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序論 

 
 「地球環境問題」とは、将来的に人類存亡の危機を招く可能性が有るかもしれない地球

規模での環境の変化にどのように対処していくか、という問題です。将来の危機に対して

現在を生きるものが意識を高く持つことはなかなか難しく、また、その意識の共有も容易

ではありません。しかし、昨今の気候や生態系が半世紀前のそれとは少し変わってきてい

るのではないか、と感じている人は多く居られるのではないでしょうか。もし、そのよう

な環境の変化が人類の活動行為によってもたらされたものであるとするならば、それを改

善するための対策を講じることは、現在を生きるものの努めであると思います。特にもの

づくりに関わる者にとっては、次世代の人達に「なんというものを残してくれた！」と言

われることのないように。そして、そのためには次世代の人達に何を伝えるかを考える必

要があるでしょう 
 昨今の地球環境問題において特に重要視されているは、気候変動と資源・ゴミの問題で

しょう。資源・ゴミの問題は明らかに人類の活動行為によりもたらされたもので、過去に

おける乱獲・多量採取と廃棄により資源枯渇や生態系破壊の問題等が指摘され、現在では 
資源採取についてはそれなりの制限が行われ、資源の循環再利用への取り組みも多くなっ

てきています。さらに災害瓦礫もまた地球環境に影響を及ぼすゴミと捉えることができま

す。2011 年 3 月 11 日の東日本大震災における津波被害によって大量に発生した災害瓦礫

の処理に多くのエネルギーが必要となったこと、また、災害瓦礫等が太平洋を漂流し、海

上汚染や漂流物による生物移動があったことも報告されています。災害時に多量の瓦礫を

出さないこと、すなわち壊れにくい構造物を構築することも地球環境的には重要なことか

もしれません。そして、このことは災害に対して安全・安心な都市・地域の構築にもつな

がることです。 
一方、気候変動や温暖化については、人類の活動行為によりもたらされたか、人類の活

動行為以外の影響も関わっているかは専門家の意見も分かれるところです。IPCC（気候変

動に関する政府間パネル）は温室効果ガスの増加が気候変動をもたらし、それが 工業化以

降の人為的行為によってもたらされたとしています。そして、我国でも政策として温室効

果ガスである CO2 の削減目標を掲げており、そのための取り組みが行われています。  
約 100万年前から地球における気候は約 10万年周期で氷期と間氷期を繰り返していると

され、現在の人類が生活するここ１万年は間氷期と言われています。しかし、過去 1000 年

～2000 年間の地域ごとの平均気温には、以下の大きな特徴が有ると言われています。 
・19 世紀に至るまで一貫して地球の全ての地域で長期的な寒冷化が認められる。 
・20 世紀になると、南極を除く全ての地域で温暖化に転じている。 
前者は太陽活動や地球の軌道要素などにより地球が受け取る太陽エネルギーの変化によ

るものとされており、もしその傾向が続く場合には氷期に向けた気候に移行しつつあった

かもしれないのです。そのため、後者は産業革命以降に排出された温室効果ガスの影響と
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言われています。最近では、産業革命以降に排出された二酸化炭素の累積総量が世界の平

均気温上昇に関係するとの報告もあり、二酸化炭素の総排出を抑制することは勿論ですが、

抑制出来ても２度の温度上昇は受け容れざるを得ない状況としています。そして、そのよ

うな平均気温の上昇は、気候の変動をもたらし、より甚大な被害をもたらす可能性のある

台風や豪雨などを生じさせることは避けられないとも言われています。 
ただ、二酸化炭素排出は化石燃料の使用と関係し、それがエネルギーの消費と関連する

ため、二酸化炭素の排出削減を目指すことはエネルギーの効率的な有効利用や再生可能エ

ネルギーの活用にもつながることが期待できます。その意味で二酸化炭素の排出削減を 目
指す取り組みは、温室効果ガスの削減以外の意義も有るかと思っています。 
そのような状況下において、温暖化を抑制するための緩和策はもとより、より大きくな

る可能性のある外乱に対しての適応策についても、次の時代を担う建築構造技術者が取り

組んでいかなければならない課題であることは間違いないでしょう。 
そこで本地球環境構造小委員会では、近未来において前述のような地球環境に配慮し、

様々な災害要因に対しても安全で安心な持続的社会とするため、また、レジリエントな地

域や都市およびそれらの構成要素である建築を構築するため、建築構造分野や建築構造技

術者が果たすべき役割を検討してきました。そして、それらの役割を果たす上で建築構造

技術者は何を知り、意識し、探求し、創出し、事業化に向けた取り組みをしていかなけれ

ばならないかについて、構造技術者、特にこれからの時代を担う若い構造技術者やそれを

目指す学生達に、考える為のヒントを提供することを目的として関連する事柄をまとめま

した。具体的には、 
・2050 年の近未来における建築のあるべき姿 
・リスクコミュニケーションと安全・安心 
・持続的社会における都市実現のための建物の寿命マネジメント 
・資源有効利用・廃棄物削減につながる建物の寿命マネジメント 
・資源・エネルギーの有効活用、再生可能エネルギー利用へ新しい取り組み 
・炭素固定化に有効とされる木材の利用の意義や有効活用のための方向性 
・近年の気候変動に伴う災害やそれらへの防災対策 
・建物の環境性能や構造性能の評価を社会システムに導入することの意義やその方法 
・木質材料の利用による環境負荷低減を目指した事業化への取り組み事例 

