
と超過確率の関係）を示す 2)。同一超過確率に対する最大速度が
高い程、危険度が高いことを意味している。図 2 より、南海ト
ラフに近い吉良川町や湯浅町で大きく、日本海へ近づくにつれ
て大きく地震ハザードが低下している。これは、南海トラフに
おける巨大地震(プレート境界地震)の発生が切迫している事に
起因している。しかし、前回の南海トラフの巨大地震である
1944年東南海地震と 1946年南海地震の前後には、1927年北丹
後地震、1943 年鳥取地震、1948 年福井地震など、内陸地殻内
地震による地震被害が多発している。内陸地殻内地震は、地震
発生間隔が長いために地震ハザードにはほとんど反映されない。
内陸地殻内地震のマグニチュードはプレート境界地震に比べて
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図 1 兵庫県南部地震以降の被害地震 



図 4  重伝建 98地区における地表面の最大速度 
(円の半径)と最大クラスの津波高さ 

小さいものの、都市直下で発生するために人的被害や経済被害
は決して無視できるものではなく、発生が懸念される。 

また、地震によって引き起こされる主な被害も、津波、震動、
火災、液状化など、地域によって異なる（表 1）。それぞれの被
害によって、対策の困難さが異なり、とるべき地震対策も異な
る。例えば、重伝建 98 地区はその歴史的な成り立ちなどから、
表 2 の様に分類できる。同表には、南海トラフの地震で津波被
害の可能性がある地域と周辺に地滑り地形を有する地域の数を
示している。山村集落などでは地滑りの危険性があるが、太平
洋側の港町などでは津波の危険性に加えて、急峻な地形に起因
して地滑りの危険性が高くなっている場合が少なくない。 

重伝建 98地区の地震危険度について、工学的基盤上と地表面
の最大速度（経過年数 30年、超過確率 3%）の関係を図 3(a)に
示す。98地区で想定される最大速度と速度増幅率（地区の揺れ
やすさ）には大幅な開きがあることが分かる。また、図 3(b)に
最大速度と南海トラフの地震の津波高 3)の関係を示すとともに、
図 4には、重伝建 98地区における地表面における最大速度（経
過年数 30年、超過確率 3%）を円の直径の大きさで、最大クラ
スの津波高さを色で区別して地震危険度を示している。両図よ
り、南海トラフに近い重伝建地区ほど、想定最大速度（揺れ）
が強いとともに、津波高も高い事が分かる。即ち、太平洋沿岸
の地域では、強い揺れとともに、津波に対しても備える必要が
ある。さらに、強い揺れに伴って生ずる液状化や地滑りなどの
複合災害にも備える必要があろう。 

一方、地震対策の費用対効果を確率論的に検討する場合、プ
レート境界地震のような再現期間の比較的短い、発生確率の高
い地震動の影響が支配的となる。逆に、内陸地殻内地震のよう
に発生確率は低いものの、震源近傍では極めて強いパルス性地
震動が想定される場合には確率論的手法ではその影響度を十分
に評価できない。つまり、大都市では、超高層建物の倒壊など
も含む甚大な被害が発生する可能性を否定できず、発生確率が
小さいといえども、そのインパクトを考慮すれば、通常の構造
設計では考慮されていない想定外の事態に備えて人命や社会的
な影響度も考慮した対策が必要となる。 
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図 2 代表 5重伝建地区の地震ハザードカーブ 
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図 3  重伝建 98地区の想定地震動と津波高 
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表 1 地震被害と被災危険度の高い地域 

