
1.シンポジウム報告

2012年3月1日（木）～2日（金）の2日間にわたり建築会館で開

催された日本建築学会主催のシンポジウム「東日本大震災

からの教訓、これからの新しい国つくり」について報告する。

1. 開会挨拶

和田章（日本建築学会会長／東京工業大学名誉教授）がシン

ポジウムの開催にあたり開会の挨拶を述べた。2012年3

月11日で東日本大震災から1年が経とうとしている。被災

された方 、々家を失った方々等においては大きな問題が

のし掛かっており、今後同じ災害が繰り返されないように

することがまちづくりの重要な課題である。本シンポジウ

ムの初日は、日本建築学会の活動報告および招待講演

が行われ、2日目は一般講演がある。2日間のシンポジウ

ムで有益な討論をお願いしたい。

2. 東日本大震災から一年

セッション2では2件の講演があった。

　「2.1　東日本大震災から一年　新しい国づくり　東

北からのメッセージ」と題して、田中礼治（東北支部長／東

北工業大学客員教授）の講演が行われた。東日本大震災か

らの新しい国づくりのために多くの教訓を得たが、田中氏

は次の3項目を東北からのメッセージとして発信すること

を示した。①努力は必ず報われる、②津波と闘える建築

物、③経済効率の追求と災害のヒエラルキー。そして、ま

ちづくりのために、日本建築学会の今後の方向性、研究

活動等についての役割を示した。

　「2.2　地震動と建物被害から見た東日本大震災の教

訓─都市・建築の総合的地震対策のために─」と題し

て、源栄正人（東北大学教授）の講演が行われた。地震動

による被害も甚大であったことからこの点に焦点を当て、

今後の都市・建築の総合的な地震対策に向け東日本大

震災の教訓に関する幾つかの知見を報告した。

3. 日本建築学会の活動報告

セッション3では5件の講演があった。

　「3.1　東日本大震災調査復興支援本部の活動」と題

して、新宮清志（日本建築学会副会長／日本大学教授）の講

演が行われた。日本建築学会のなかに地震発生直後に

大震災調査復興支援本部が立ち上げられ、現在に至る

までの日本建築学会および同本部の動きと被災地への

調査団派遣について報告した。

　「3.2　日本建築学会災害委員会の活動概要」と題し

て、平石久廣（明治大学教授）と腰原幹雄（東京大学教授）の

講演が行われ、大震災調査復興支援本部の中心的な

役割を果たした災害委員会の活動内容について報告し

た。災害委員会では、東北、関東、北陸、東海の各支部に

初動調査を依頼するとともに、地震発生直後から被災情

報収集、情報発信等の情報支援を行った。また、災害調

査ガイドラインに基づき学会調査団派遣の要請を行い、

282調査団、調査員の延べ人数は2,500人を超えた。こ

れらに基づき、被害調査報告書を出版し全国9カ所で

報告会を開いた。

　「3.3　第一次提言 建築の原点に立ち返る─暮らしの

場の再生と革新─東日本大震災に鑑みて」と題して、佐

土原聡（横浜国立大学教授）と中島正愛（京都大学教授）の

講演が行われた。そのなかで2011年10月号の『建築雑

誌』で公表した第一次提言について報告し、さらに第一

次提言後の取組み・活動状況についての報告を行い、

2013年3月に第二次提言をまとめる予定でいること等に

ついて報告した。

　「3.4　復旧復興活動─東日本大震災復旧復興支援

部会の活動（2011.09.11～ 2012.03.11）」と題して、布野修

司（日本建築学会副会長／滋賀県立大学教授）の講演が行わ

れ、日本建築学会東日本大震災復旧・復興支援部会の

活動を中心に報告した。この部会では、Ⓐ復興支援プ
ラットフォーム構築、Ⓑ地域社会主体の復興まちづくり拠
点形成、Ⓒ復興計画提言・連携・情報発信推進、Ⓓ復興
関連情報収集・調査記録、の四つをミッションとしてお