などを紹介するとともに、そこでの構造技術者が果たすべき役割についてまとめました。 
本成果報告書が若手構造技術者に近未来社会に向かって 彼らが期待感を持って取り組

むべき方向を見出せるようなヒントを示す、あるいはそのきっかけを創ることができれば

幸いです。 
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1. 2050年の建築のあるべき姿 

1.1  建築と社会 

建築のあり方を考えるとき、社会の状況を無視することはできない。意識的であれ、無意識であれ、

建築物は社会の状況と密接に関連し、それを反映し出来上がっていると考えられる。少子高齢化、グロ

ーバル化、価値観の多様化などにより今後の社会の状況の変化が想定され、また、AI 技術を含めた ICT
の進歩などにより、様々な産業の構造が変わってゆくと思われる中で、2050 年の建築、建設業を予想し

語るのは難しい。ここでは、社会状況の変化の傾向を大まかに眺めながら、2050 年の建築のあるべき姿

を想像し、わが国の建築は、どのような方向を目指すべきかを、構造技術者の観点から述べる。  
 
1.1.1 建設分野の状況 

わが国は、戦後の復興から、経済成長を経て、経済大国へと発展を遂げてきた。80 年代後半にバブル

経済が崩壊した後、グローバル化の中で経済がやや弱体化し、景気の低迷が続く中で、新たな景気の上

昇を模索している状況と思われる。建設投資についても 1990 年台後半以降減少傾向が続き、2010 年度

の建設投資は、1992 年のピーク時の半分程度まで減少している 1)。また新設工事と維持修繕工事の割合

について見ると、修繕工事が工事全体に占める割合は、1990 年台前半の 15%から年々増加し、2012 年

で 30%程度となっている 2)。今後のわが国においては、人口減少・少子高齢化が予想され、建設投資は

さらに縮小に向かうと考えられている。また東南海地震、首都圏直下地震など、近い将来に発生が懸念

される大規模災害などを念頭に、2014 年には、国土強靭化基本計画が定められ、ソフト、ハードの両面

から、災害に対して強靭な社会にするための防災・減災の方策が検討され、その実現に向けて動き出し

た。そのような状況で、従来のスクラップアンドビルドから脱却し、将来の豊かな街づくりを進めるた

めのさまざまな取り組みが求められている。 
 

1.1.2 地球環境問題 

 わが国の急激な経済成長の中で顕著な形で表面化した公害問題に対しては、1967 年の公害対策基本法

を初めとする法規制により、対策を進め、改善を図ってきた。近年では、オゾン層破壊、地球温暖化、

酸性雨、砂漠化など、広域にわたり、また長期的に進行するような性格の環境問題が地球環境問題とし

て取り上げられるようになった。地球環境問題に対する関心・危機感が高まり、地球環境問題は建築分

野に限らず、どの分野においても避けられない問題となっている。日本においても、2000 年頃から企業

の CSR に対する意識の向上とも対応するように、建設業界においても ISO14000（環境マネジメントに

関する国際規格）の認証取得件数が増加し、地球環境問題が実務の中で意識されるようになってきた。

上述したわが国が直面している問題に対しては、さまざまな分野が知恵を出し合い、連携し、短期的・

局所的にではなく、社会全体として長期的に見たときの最適解を見出すことが重要である。たとえば CO2
排出抑制の問題についても、地球環境問題の観点のみでなく資源・エネルギー問題や、水・食糧問題な

どの観点も合わせて考えてゆく必要がある。 
 
1.1.3サステナブルな社会 

サステナブルとは、sustainable development すなわち、「持続可能な発展」という概念として現在で

は広く受け入れられている。1970 年代から資源枯渇、環境破壊が世界規模で顕在化するようになり、経

済成長と環境保護のどちらを優先するべきかという議論がなされるなか、その両者の両立が可能である

という考え方が 1980 年代に登場した。1987 年に国連の「環境と開発に関する世界委員会」で、「持続可
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能な発展」が取り上げられ、その概念に対する懐疑的な意見がありつつも、広く認識されるようになり

