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建築物と安全 
人間は自然の恩恵によって生かされると同時に自然からの災害も受ける。周囲の人たちより様々な恩恵

を受けると同時に人為的な災害を被ることもある。 
人を取り巻く環境には多種、多様な災害に覆われているといえる。そしてこれらは公衆に共通なものと、

個人によって異なるものもありさまざまである。この環境の中でわれわれは、襲い掛かる災害から身を

守り安全な人間としての営み—生命、身体、健康、財産、事業—を守っていかなければならない。 
そして安全に対する願望も、嘗ての「命だけ助かれば」から「出来る事なら同時に生活も、事業も、財

産も守りたい」に変化してきている。これは当然な願望である。 
 
                                                 
 
 
しかし、災害は多種多様であり、かつ時間予測が通常極めて困難であるため、完全な安全対策などはあ

り得ない。この世に「完全な安全」が求められないとなれば、われわれは、安全と危険の何処かで、ど

の程度までの危険を許容できるかという平衡する点、即ち許容限度を定め決断するしかない。 
建築物の場合でも、この決断は、建築主の使用目的、居住計画、事業計画、資金計画、価値観、建築技

術への理解度などによってみな異なり、全てに適用できる唯一の最適解というものはないものである。 
従って災害に対してどの程度まで許容できるかの許容限度を決めるのは建築主しかいない。第三者が、

貴方の建物の安全性はこの程度でよいでしょうとは言えない。まさに建築主が決断すべき主要事項であ

る。 
建築主は、建築の意図を設計者によく伝え、安全問題に関しても、建築構造技術者と事前に充分に検討

し、対策を練り、専門技術者との信頼関係の下に決断していかなければならないことであり、自己のリ

スク管理の問題として取り組むべきものである。 
ただし、この場合でも、建築基準法に定めのある最低の基準は守らなければならない。 
このように「建築物の安全」という問題は広範囲にわたる問題であり、一つの構造問題として扱える問

題ではなく、「生命の安全」だけでなく「生活の安全」という人間の活動を横断する広範囲な、一つの

価値観として扱うべき問題である。 
建築基準法でいう「構造の安全性」と行政の責任 
建築基準法では「建築物の安全性」についてはどのように定義し、取り扱っているのであろうか。 
基準法の第一条「目的」では、「この法律では、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基

準を定め、」として、守るべき最低の基準であることを冒頭に明記している。 
そして同法の「構造耐力」の第 20 条には、「…建築物は、政令で定める基準に従った構造計算によって

確かめられる安全性を有すること…」となっており、条文どおりにいけば、建築構造物の安全とは、政

令で定めた構造計算の規定に適合してさえいれば、所定の建築物の安全性はあるということになる。 
構造計算は建築物の安全性を確かめる有力な手段ではあるが、安全性を保障する充分な条件ではない、

一つの検証法に過ぎない。構造計算には各種の前提条件があり、また、モデル化の問題、入力地震動の

問題、地形の問題等種々の変動要因がありる。従って、国が定めた構造計算に合っていれば夫々の建物

には「建物の安全性」があるとは言い得ず、規定の構造計算には適合しているとしか言い得ないのでは

生命 生活 

生命 

事 業

財産 
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ないか。そしてその建物が、規定レベルの地震に遭遇したときに、その建築物は、倒壊は免れるのか、

大破はするのか、軽微な損傷に止まるのか、建築物の損傷の程度については何ら記述はない。 
然らば行政の責任はどうなるのか。行政の本来の職務は、法律を誠実に執行することにあり、法律に定

められた規制を国民に守らせることにある。法律に定められた事項は守ったが、その結果、地震で建物

が倒壊・大破したとしてもその責任を行政が負う義務はない。 
構造技術者の責務 
建築主が、自己の生命、居住、財産、事業の安全を守るためのリスク管理に対して、構造技術者は、建

築主に適切な情報を提供し、対費用効果も考慮した構法を提案し、建築主と信頼関係を築き協力して、

より信頼性の高い建築構造物を設計し、構築することが構造技術者の責務である。 
数ある構法の中から最適な構法を選択し、経済性にも優れ、より安全性の高いものを建築主に推薦、説