り、災害から半年間の活動報告は、日本建築学会大会の

研究協議会で報告、また2011年10月号の『建築雑誌』

に公表されている。

　「3.5　非構造材の落下事故防止及び解消に関する

特別調査委員会 中間報告─硬く・強く・重く から 軽く・

柔らかく へ─」と題して、川口健一（東京大学教授）の講演

が行われ、天井材落下被害の調査・報告を行った。そし

て、人命保護を最優先に、①安全性評価法、②既存物

「東日本大震災からの教訓、これからの新しい国つくり」報告シンポジウム

建築雑誌｜vol.127 No.1633｜2012年6月号050 シンポジウム報告



件の改修方法、③新築物件の設計方法、④落下被害発

生後の復旧方法、⑤機能保全のための方法、⑥課題、に

ついて検討を開始している。

4. 招待講演

セッション4では5件の講演があった。

　「4.1　社会安全に向けた土木学会の取り組み」と題

して、山本卓朗（土木学会会長／鉄建建設特別顧問）の講演

が行われた。土木学会では、震災直後から東日本大震災

特別委員会を設置し、調査団の派遣、速報会の開催、他

学会との連携による緊急提言等を行ってきた。そして、大

震災に向けて個々の施設の安全性もさることながら、地

域社会全体の安全システムの再構築の重要性について

も講演を行った。

　「4.2　東北地方太平洋沖地震─巨大津波の予測─」

と題して、島崎邦彦（東京大学名誉教授）の講演が行われ、

過去に発生した津波地震の発生状況およびそれの被

害状況等について報告した。現在まで津波地震の長期

予測と被害予測が導かれているが、確度の高い予測は

難しい。

　「4.3　時代を変えた震災復興とそれを支えた人 」々と

題して、武村雅之（小堀鐸二研究所副所長）の講演が行わ

れ、関東大震災後の東京の復興に精力的に取り組んだ

産・官・学のそれぞれの代表的な3人（澁澤栄一、後藤新

平、今村明恒）の功績を紹介した。関東大震災後の復興に

よって近代都市東京が誕生した。

　「4.4　建築研究所の活動報告」と題して、伊藤弘（建

築研究所理事）の講演が行われた。建築研究所は震災当

日には地震災害対策本部を立ち上げ、翌日から被災地

での地震動、津波および火災による建築物等の被害調

査を開始し、その調査研究結果をホームページ、報告書、

報告会のかたちで公表してきた。また、従来から地震や

津波に対する建築物の安全性や被害の軽減に関する研

究に継続して取り組んでいる。

　「4.5　津波の怖さと人々の活動」と題して、今村文彦
（東北大学教授）の講演が行われ、沿岸域の浸水痕跡調

査結果を報告するとともに、アニメーションにより津波の

伝播の様子を示した。また津波被害の特徴、過去の津

波災害、復興に向けての多重防御等について報告した。
記録：近藤典夫／日本大学

5. 行政の活動

「5.1　津波被災市街地の復興まちづくり」では、望月明

彦（国土交通省都市局市街地整備課長）より、津波被災市街

地の復興に向けた地方公共団体の取組みへの支援を目

的とした津波被災市街地復興手法検討調査、復興の推

進を図る諸制度と今後の課題が紹介された。津波被害

の傾向として、浸水深2m以下では建物が全壊となる割

シンポジウムポスター
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6. 自治体の活動と復興計画

「6.1　大船渡市の活動と復興計画」では、戸田公明（大

船渡市長）より、大船渡市は全人口の約1%が亡くなり、

全世帯の約20%の建物が全壊・大規模半壊したため、

復興計画は「津波が来ても人は死なない、家は流されな

い」ことを原則に、浸水シミュレーションを反映した土地

利用方針、震災以前の課題である地域経済低迷と高齢

化社会への対応が柱であることが紹介された。計画実

施段階の主な課題は、事業全体の進捗状況の把握と管

理、防災集団移転促進事業と移転跡地利用のための合

意形成、震災以前の課題への対応であり、目標の実現の

ためには気仙広域環境未来都市構想に基づくまちづく