現在に至っている。2000 年代になると地球環境を持続可能とするためには、社会的な問題の解決が不可

欠であること考えらえるようになり、国連の MDGs（ミレニアム開発目標：2000 年）、さらに SDGs（持

続可能な開発目標：2015 年）も、人間社会の諸問題の解決を含めた目標となっており、サステナブルと

いう言葉がより広い意味で考えられている。建築分野においても、サステナブルな社会を目指すという

大きな方針のもと、建築各分野が、具体的な解決策の策定に取り組んでいる。後述するように、構造技

術者の立場で考えると、建物の長寿命化が、サステナブルな社会へ向けての有効な方策のひとつである

と考える 
 
1.1.4 安全とサステナブル 

豊かな社会を目指すという根本的な欲求を考えたとき、またサステナブルな社会であることを目指す

とき、自然災害に対し、社会が安全であることが求められる。例えば、地震により、建物が壊れ、瓦礫

として処分され、それに代わる建物が新たに建設されるという過程を考えると、建物の安全性は、省資

源、廃棄物といった地球環境問題にも関係する。建物には都市のハード、財産としての性質があり、自

然災害に対してそれを保全すること、すなわち財産保全も広い意味での建物に求められる安全性とみな

すこともできる。SDGs においても、掲げられている 17 の目標の一つに「持続可能な都市」があり、「包

括的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市および人間居住を実現する」とされている。災

害により、都市、建物、人身に被害が生じたとき、人々の生活や経済活動が継続できなくなる。構造分

野は、その性質上、自然災害に対する安全性にかかわる部分が多い分野であり、安全な社会に向けた取

り組みを意識的にすすめてゆく必要がある。 
 
1.2 地球環境問題と構造分野 

地球環境問題のうち気候変動対策としてのCO2排出削減については、特に1997年の京都議定書以降、

各分野で重点的な取組がおこなわれており、2015 年のパリ協定では、各国がそれぞれに定めた削減目標

を作成し、その目標を達成するための国内対策をとることが義務付けられ、CO2 排出削減をさらに今後

も継続することが合意された。地球環境問題には温暖化に代表される気候変動の問題以外にも、水系の

汚染、廃棄物、土壌汚染、資源の枯渇などさまざまな側面がある。ここでは地球環境問題と構造分野の

かかわりについて考える。 
 
1.2.1 CO2排出量から見た建設分野の環境負荷 

2005 年度において、建築物の新築・運用・改修に関わる二酸化炭素（CO2）排出量は、図 1.1 に示す

とおり、わが国の全 CO2 排出量の約 4 割を占めておりており 3)、低炭素社会づくりのために建築に関わ

る者の責任は重い 4)。別の研究者による報告 5)においても、1995 年度の国内の CO2 排出量のうち、建設

活動に関係する部分が約 4 割程度を占めており、その内訳は、「運用段階」がその半分以上を占め、「施

工時」と、資材を製造し施工現場まで運搬する「製造過程」と合わせた「建設段階」が残りの半分弱を

占めており 5)、同様の傾向が読み取れる。「運用段階」における CO2 排出に関しては、建築設備の分野に

よる機器の省エネルギー化・高効率化や、再生可能エネルギーの利用が、削減効果をもたらしている。

政府も、2014 年のエネルギー基本計画の中で、ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）に関する 2030 年まで

の方針を明らかにしている。構造分野においても、たとえば、コンクリートの製造段階における CO2 排

出量を削減する新技術などの研究開発が行われている。 
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図 1.1 日本の CO2排出量に占める建築関連の割合 3) （図は 4)から転載） 

 
1.2.2 環境負荷低減のための建物の長寿命化 

「建設段階」の CO2 排出量が多いことは、大量の資源を建築資材として用いていることを意味する。

また建物の除却時にはその建築資材が廃棄物となり、その処理が環境負荷となる。長寿命化により、建

物の供用期間が長くなれば、年間あたり量として見たときの CO2 排出量、使用する資源量、廃棄物量は

小さくなる。このことが建物長寿命化の意義であると考えられる。また建物除却時の建築部材のリユー

ス・リサイクルは、部材・材料レベルでの寿命を延ばしているともいえるため、広義での建物の長寿命

化と捉えることができる。また「建設段階」としては、新築工事だけでなく維持修繕工事も含まれ、前

で述べたとおり、その割合は年々増加している。一般に建物の構造躯体の改修には、付随して仕上げや

設備の工事が必要となることが多く、これが改修工事の資源・エネルギーの使用を増やすことになる。

長寿命化を念頭に置くとき、構造技術者は、建物新築時に躯体の耐久性を考えることや、改修計画、除

却方法についてあらかじめ考えておくことが求められる。 
 
1.2.3 建築物の物理的耐久性能と社会的寿命 

1990 年代頃から新築建物の設計時に、建物の計画共用期間という考え方が用いられるようになった。

たとえば鉄筋コンクリート建物については、JASS5 にコンクリートの耐久性についての規定（建築物の

計画供用期間とコンクリートの耐久性基準強度）が設けられた。また 2000 年の「住宅の品質確保の促進

に関する法律」では、躯体の耐久性を示す劣化対策等級の最も上位の 3 級では、3 世代（75～90 年）の

利用を想定した仕様が定められた。また 2009 年の「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」では、200
年を想定した仕様が示され、それに対する税制上や融資上のインセンティブの制度ともあわせて、長寿