得することが出来ることが建築構造の専門技術者である。この構法は適法であると言うだけでは、専門

家とは言い難い。 
設計に際して建築主から、例えば、設定された地震動に対してこの建物は、倒壊は免れるのか,大破する

のか、軽微な損傷で済むのかと問われて分かりませんとは言えない、又、建築主から大破しては困るの

で、軽微な損傷程度に留めるためには、工事費はどの程度追加の必要があるのかと尋ねられたときに分

かりませんでは済まされないし、これでは世間一般には専門技術者としては通用しないのではないか。 
しかし確かに、建築物の災害は、各種の自然災害があり、人為的な災害も加わり多種多様であり、しか

も時間的にも予想が難しい条件の下にあり、その上下記するような不確実性の要因が多く存在するとい

う問題もある。 
1. モデル化の仮定 
2. 入力地震動の変動幅 
3. 構造計算の不確実性 
4. 材料強度の変動幅 
5. 施工品質の格差 

したがって、断定的な結論を出す事は中々難しい問題でもある。 
現に、米国危機管理庁（FEMA）の｛鐵骨構造耐震設計規準｝では、これらの変動要素を一つの絶対値

で決め付けることは出来ないので、夫々の変動要素が確率的に正規分布をしているものとして或る変動

幅を想定し、要求性能と保有耐力の両者に夫々変動補正係数を乗じ、その補正された要求性能と保有耐

力とを比較し、どのような安全レベルにあるかを求め、そして所定の安全レベル（信頼性レベル）が得

られるまで各要素の設計するという方法をとる鉄骨構造の性能評価規準」を制定している。 
この方法も「建築構造の安全性」のレベルを把握する一つの方法であり、建築主の理解も得られる方法

であると思う。 
建築士法でも規定しているように「設計士は委託者に対し、設計の内容に関しては適切な説明を行うよ

う努めなければならない」という設計士の業務責務の基本が、今までは、地震問題は難しい、建築には

不確実要素が多すぎるといったことを隠れ蓑にし、余計なことを言って責任を被されても困ると言った

ことで、建築物の安全性問題が曖昧にされてきた傾向にあった。しかし今や、わが国でもこれでは相済

まなくなってきている。 
わが国の耐震構造技術なども、その進歩は著しいものがある。特に免震工法などの進歩発展は顕著なも

のがあり、そのための工事費の増加も５～10％程度で、より高い安全性が得られる時代になってきたと
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いえる。 
地震列島に住む住人にとっては大きな朗報であるともいえる。したがって、建築主の安全管理に対する

選択枝も大幅に増大してきた。今こそ構造の専門技術者が表に出て、その専門技術の真価を世に問い、

社会の福祉に貢献すべきときであると思う。 
米国の例であるが、建築主とコンサルタントとの信頼と協力によって、独自の耐震設計規準を制定し、 
ノースリッジ地震の際、地震被害を最小に、休業期間も１週間で工場を再開し、全米の構造技術者の間

で一躍有名になったロックウエル社の例を以下に紹介する。           
ロックウエル社の例 
1994 年のノースリッジ地震の際、震央から夫々2.5 マイルと７マイルしか離れてないロックウエル社の

デソト工場とカノーガ・パーク工場（現ロッキード社のロケットダイン工場）が、被災後１週間で工場

を再開・稼動したことにつき、米国の構造技術者に驚きと共に、高い評価と関心を集めた。 
ロックウエル社は独自の「合理的耐震性能設計規定」を 1991 年に制定した。 
カリフォルニアの、ハイテク企業が集中しているシリコンバレーには、２つの活断層 San Andreas と 
Hayward があり、1971 年の San Fernando 地震では、多くのハイテク企業が、建物の被害や、設備