分類 種類 例 地域数
南海
トラフ
津波

地滑り
地形

在郷町など 在郷町、農村集落 室戸市吉良川町 7 1 1

寺内町など 寺内町、寺町、門前町、社家町、里坊群 橿原市今井町、京都市産寧坂 7 0 1

宿場町など 宿場町 、宿場・養蚕町 塩尻市奈良井、亀山市関宿 7 0 3

商家町・茶屋町 商家町、茶屋町 京都市祇園新橋、美馬市脇町南町 23 1 2

製造業の町 製織町、漆工町、醸造町、製塩町、製蝋町、製磁町 湯浅町湯浅、塩尻市木曽平沢 8 2 2

武家町など 武家町、城下町 日南市飫肥 14 2 1

港町など 港町、漁村、船主集落、島の農村集落 伊根町伊根浦、輪島市黒島地区 17 4 5

山村集落など 山村集落、山村・養蚕集落、山村・講中宿、鉱山町 南丹市美山町北、白川村荻町 15 0 9

98 10 24計

表 2 重要伝統的建造物群保存地区の分類 



 

2.2 建築物 

 建築物にも地域性が存在している。特に、大都市と地方
都市では建物規模や密集度が異なり、地震動特性が同じで
も被害傾向が全く異なる。特に、伝統木造建物の場合には、
地域の歴史・住文化や気候風土の違いに応じて、構造的特
徴が異なり、耐震性や耐久性にも差がある 4-8)。図 5 には、
図 2 に示した地震ハザードカーブ算定地点の伝統木造住宅
を示す。外観からも分かるように、伝統木造住宅の外壁・
屋根・建物高さなどの構造・構法や、住宅相互の密集度や
立地環境（住宅密集地か過疎地域、山村か漁村か都市かな
ど）も異なっている事が分かる。その結果、例えば、構法
の違いによって、地域の伝統木造住宅は耐力（降伏ベース
シア係数）に差が生じている（図 6参照）。 

一方、地震発生の切迫度や想定地震動強さによって、必
ずしも耐震補強の促進だけが有効な地震対策ではなく、適
切な維持管理や地震後の備えを事前の耐震補強よりも優先
すべき地域がある 9)。 

また、内陸地殻内地震の震源近傍で生ずるパルス性地震
動は、マグニチュードや震源の破壊課程の違いにより、予
測される地震動の特性（パルス周期 Tp）には一定の幅が予
測される。図 7 には、地域の既存木造住宅の降伏ベースシ
ア係数(耐力)の平均値μCy をパラメータとして描いた被害率
曲線を示す 10)。パルス周期 Tpによっては、耐力上昇を行っ
ても建物被害低減を期待できない場合があり、注意を要す
る。一方、ダンパー設置も、長周期地震動に対しては応答
低減に有効であるが、パルス性地震動に対しては、ダンパ
ーが振動エネルギーを吸収するよりも早く建物変形が進展
ししまうため、その効果は極めて限定的となる。このよう
に、地域で想定される地震動の特性によって地震対策の方
向性が異なり、適切なデザインを行う必要がある。 

 
 

3. 地震対策の TPOデザイン 

3.1 時間的デザイン(Time-oriented design) 

地震対策は、地震発生に対して事前、直後、事後(復旧・復興)

のどの時点に行うかによって、必要な投資と効果が異なる。事
前対策は、直後や事後の対策に対する負担を軽減することが可
能であり、対策時期としては最も効果的ではあるが、結果的に
無駄な投資となる場合もある。例えば、図 8 にはベースシア係
数Cyの既存木造住宅に対して耐震補強を行った場合の総被害低
減期待値RPCを示す 11)。RPC>0の場合に総費用低減を行う事
が可能となる。南海トラフに近く地震危険度の高い吉良川町や
伊勢では殆どの住宅で総費用低減を行う事が可能となるが、地
震危険度が比較的低い京都で総費用低減が期待できるのは、降
伏ベースシア係数が小さく、今後の使用期間が十分に長い場合
に限られる。すなわち、地域特性を考慮した事前対策への投資
最適化が必要となる。 

一方、地震対策を、短期的、中期的、長期的な対策に切り分
け、地震発生の切迫度や再現期間との関係から優先度とあるべ
き方向性を考慮してデザインする必要がある。さらに、地震対
策も一度実施したらそれで十分というわけでない。災害脆弱度
を常にモニタリングして、適宜、対策を見直す必要がある。 
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図 5  代表 5重伝建地区の位置と伝統木造住宅 