命化への仕組みが整えられてきた。 
一方で実情として、わが国の建築物の寿命は、欧米に比べ短いといわれ、実際にさまざまな統計デー

タがそのことを示している。これは、戦後の復興期、および高度成長期において、質よりも供給量を優

先せざるを得なかった状況であったこと、高度経済成長期から現在にいたるまでの、快適性を求めた生

活様式の変化や、IT 化などによる産業構造の変化に、ハードとしての建物が追従できなくなったこと、

また、経済成長期にはスクラップアンドビルドの建設への投資が可能であり、またそのことが経済を活

性化させた面もあったこと、など、さまざまな要因が分析されている。これらの分析から、建物の寿命
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は、物理的な要因だけでなく、社会的な要因により決まることがあることがわかる。建物の建設・除却

は、建物所有者の意思により決定される。しかし建物は都市を構成する要素であり、社会的な性格も持

つ。建物の建設・除却については、まちづくりの計画や地球環境問題への対応という観点で、所有者が

社会的責任として社会とともに考え決定するというプロセスについても議論されるようになってきてい

る。 
 
1.2.4 サステナブルと構造安全性 

 サステナブル・ビルディングとは、たとえば「地域レベルおよび地球レベルでの生態系の収容力を維

持しうる範囲内で、①建築のライフサイクルを通しての省エネルギー・省資源・リサイクル・有害物質

の排出抑制を図り、②その地域での気候・伝統・文化および周辺環境と調和しつつ、③将来にわたって

人間の生活の質を適度に維持あるいは向上させていくことができる建築物である 6)。」と定義され、この

中には直接的な記述はないものの、前節までに述べた、建物の長寿命化と安全性の確保が求められるも

のと考えられる。このうち安全性については、建築基準法では、地震や風による外力の荷重効果を、確

率的な考え方を用いて定めている。耐震設計では、地震の発生確率の低い地域は、発生確率の高い地域

に比べ、設計用地震力が大きく設定されている。このような確率の考え方に基づけば、同じ地域であれ

ば、建物の計画共用期間の長い建物については、短い建物よりも、建物の供用期間（寿命）の中で、地

震に遭遇する確率が高くなるため、設計用地震動を大きくして設計する必要があることになる。つまり

長寿命な建築は、高い耐震性能が求められるべきであるという考え方もできる。建物の長寿命化を考え

る際は、耐久性のみならず、耐震性などの構造安全性についても改めて考える必要がある。 
 
1.3 まとめ  

災害に対する危機管理が十分であること、すなわち安全は、サステナブルな社会に必須な要素であり、

また、地球環境が破綻した状態が、人間にとって安全な状態ではないことを思えば、地球環境問題に配

慮し、サステナブルな社会を目指すという考え方は、安全の中に含まれるともいえる。「安全」と「サス

テナブル」は分けては考えられないものともいえる。2050 年、さらにその先の将来に向け、豊かになっ

てゆく生活に見合うだけの安全性をそなえ、サステナブルに配慮した建築が求められる。 
 
参考文献 

1) 国土交通省「建設投資見通し」2014 年 6 月 
2) 国土交通省「建設工事施工統計」 
3) 伊香賀俊治「建築物の LCA・LCC 手法の国・自治体・民間での活用状況」 

日本 LCA 学会誌 Vol.4 NO.1 pp19-26 2008 年 
4) 日本建築学会「建物の LCA 指針―温暖化・資源消費・廃棄物対策のための評価ツール―改訂版」 

2013 年  
5) 漆崎昇、酒井寛二「産業連関表を利用した建設業の環境負荷推定」日本建築学会計画系論文集  

第 549 号 2001 年 11 月 
6)「サステナブル・ビルディングに関する国内外の動向調査と提言」 

日本建築学会 地球環境委員会 サステナブル・ビルディング小委員会 2001 年 3 月 
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2. コミュニケーションと安全・安心 

近年、「安全」と「安心」を組み合わせ、「安全・安心な～」という表現が用いられるようになってき

た。「安全」が客観的・工学的な概念であるのに対し、「安心」は主観的、心理的な概念であり、市民が

求めるのが「安全」で、専門家が考えるのが「安全」であるという捉え方もできる。概念としては似て

いるが異なる部分が生じる場合もあり、極端な例ではあるが、「安全ではないが、安心はしている」「安

全なのに安心できない」ことも考えられる。これは「安全」の定義があいまいであることも一因である

が、専門家と市民の間で、安全に対する認識に乖離があることも、東日本大震災のあと特に指摘される

ようになってきた。人には、自分の都合の悪い情報を無視したり過小評価してしまう傾向（正常性バイ

アス）があるとも言われ、そのような傾向をふまえた上で、専門家と市民が「安全・安心」についてと

もに考えてゆく必要がある。 

堀井 1)によると「信頼できる人や組織に従うことや自らの安全を託すことにより安心が達成される」と

され、信頼できる人や組織の存在が重要であるとされる。さらに「社会的不安を解消するためには、行

政による規制、監視よりも社会的信頼メカ二ズムを機能させてゆくことが効率的である」とされる。防

災の分野においても、専門家と市民の間の信頼関係を醸成するためには、両者のコミュニケーションが

重要になると考える。 

 