りが必要で、地産地消型エネルギー型社会の実現、連

結型コンパクトシティの創設、大規模定置型リチウムイオ

ン電池工場の誘致等が紹介された。

　「6.2　名取市の復興計画づくりに参加して」では、大

村虔一（名取市新たな未来会議議長）より、民間の立場で市

の復興計画策定に携わった経験から、復興を推進する

うえでの住民の合意形成の難しさが紹介された。特に、

歴史の継承という観点等から現地での再建を望む閖上

地区と、津波に襲われることが確実な地区での生活を不

安視し、防災集団移転を望む一部集落や子育て世代と

の間で対立が生まれ、土地に対してアイデンティティを強

く感じる住民とそうでない住民の合意形成の難しさ等が

紹介された。また、復興のための施策の量は膨大であり、

その具体的な連携方法等、今後も難しい課題を抱えて

いることが指摘された。

　「6.3　福島県の活動と復興計画」では、鈴木浩（福島

県復興ビジョン検討委員会座長）より、県や国が被災地や被

災者にどう寄り添うかという観点から、福島県と浪江町

の復興計画が紹介された。福島県の復興ビジョンの特

徴は、脱原発を前提に長期化する復興への緊急的対応
（応急的復旧、生活再建支援、市町村の復興支援）であり、浪江

町の復興計画では、故郷を離れて生活を復興する支援

策や短い期間で策定する必要性が指摘された。災害復

興の効果的な推進のためには、ボトムアップによるコミュ

ニティベースの復興と、トップダウンによる政府の災害に

対する姿勢や対応が機動的に協調する必要があり、そ

のための仕組みを総合的に考えることの重要性が、今回

合は大幅に低下し、平均死亡率はリアス式海岸主体の

石巻市牡鹿半島以北が高く、同一浸水深では平野部主

体の石巻市平野部以南が高いこと等が報告された。各

市町村における復興計画のマスタープランはほぼ策定さ

れ、リアス式海岸部と平野部での被災類型に応じた復

興計画であることが、具体的な事例とともに紹介された。

復興の推進を図るための諸制度は整備されたが、復興

事業の実施段階では、人的支援等市町村の業務の軽

減化を図る必要性が指摘された。

　「5.2　住宅行政における対応」では、井上勝徳（国土交

通省住宅局建築指導課長）より、東日本大震災における建

築・住宅行政の対応状況が報告された。住宅分野では

被災者用住宅として約13万戸の支援ができたが、民間

賃貸住宅の活用の仕組み等が決まらず対応が遅れたこ

とが反省点である。建築分野では応急危険度判定を行

い、被害のあった約10万棟のうち危険および要注意判

定の建物は3万5千棟で被害率は大きかった。建築行政

の対応では、津波避難ビル等の暫定指針の具体化や天

井落下対策として一部法令の基準化、長周期地震対策

として連動型地震の想定や液状化対策として性能表示

の仕組みの導入、エスカレーターの落下防止対策を検討

したこと、平成23年度第3次補正予算で運用されるエコ

ポイントによる耐震改修や復興地域での確認申請業務

に対する民間機関への補助等が紹介された。

　「5.3　文化財の被害とその対応」では、村田健一（文化

庁文化財部参事官）より、文化財建造物の被害状況と復旧

支援が紹介された。短周期地震動による組積造等への

被害が特徴的で、津波の被害は登録有形文化財で顕著

だった。特に岩手県と茨城県で6～ 7割が被災し、漂流

物が原因で破壊されたケースも多かった。また、海に近

い国宝の瑞巌寺等は被害がなく、先人たちが津波に対し

て強い場所に建てた可能性や、石岡第一発電所施設（水

槽）が地震被害により重文指定が解除された最初の例と

なったことが紹介された。重要伝統的建造物群保存地

区は、特に茨城県桜川市真壁と千葉県香取市佐原で、

約6割の建築物の屋根や土壁等に被害があった。被災

文化財の復興に向けた文化庁の取組みとして、日本建築

学会と連携協力して調査を行う文化財ドクター事業等が

紹介された。
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の震災の復興過程で浮き彫りになった課題であることが