図 7  パルス性地震動のパルス周期 Tpによる木造住宅の被害率の違い(μCy:木造住宅の耐力の平均値) 
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3.2 場所的デザイン(Place-oriented design) 

前述のように、地域によって災害危険度が異なる。大都
市においては、建物高層化と密集化だけでなく、人・情報・
経済等の集中の反面、コミュニティ力などの低下により、
未経験の新たな災害危険度の高まりと国内外への波及被害
が懸念される。その一方で、地方においては、過疎・高齢
化と地域経済の低迷など、日常的課題によって災害抑止へ
の投資が困難であるだけでなく、地震被害によって日常的
課題が深刻化して地域の存続が脅かされる可能性がある。
地域の将来構想・計画の枠組みの中で、非常事態へのデザ
インを考える必要がある。 

3.3 場合的デザイン(Occasion-oriented design) 

想定される地震被害の種類や程度、地震対策の難易度に
よって必要とされる地震対策が異なる。例えば、東日本大
震災で多く見られた液状化や天井落下などの被害が生じた
建物の構造的損傷度は大きく無い場合が多い。被害低減の
ための対策実施は困難でないものの、未対策の建物が被災
する可能性は極めて高い。プレート境界型の地震に対して
は、広範囲で多数の建物に対して対策の実施が必要な脆弱
性の高い建物の効率的選択と対策の確実な実施が鍵となる。
逆に、内陸地殻内地震に対しては、予想される建物の構造
的損傷度が大きい場合が多く、液状化や天井落下に対する
対策よりも、まずは構造的被害を最小限にとどめる耐震補
強が望まれる。 

これに対して、津波や断層ずれの危険性が高い場合には、
木造住宅の損傷を軽微にとどめることは容易でない。むし
ろ、震動被害に対しては、死亡・負傷や倒壊による道路閉
塞に至らず、緊急避難に支障が無い程度の被害にとどまれ
ば良い。しかし、例えば津波被害の危険性が高く、過疎高
齢化や経済低迷などの問題が深刻な地域については、多数
の人命と地域存続の危機にさらされる地域に生活空間を持
続しつづけることの是非を問うべきかもしれない。例えば、
図 9に重伝建 5地区の 2005年から 30年間の人口推計結果
を示す 12)。2005年に対する人口割合（人口減少）を図 9(a)

に、老年（65歳以上の）比率を図 9(b)に示す。2005年に対
する 2035年の人口割合は、京都市で約 90%であるのに対し
て、京都府伊根町で約 50%、高知県室戸市（吉良川町）で
約 40%と大幅な人口減少が予測されており、さらに伊根町
や室戸市の老年比率は約 50%に達し、過疎・高齢化の進展
が予想される。しかも、前述のように、室戸市では極めて
強い地震動と高い津波が予想され、甚大な物的・人的被害
が懸念される。 

一方、兵庫県南部地震では、古い木造住宅の倒壊によっ
て多くの人命が失われた。しかし、全ての古い木造住宅の
耐震性が低いわけではなく、新しくても時間が経てば生物
劣化により耐震性が低下する可能性がある 11)。そして、住
宅の地震対策は耐震補強だけでなくソフトな対策も含めて
いろいろな方法があり、それを適切に選択する必要がある。
耐震補強を行うよりも、新築時に耐震性と耐久性の高い住
宅を建てる方が効果的な場合がある。また、大きな損傷さ
え被らなければ、耐震補強を実施しないで地震による損失
をカバーするような保険への加入や、地震後の生活再建を
容易にする貯蓄も立派な地震対策である。地震対策をレシ
ピ化し、適切な対策が選定可能なようにデザインする必要
がある。 

6. 結   言 

本論文では、地域特性を踏まえて、時間、場所、場合を十分
に考慮して地震対策をデザインすることの必要性について論じ
た。 
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図 9  重伝建 5地区の人口変化 
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