2.1 建築物の耐震性能 

構造分野では、これまで自然災害ごとに、被害調査を行い、原因を究明し、設計技術・安全水準に反

映させ、現在にいたるまで経験的に安全性を向上させてきた。しかし 2011 年東日本大震災など近年の被

害地震でも「想定外」のことも起こりうることを実感させられる。「想定外」の事象が起こりうることを

考えると、「安全」とは「危険のまったくない状態（ゼロリスク）」ではなく、「危険性について正しい認

識を持っていること」と考えなくてはならない。これらについて、建物所有者・使用者に建物の安全性

を「説明する」事例を通して考えてみる。 
 
2.1.1 耐震性能マトリクス 

米国 SEAOC が 1995 年に「Vision2000―性能に基づいた建築物の耐震工学」で、性能明示型の耐震設

計法を提示している。その中で複数の設計用地震荷重レベルを確率的に表現し、それらの地震時に想定

される被害レベルを、建物性能レベル別にまとめた「耐震性能マトリクス」が示されている。ロマプリ

ータ地震（1989 年）、ノースリッジ地震（1994 年）において、経済被害、社会的なインパクトが非常に

大きかったこと、一般の人（建物所有者や建物使用者）と構造設計者の間に、安全性能（地震を受けた

建物に許容する被害に対する評価）に食い違いがあったことに基づき、建物の安全性能を、建物所有者、

利用者にわかりやすくすることを旨としている。   
日本においても兵庫県南部地震（1995 年）の後、同様の議論から性能明示の重要性が認識されるよう

になり、設計者が、設計の内容に応じた耐震性能マトリクスを作成し、それを用いて施主に建物の耐震

安全性を説明することが一般的になった。図 2.1 に日本構造技術者協会（JSCA）の性能マトリクス（性

能メニュー）を示す 2)。地震動レベルと建物被害レベルと建物グレードの関係を示したもので、上記の

Vision2000 の耐震マトリクスと同じ考え方である。初期の耐震性能マトリクスでは、地震被害として、

建物の躯体の損傷度合のみを説明することが一般的であったが、その後の被害地震において、建物の躯

体以外の非構造部材の損傷が、人的被害や建物機能喪失につながることが認識されるようになり、躯体

のみでなく、非構造部材や機能を含めた地震被害の説明がされるようになってきた。 
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1995 年から始まった建設省総合技術開発プロジェクト「新建築構造体系の開発」の目標水準分科会で