の被害で、地震後３～６ヶ月間は工場が稼動できず、地震後２～３年で業界から脱落していった事実に

遭遇してきた。 
この教訓から、現行の建築コードは生命の安全を守ることに重点が置かれており、事業の継続性や、損

害のリスク管理には何等の配慮もないことを知った。 
企業を護るためには、現行建築コードでは不十分であり、独自に耐震性能規定を策定することを決意し

た。 
そして地質工学、構造技術、耐震構造に優れた業績をもつコンサルタント会社デームス＆ムアー社の熱

心な根気強い協力によって、ロックウエル社は独自の「合理的耐震性能設計規定」を制定した。 
この耐震設計の特徴をあげると、表１にも示すように、 

・ 建築物を重要度によって建築物を A,B.C,D の 4 ランクに分け、地震力も低、高、最大の 3 レベル

に分類する。 
・ この建築物の重要度の４ランク毎に耐震性能は異なり、３レベルの地震力にる構造要素、非構造

要素、設備の許容できる損傷の範囲、程度を具体的に定め、それに基づいて建築物の設計、耐震

補強を行う。 
・ この損傷の補修、補強に要する費用、時間、休業時間を予め検討し量的に把握して置く。 

この「合理的耐震性能設計規定」の基に、独自の耐震補強、耐震設計を行ったロックウエル社の 2 工場

が、実際に、ノースリッジ地震に遭遇してどのような被害を受けたかを全 13 棟の建物について詳細に

調査し、当初予測と、実際の被害とが詳細に対比された報告書が発表された。 
この全米構造技術者の注目を集めた、ロックウエル社の「合理的耐震性能設計規定」の紹介と、ノース

リッジ地震での被災報告はロックウエル社とデームス＆ムアー社の技術者による報告書が、「鉄構技術」 
の 1997 年 7 月号から 12 月号の 6 回に亘り掲載されているのでそれを参照されたい。 
しかし、予測値と実際被害の対比表は、建物被害、施設損失に分類されているが、建物被害は構造と非

構造要素に分離されていないので、その中で構造要素の被害はどの程度かは余り明確ではない、ただし、

報告者によれば、構造要素の被害は一般的に予測値より低目であり、非構造要素の比率が高かったよう

であり。大きな相違が生じた管理棟は側壁の PC 版の取付け方法に不備があり側壁の脱落が大きく影響
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したとも報じている。 
管制センター棟のような重要度 カテゴリーAの建物は他に比べて極めて軽微な損傷に留まっていおり

業務は一切中断されることはなかったと報告されている。 
又、ロックウエル社のロケットダイン部門の経営者達は、予め修復処理と工事費について知らされてい

たので速戦即決の指令が出されたとも報じている。 
このロックウエル社のロケットダイン工場のように、設計時点、或は補強工事時点で、災害時の損害部

分と、その損傷程度と損害額までを予測したことは画期的なことであり、又、この建物が大地震に遭遇

し、その損傷調査が詳細に実施され、その結果が、表２に見るように、予測と実際との対比において詳

細に報告されていることは誠に敬服すべき貴重な報告である。 
予測と実測との間に多少の食い違いがあったにしても、設計段階からの、予想される災害に対してここ

まで調査検討をしているこの事例は、今後の建築物の安全管理のあり方について画期的な方向性を与え

るものであると思う。 
あとがき 
社会の変化と共に、基本としてきた思想も変化していくことがある。例えば安全という価値観は、絶対

的なものではなく、視点と立場が変ればみな変化するものである。建築の世界でも今まで基本されてき

た思想も、時には根本的な論議を行うことが必要である。 
そんな意味で、今まで多くの論議が重ねられてきた問題ではあるが、「建築物の安全性」と「構造技術

者の責務」を今回は取り上げてみた、 
・ 建築物の安全性とは何か 
・ 建築物の安全性は誰が決めるのか 
・ 建築物の安全性にたいする行政の責任は 
・ 構造専門技術者の責務は 
・ 建築物の安全性と技術進歩 
・ 米国ロックウエル社の例 

といった角度から、常々考えていることを問題提起し、私見を述べさせて貰いました。 
誤解や偏見も多いことと思いますがご指摘頂ければ幸いです。 
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表１．ロックウエル社の耐震性能設計規定、 [建物性能目標]  

 