紹介された。
記録：井田敦之／早稲田大学

7. 各分野からの調査・研究報告

最初に、司会の布野修司（前掲）によりセッション7の説明

が示された。

　「7.1　東日本大震災における鉄筋コンクリート建物の

被害」では、壁谷澤寿海（東京大学教授）より、統計的な観

点で収集された鉄筋コンクリート建物の被害に関して説

明がなされた。K-NETで大きな加速度を記録した地点

でも、建物の被害があまり大きくないことや、実被害と解

析結果が整合しない例も見られた。今後は、建物の被害

をより適切に評価できるよう、詳細な検討をすべきという

提言がなされた。

　「7.2　地盤の被害と建物の損傷」では、時松孝次（東

京工業大学教授）より、地盤の被害と同被害に伴う建物の

損傷に関しての詳細な調査、なかでも、都内近郊におい

て大きな被害が見られた浦安市内等の現地調査につい

ての報告がなされた。建築学会が推進している液状化

対策が有効とみられる被害が多く見られ、既往の液状化

予測手法による被害の再現性もおおむね有用であった

が、被害に関してより詳細な検討が必要であることが示

された。

　「7.3　極めて稀に発生するハザードへの対応」では、

高田毅士（東京大学教授［神田順東京大学教授の代理］）より、

地震により生じるリスクに関する概要が示された。リスク

が生じる要因は大きく五つに分類され、特に科学的根拠

の欠如や危険性に対する無知といった、いわゆる安全神

話に依拠した思考停止状態による要因が最も深刻であ

るという分析がなされた。今回の震災では、社会基盤の

多機能化および相互依存性により、リスクを生じる要因

が複合的となり、多大な損害が発生したため、地震発生

時の防災に社会基盤の多機能化が必ずしも貢献すると

は限らないということが示された。

　「7.4　三陸漁村の津波被災と減災・復興の課題」で

は、重村力（神奈川大学教授）より、阪神・淡路大震災では、

被災後の地域社会が多様に操作され、変容し、人々の

コミュニティを崩壊させたという説明がなされた。今回の

震災でこのような状況とならないためにはリジリエントシ

ティの形成を目指すことがひとつの解決法になると提言

された。また、ソフト面では避難計画、津波教育が、ハー

ド面では防潮堤、避難路が有効に機能した漁村と、機能

不全を生じた漁村の調査結果について報告がなされた。

　「7.5　地域文脈の継承に向けたガイドラインの提言」

では、木多道宏（大阪大学准教授）より、地域文脈という概

念を通し、被災地の状況をどのように後世に伝えていく

べきかという視点から、地域および都市計画についての

提言がなされた。具体的には、被災地をテーマとした卒

業設計作品の紹介なども示されたが、抽象的な提言とな

り、提言が被災者のためにならないのではないかという

疑問も呈された。

　「7.6　仮設住宅での暮らしの支援からコミュニティの

復興へ」では、大月敏雄（東京大学准教授）より、仮設住宅

の建設に携わった活動に関して報告がなされた。かつ

て、吉原の大火の際に日本最初の被災者支援施設が建

設され、衣食住に加え、職業訓練学校のような機能も付

講演風景
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調査し、人々に周知することが肝要だということが示され