は、2000 年の建築基準法の性能規定化にむけ、性能水準の設定と性能評価の枠組みついて検討が行われ、

性能評価においては、応答値と限界値を比較することによる性能の検証を基本とし、構造骨組、建築部

材、設備・機器、什器、地盤を評価対象部位として、基本構造性能として使用性（機能性・居住性の確

保）、修復性（財産の保全）、安全性（人命の保全）を設定することが提案された。 

 
図 2.1 日本構造技術者協会（JSCA）の耐震メニュー 

 
2.1.2 住宅の性能表示制度 

2000 年に施行された「住宅の品質確保の促進などに関する法律（品確法）」は、住宅性能表示制度に

より、住宅に関する専門知識のない住宅取得者に対し、住宅の性能をわかりやすく明示することで、住

宅の性能をめぐるトラブルを極力回避することを主な目的としている。構造分野に関する性能として、

耐震性能、耐風性能、耐久性能があり、それぞれの性能に対し等級を定め、その等級に対応する設計上

の仕様が具体的に定められている。 

 
図 2.2 住宅性能評価 
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2.1.3 地震リスク評価 

1998 年に不動産証券化が日本にも導入された。不動産の証券化を行う際、建物の資産価値を判断する

ための資料として、エンジニアリングレポートと呼ばれる建物の諸性能を評価した報告書が用いられる。

その中の一項目として地震リスク評価の項目があり、PML（予想最大損失）と呼ばれる値が取り入れら

れている。PML その値の精度や評価手法のばらつきなどの問題を指摘されながらも、おそらくその使い

やすさ、わかりやすさゆえにこの分野では定着して用いられている。地震リスク（すなわち建物の耐震

性能）を金額に換算して評価するという考え方自体が、設計において、それまで用いられることがなか

った新しい考え方であった。安全性は、人命保全だけでなく、財産保全、生活・活動の継続なども含む

概念として捉えられるようになってきたといえる。 
 
2.1.4 BCP（Business Continuity Plan ） 

2004 年の新潟県中越地震、2007 年の新潟県中越沖地震では、経済的損失の中でも、直接被害よりも、

間接被害が大きい事例が大きく取り上げられた。近年の企業活動においては、サプライチェーンの一部

が途切れると事業継続ができなくなり、生産が一時的に中断するだけでなく、マーケットにおけるシェ

ア回復まで含めるとその被害は甚大となる可能性があることが強く認識されるようになり、企業の危機

管理として、建物の機能維持という観点から見た BCP（事業継続計画）の重要性が浸透した。図 2.3 に

その概念図を示す。BCP の中では、自然災害に対する建物の性能を高めることが必ずしも必要となるわ

けではない。いくつかのレベルの自然外乱による外力を想定し、それぞれのケースに対し、建物がどの

ような状態（挙動）になるのかを評価、予測することが求められる。 

•  

図 2.3 BCP 概念図（国土交通省関東地方整備局 HP） 

 
近年、特に 2011 年の東日本大震災のあとには DCP（District Continuity Plan：地域継続計画）の

考え方と対策も提案されるようになった。特に大規模災害時には、都市機能やインフラ機能が失われた

ときに地域全体で連携して助け合う必要があることから生まれた。DCP は、もともと町会や連合町会、

工業団地程度の範囲における、個人や企業レベルでの共助の計画であったが、自治体（市町村や県単位）

レベルの広域な計画も見られるようになってきた。 
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2.2 防災・減災における構造分野の役割 

兵庫県南部地震のあとから、「減災」という概念が用いられるようになった。いかなる対策をとったと

しても被害は生ずるという認識のもと、災害時において被害の程度が大きいと想定される課題に対し、

限られた予算や資源を集中的にかけることで、結果的に被害の最小化を図るという考え方 3)である。減災

を進めてゆくうえで、行政などによる公的な支援である「公助」だけでは限界があり、個人で対応を行

う「自助」、地域のコミュニティー単位での「共助」による防災力の強化の重要性が、特に東日本大震災

以降に認識されるようになってきており 4)、またハード面、ソフト面からの減災を進めるうえでの自助・

共助・公助の役割分担や連携に関しても議論が進んでいる 5)。さまざまな自然災害に対する構造安全性、

災害時の建物の状態を説明し、防災・減災の計画に反映させることが構造技術者に求められる。 
 
2.2.1 国・都道府県による防災・減災の取り組み 

1995 年の兵庫県南部地震以降、自然災害リスクに対する関心の高まりもあり、自治体が、各種ハザー

ドマップを作成し、公表する動きが活発になった。地震調査研究推進本部は、兵庫県南部地震後に地震

による被害軽減を目的として設けられた機関であり、これまで想定地震動に基づく地震ハザードマップ

（図 2.4）などを公表してきた。また特に地震災害については、各都道府県や、政令指定都市において、

当該地域の活断層や、地震危険度に基づいた、特定の地震を想定した上での被害想定が作成され、一般

に公表されている。これらのハザードマップや被害想定結果については、自然災害リスクの情報を一般

の人々が知ることができるという意味で意義のあるものであるが、その一方で情報を誤って理解してし

まう危険性や正しく利用することの難しさも指摘されている。ハザードマップや被害想定を作成すると

ころまでではなく、それを防災・減災計画に反映させるフェイズにおいても、専門家が関与することの

必要性が高まっている。 

 

図 2.4 地震調査研究推進本部による地震ハザードマップの一例 
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2.2.2 防災・減災計画の地域特性 

自然災害に対する防災・減災の計画は、地域により異なる。地形、気象、プレート活動の違いにより、

自然災害発生の頻度や規模が異なり、また都市の構成や性質も地域により異なるため、地震に対する減

災を考える場合でも、具体的な対策方法は異なることになる。たとえば、東京都の地震防災 6)についてみ

てみると、既存不適格建築物の問題（図 2.5）や、住宅密集地における火災や、避難の物資の輸送ルート

の問題が、重要視されており、これは、東京という地域の特性を反映した計画であると考えることがで

きる。防災・減災の計画を具体的にするためには、より地域特性を考慮したものとする必要がある。 
2000 年の地方分権一括法により、地方の権限が増えた分、地域固有の問題の発見し、住民の意向を取

り入れ、政策に反映することも可能になった。東日本大震災の後、地域の住民や事業者による、自助・

共助の精神に基づく自発的な防災活動の重要性が改めて認識され、2013 年に災害対策基本法が改正され、

地区防災計画制度が規定された。この制度では、従来の地域防災制度とは異なり、行政区を単位とする

必要はなく、集落、商店街、自治会、工業団地、マンションなど自由な単位で防災計画を策定すること

ができ、策定した地区防災計画は地域防災計画に取り入れられることも可能となった。 
 

 