   地震強度レベル 
建物性能 
   カテゴリー 

 
低レベル地震 

（確率 50 年に 50%） 

 
高レベル地震 

（確率 50 年に 10%） 

 
最大レベル地震 

（確率 50 年に 2%） 
カテゴリーA 
重要度 最高レベル 
最優先施設：これらの

損失は部門の操業と基

幹的計画に多大な影響

を与える。或いはこれ

らの重大な損傷は政治

的にも、環境的にも大

変な結果をもたらす。 

 
構造体仕上面及び非

構造体への被害の

み。施設使用に支障

なし。環境面での被

害なし。建物から避

難する出口へのアク

セス障害なし。 

 
小規模な構造的・非構造

的被害。施設使用に支障

なし。環境面での被害な

し。建物から避難する出

口へのアクセス障害な

し。 

 
大規模被害なし。部分的な倒

壊なし。今後の倒壊の危険な

し。構造的・非構造的被害は

数日で修理可能。施設が一部

使用不能になってもよいが、

適切な措置をする必要があ

る。環境面での被害被害なし。 
建物から避難する出口へのア

クセス障害なし。 
 

カテゴリーB 
重要度 高レベル 
優先施設：これらの損

失は事業（営業）に大

きな影響を与える。被

災した場合，直ちに修

理又は交換が必要であ

る。間接的には政治的、

環境的に影響が及ぶ。 

 
A と同じ 

 
小規模な構造的・非構造

的被害。最小限の施設使

用不能は許される。環境

面での被害なし。建物か

ら避難する出口へのア

クセス障害なし。 

 
大規模な被害なし、部分的な

倒壊もない。今後に於ける倒

壊及び生命への危険なし。構

造的・非構造的被害は数週間

で修理可能。限定的施設使用

不能があってもよい。最小限

かつ修理可能な環境面での被

害可。全ての出口は使用でき 
、殆どの出口は避難アクセス

に障害なし。 
カテゴリーC 
重要度 低レベル 
優先度の低い施設：こ

れらの損失（営業）に

それほど大きな影響を

与えない。被災した場

合、修理、交換は必要

であるが、急がなくて

もよい。政治的、環境

的に影響はなく、生命

の危険もない。 

 
小規模な構造的・非

構造的被害。一部施

設の使用不能は許さ

れる。数日間で修理

可能。建物から避難

する出口へのアクセ

ス障害なし。 

 
小規模から中規模の構

造的・非構造的被害。一

部施設の使用不能は許

される。数日間で修理可

能。全ての出口は使用で

き、殆どの出口はアクセ

スに障害なし。 

 
部分的な倒壊なし、今後倒壊

の危険なし。構造的・非構造

的被害は数週間から数ヶ月で

修理可能。施設全体の使用不

能は許される。環境面での被

害は修復可能。建物から避難

する出口へのアクセスは一部

障害があっても使用可能。 

カテゴリーD 
重要度 極低レベル 
優先度最低の施設：こ

れらの損失は事業（営

業）に影響を与えない。 
被災した場合、修理、

交換はしてもしなくて

もよい。政治的、環境

的にも影響はなく生命

の危険もない。 

 
小規模な構造的・非

構造的被害。施設全

体の使用不能は許さ

れる、然し修理可能。 
全ての出口は使用で

き、殆どの出口はア

クセスに障害なし。 

  

（鉄構技術 1997 年７月号より）
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表２．性能評価比較と予想値との比較表（地域１） 
 

損 害 程 度 損 害 額（％） 弱  点 建物番号 

予 測 実 際 予 測＊ 実 際 予 測 実 際 

大 大 25～35 10 屋根、組積造床、床壁 組積造床、床壁 

大 大 20～5 55 屋根、筋かい 東側壁、接合部 

中～大 局部、中 11～19 1.9 屋根筋かい、非構造部 局部的、振動被害 

別 館 

事務所 

工 場 

B/001(計)   14～22％ 10％   

B/002 中～大 小 11～19 10 屋根筋かい、 壁 

B/003 無 無 1.3～1.8 0.2 無 軽い振動被害 

B/004 中～大 小 15～25 80 屋根、壁 屋根、壁 

B/009 無 局部 15～25 5.3 無 コーン-部柱梁 

B/037 中～大 小 20～30 6.8 屋根、中 2 階 壁亀裂 

B/038 中～大 小 15～25 4.8 屋根、筋かい 屋根、壁 

合 計   1６～24％ 15.9％  

                  ＊左側：高レベル地震、右側：最大レベル地震 

 
 
 
 
 
 
 

  

（鉄構技術 1997 年９月号より） 