た。具体的には、海外での取組みとして、電力使用量を確

認できるスマートメーターや、太陽発電により施設の電

力すべてを賄うゼロエネルギービルの実現例等の紹介

が示された。

　「7.9　津波火災による被害─市街地での延焼・消火、

津波火災からの避難の実態─」では、北後明彦（神戸大

学教授）より、津波により壊滅した家屋等より発生した木

材や、漂流する自動車等が火災の延焼拡大を助長したと

いう分析がなされた。このような延焼拡大を助長する要

因は、津波発生時における避難施設にも火災を生じさせ

る可能性があり、火災からの安全域や消火手段を詳細

に検討する必要があることが示された。

8. まとめ

最後に、新宮清志（前掲）により、七つのセッションにおけ

る講演題目のまとめが示された。
記録：松井良太／東京工業大学

加されており、被災により失職した者に対して手厚い支

援が行われていた。今日では、仮設住宅に関する法律の

内容が被災者の要望と適合しておらず、仮設住宅地には

住宅しか建設できないなど、修正すべき課題が数多く残

されているということが示された。

　「7.7　被災歴史的建造物の保存・継承をめぐって」で

は、大橋竜太（東京家政学院大学教授）より、阪神・淡路大

震災において文化財が多く失われたという教訓から登

録文化財制度が創設されたが、今回の震災では特に東

北での未登録文化財が多く、早急に調査する必要がある

ことが示された。文化財ドクター派遣事業を実施し、文化

財のデータベースを充実させたことが報告された。すべ

ての文化財の補修には多額の費用が掛かるため、他国に

倣い文化財に優先順位をつけて補修を進めていくこと

が肝要ではないかという提言がなされた。

　「7.8　これからの建築・地域・都市のエネルギーとラ

イフスタイル」では、田辺新一（早稲田大学教授）より、これ

からの社会では、エネルギー負荷を低減させつつ、かつ

クオリティの高い建築環境をつくり出していくことを目標

にすべきということが提言された。そのためには、エネル

ギー消費量を数字等により定量的に判断できる指標を

展示会風景
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2.画像・映像の展示会報告
の展示会報告

画像・動画から探る課題と対策

2012年3月1日（木）～ 4日（日）の4日間にわたり建築博

物館ギャラリー、建築会館ホールで開催された画像・映

像の展示会について報告する。

　展示会開催にあたり、東日本大震災に関して各方面で

記録された画像・動画から専門的・学術的に意味・価

値を引き出すことを趣旨にパネルおよび映像を募集した

ところ、各方面から10テーマのパネルと20テーマの映像

が提供され、充実した展示内容となった。

　パネル展示は主に震災時の状況と復旧・復興に関

する内容が多かった。震災時の状況に関しては、大震災

後に関東～東北各地で発生した火災を写真で紹介した

「3.11大震災後に発生した知られざる火災の実態（東京大

学・消防防災科学技術寄付講座）」や、津波避難ビル関連の

調査報告として、八木真爾ほか4名による「津波は縦穴

空間（昇降路・階段等）内を激しく上昇する─釜石─」「避

難場所での避難者密度の実際─気仙沼─」「津波は建

物にぶつかり大きく迫り上がる─南三陸・陸前高田─」

が寄せられた。また、会館ホール中庭側に展示された、高

さ約3m×長さ13mの「宮城県、岩手県の津波浸水範囲

図（国際航業）」は、3月11日以降に、岩手県久慈から福島

県南相馬までの地域を真下に撮影した航空写真として

来場者の関心も高かった。

　復旧に関する展示としては、応急仮設住宅の性能向上

を目的として、応急仮設住宅の居住環境に関する調査で

ある「応急仮設住宅の遮音性能に関する調査─岩手県

釜石市─（東京都立産業技術研究センター）」や仙台市等の

応急仮設住宅の居住者へのアンケート調査、室内環境に

関する実測調査報告である「応急仮設住宅における温

熱・空気環境に関する調査（日本建築学会東北支部・環境

工学部会）」が寄せられた。

　復興に関しては、東北大学・五十嵐太郎研究室より計

画系に関する出展として、被災した街や建物をさまざまな

方法で保存し、津波被害の記憶を後世へ継承させよう