図 2.5 東京都耐震マーク 

 
2.2.3 自助・共助による防災・減災への取組 

自助・共助の取り組みは、個人、地域、企業の自発的な動機や、善意に頼るだけでは限界がある。ま

た一方で防災・減災ための対策に対し補助金や税制メリットを与える方法は公助として行われているが、

コストが費やされており限界がある。自助・共助の取り組みを進めてゆくためには、専門家の関与も必

要であり、それを促すための仕組みづくりが必要と考える。その仕組みは必ずしも国家や行政の主導に

よるものだけではなく、市場の仕組みを利用したものや、社会的な共通認識を醸成してゆく方法なども

考えられる。防災・減災を進めるためには、都市や建物の構造安全性（たとえば耐震性能）に対するよ

り詳細な理解が重要であるのと同時に、構造工学以外の分野（経済、人文、情報工学など）からのアプ

ローチも必要になる。 
自助を促すための方策として、2014 年に南海トラフ巨大地震に対する被害想定を公表している名古屋

市においては、産官学民一体での減災への取り組みが進められている。自助を考える上では、教育・啓
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蒙活動が重要であるという理念のもと、地域住民の防災意識の啓発のために、名古屋大学減災連携研究

センターによる「減災館」の開設や、行政、事業者団体、地域団体、自主防災組織、ボランティア団体

による「あいち防災共働社会推進協議会」の防災人材育成など、自助による防災への取り組みをサポー

トしている 7）。 

日本においても 1980 年代からまちづくりのひとつの技法として地域コミュニティー程度の単位で、専

門家を交えた住民参加型のワークショップを開催する方法が取り入れられてきており、近年、地域の防

災計画に対しても取り入れられるようになってきた。その地域コミュニティーに即した（カスタマイズ

された）防災・減災の計画を決定してゆく試みが各地で見られるようになってきた。その事例も、たと

えば表 2.1 に示すとおり報告されている 8)。さらに東日本大震災以降は、前述の地区防災計画制度を推進

する観点から、内閣府では 2014 年からモデル事業を実施している。これらの試みは、「共助」のひとつ

の形と捉えることができる。構造技術者は今後、たとえばこのような場で、専門家の立場として、また

はコーディネーターの立場として防災計画をすすめてゆく役割を担ってゆくことも必要であると考える。 

 
表 2.1 ＜2009年度内閣府「防災隣組」育成促進モデル事業＞１０事業のうちの 5事業 

 

 
2.2.4 コミュニケーション 

防災・減災の対策、取組において、被害を軽減するための建築のハード面での技術や、ソフト面での

計画・プログラムが重要であるのは言うまでもないが、それと同時に、それらの研究成果を活かすため

には、専門家と市民のコミュニケーションが重要であり、その手法についても改めて考えてみる必要が

あることが、認識されてきた 9)。防災、減災の分野における専門家と市民のコミュニケーションとしては、

学校教育、マスコミによる伝達、直接の対話などが考えられるが、それぞれに解決すべき課題を抱えて

いる。専門分野としての技術が高度化したことにより、専門家と市民のコミュニケーションが難しくな

っており、また、専門分野が細分化したことにより、専門家同士のコミュニケーションも希薄になる状

況も見られる。そのような状況の中で、リスクコミュニケーションの手法の有効性が注目されている。

リスクコミュニケーションとは、「社会を取り巻くリスクに関する正確な情報を、行政、専門家、企業、

市民などのステークホルダーである関係主体間で共有し、相互に意思疎通を図ること 3)」とされ、一方的

でなく双方向の情報のやり取りをおこなうことや、主体的に参加することにより責任感や納得感が生ま

れることなどがその長所として認識されている。 
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被害想定や、ハザードマップにより、リスクをある程度定量的に知ることができるようになっている。

しかし、それらの情報が、必ずしも一般市民に十分に周知され、理解されているわけではない。その主

な理由としては、情報の内容の専門性が高く、一般市民が容易には理解できないことや、それにより、

自身が住む地域の防災計画に反映させる方法がわからないことなどが考えられる。そのようなケースで、

①関係者のリスクに対する認知、行動を変える、②地域固有の問題の可視化、③異なる価値観の調整と

合意形成などを可能にするひとつの手段として、リスクコミュニケーションがある。ただし現時点で確

立された方法があるわけではなく、「専門家やコーディネーターへの信頼感醸成のためには、どのような

立場の専門家・機関がその役割を担当するのが適当なのか？」といった不明な点もあり、試行錯誤が続

いている状況である。その効果的な手法も含め考えてゆくことが求められる。 
 
2.3 まとめ  

地球環境問題に対する意識は、我々が日々直面する切迫した現実の問題に対する意識と比べると小さ

い。また巨大な自然災害直後には高まる人々の防災に対する意識も時間の経過とともに薄れる。構造技

術者は、これまでどおり安全性に関する未解明な技術的な課題への取り組みを続ける一方で、さまざま

な地域において、地球環境問題へ取組みも含めた「安全・安心」で「サステナブル」な街づくりのため

に、専門家として関係者とコミュニケーションを図りながら、建物の長寿命化や、防災・減災への取り

組みをすすめてゆくことが必要と考える。 
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3. 都市からみた建物の寿命マネジメント 