とするプロジェクト案の「女川町津波跡地保存計画」や、

均質になりがちな仮設住宅地区を、将来にわたり記憶に

残る風景にしようと建設された「南相馬市　塔と壁画の

ある仮設集会所」が出展された。また、復興への自由な

アイデアや提案がみられた「子どもが元気に育つまちづ

くり　東日本大震災復興プラン提案競技「知恵と夢」の

支援─子どもたちからの復興への提案─（こども環境学

会）」や、自治体からは「宮城県震災復興計画─宮城・東

北・日本の絆　再生からさらなる発展へ（宮城県）」が寄

せられ、高台移転・職住分離・多重防護を前提に、水産

業の再構築と新しい農林業等を柱とした復興計画が展

示された他、専用メガネを使用すると首都圏の起伏が立

体的に見える「首都圏カラー立体図（国際航業）」等も提供

された。

　映像については、ダイジェスト版が壁面に投影され、オ

リジナル版はパソコンで自由に選択して視聴する形式で

「宮城県、岩手県の津波浸水範囲図」展示風景
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展示された。

　地震動や津波の解析に関する内容としては、実際に

全国の地震観測網で観測された東北地方太平洋沖地

震のデータを同時処理した「東北地方太平洋沖地震の

リアルタイム震度分布アニメーション（システムアンドデータ

リサーチ）」や、津波シミュレーションと沿岸部の建物の特

異被害の関係を分析した「津波伝搬（日本周辺、太平洋上）

や陸上への遡上等の数値シミュレーション（増田光一・居

駒知樹・相田康洋／日本大学）」の提供があった。

　地震発生当時の状況に関しては、国土交通省より、第

一波、第二波、第三波と続く津波の状況等がノーカット

で記録された「津波（釜石港・久慈港）」や地震直後の仙台

の道路交通状況に始まり、沿岸部を襲った津波と河川

の津波の遡上、仙台空港の水没状況から福島第一原発

の配管に甚大な被害が生じている様子までを写し取った

「国土交通省防災ヘリ「みちのく号」の映像」が寄せられ

た。東北地方以外からは、ホテルのセキュリティカメラに

とらえられた発震当時の什器の迷走やスタッフの冷静な

行動、客の避難誘導の様子等が綿密に記録された「ホ

テルメトロポリタンにおける発震直後のレストランの状況

と避難誘導、帰宅困難者のホテル宿泊状況（ホテルメトロ

ポリタン）」や、地震発生当時の病院手術室での出来事が

記録された「東北地方太平洋沖地震発生時における手

術中の状況（東京都内某病院）」が寄せられた。地震後に

三陸沿岸で起こった大規模火災に関する「宮城県気仙

沼市　気仙沼湾の津波火災・大槌町の津波火災・名取

市閖上地区の津波火災（北後明彦［神戸大学都市安全研究セン

ター］）」の各映像では、丹念な実証調査により場所や燃焼

物を特定した結果が動画としてまとめられており、紙媒体の

発表形式とは異なる方法の威力と将来性が感じられた。

　復旧期から復興期の諸活動に関する内容としては、ラ
「東北地方太平洋沖地震発生時における手術中の状況」は
解説付きで上映された

パネル展示風景

イフラインが途絶えたなかでどのようにして生活をしてき

たのかという観点から、共有することの大切さを映像と

パネルで表現した「2011.3.11　あの日のことを忘れない

ために（及川真一［日本赤十字・秋田短期大学介護福祉学科］）」

や、地元の人 と々各大学や市民が協力して東北地方各地

で番屋を建設した記録映像である「木のつながりが生

んだ震災復興プロジェクト（南三陸町志津川番屋・東松島市
浜市番屋・南三陸町歌津田ノ浦番屋・気仙沼市唐桑わかめ番屋・

気仙沼市唐桑番屋）（地元漁師・地元大工・宮城大学・東京理科

大学・滋賀県立大学・千葉大学・高知工科大学・横浜国立大学・

東北大学・社会人有志）」のほか、石巻市における被災前後

の状況を比較した「津波被害前後の3次元航空写真（石

巻市）（国際航業）」、地震動による吊設備機器の落下現象

に着目し、振動台による再現実験により、落下現象の原

因解明について報告した「東北地方太平洋沖地震にお

ける吊設備落下現象再現実験（NTTファシリティーズ、エヌ･

ティ･ティ都市開発）」が寄せられた。
記録：井田敦之／早稲田大学
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