3.1 はじめに 

これまで，地球環境問題の観点から安全・安心を考える場合に，建物レベルで検討する場合が多かっ

た。しかし，巨大地震，津波，大型台風，集中豪雨，竜巻，土砂災害，火山噴火など，従来明確には想

定してこなかった自然災害に対する対応 1)-3)，温暖化防止に対する対応，ならびに資源枯渇に対する対応

を検討する場合，建物レベルのみの観点からの考察では不十分である。図 3.1 は，国際連合でまとめた世

界の都市と農村の人口推移 4)である。ここに，都市は居住者 50,000 人以上，主要地域に 60％以上の住宅

がある，居住者の 60％以上が都市型産業に従事している，の 3 つの条件を有する地域と定義されている。

都市人口の割合は 1950 年では 30％であったのに対し，2007 年に都市人口が農村人口を超え，2050 年に

は 66％になると推定されている。日本の都市人口の割合は，2014 年では 93％，2050 年には 98％になる

と推定されている。地球環境問題は，人類の活動と地球環境との相互影響の問題であることから，人が

集積する都市レベルの観点から考察する必要がある。また，わが国で予測されている急速な人口減少・

少子高齢化により，建物の減築など，建物の寿命そのものを制御し，都市の再編成を行う必要がでてき

た 5),6)。都市の再編成は，単体の建物・インフラだけでなく，都市レベルでの検討が必要になる。別の見

方をすると，従来検討が不十分であり，かつ今後必要とされる分野には，新しい事業としての機会が期

待される。 

実際の対応は，個々の建物あるいはインフラに対して行われるが，対応の妥当性は都市レベルで評価

する必要がある。地球環境問題に関わる評価を行う方法として，都市の「持続性」あるいは「寿命」を

評価する方法が考えられる 7)。都市の「健康」状態を評価すると言い換えることもできる。本章では，個々

の建物，インフラあるいはそれらの集合体の寿命の管理を，都市の「健康」管理の観点から評価する方

法についての提示を試みる。 

 

3.2 都市の寿命／健康の概念 
図 3.2 に，本章で想定する都市の概念を示す。都市は，多数の人口が居住あるいは往来する地域と考え

られる。建物やインフラ（以下，合わせて建物という）は，居住・往来の拠点になる。都市を人に例え

ると，建物は臓器，人は血液といえる。このような都市の概念を考えると，都市は人の流れが止まると

寿命が尽きることになる。 

都市が人に例えられると仮定した場合，都市の寿命を人の寿命と同様に考察することができる。人の

寿命は，食生活や医療の発展などによって年々延びている。人の寿命が現在のように長くない時代は，

図 3.1 世界の都市人口の推移 4) 
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命が助かるかどうかが重要な課題であった。しかし，現在のように高齢化が進むと，それに加え，高齢

になっても健康であり続けるということが重要な課題になっている（いわゆる，健康寿命）。このように

考えると，都市は，都市の健康管理をすることによって持続すると仮定できる。 

 
3.3 都市の健康管理における構造技術者の役割 
本章では，都市の健康管理について人の健康管理を参考に考察を試みる。1946 年に作成された世界保

健機関（WHO）の憲章 8)では，「Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 

the absence of disease or infirmity.健康とは，完全な肉体的，精神的および社会的福祉の状態であり，単に疾

病又は病弱の存在しないことではない。」と定義されている。また，WHO にて 1986 年に作成された健康

づくりのためのオタワ憲章 8)では，「健康」づくりの必要条件として，以下の 8 条件を提示している。 

① Peace 平和 

② Shelter 住居 

③ Education 教育 

④ Food 食糧 

⑤ Income 収入 

⑥ A Stable Eco-System 安定した生態系 

⑦ Sustainable Resources 持続可能な資源 

⑧ Social Justice and Equity 公正と公平 

建物は都市の基盤である。すなわち，都市を構成する必要条件を整備することが都市の健康の大前提

であると考えることができる。以上の都市と人の健康管理の比較考察より，本解説では，建築技術者が，

都市の健康管理を遂行する場合の役割として，上記の健康の 8 つの必要条件を，他分野と協力しながら

整備および管理することとする。本章では，建築技術者のうち，特に構造技術者の役割の観点から，8 つ

の必要条件について，取り組むべき課題を提示することを試みる。 

①～⑧の条件は，人の「健康」そのものに関する条件である。これら条件を，構造技術者が都市の健

康に対してはたす役割に言い換えると，例えば，図 3.3 のような対応および階層と考えることができる。

図の下層ほど必要不可欠な条件となる。逆に，上層ほど健康施策の効果が評価しにくいため，管理は難

しくなる。 

 ここで，構造技術者は，都市計画など都市自身の課題を直接扱わない。都市の基盤である建物の寿命

（健康寿命を含む）を扱う。ただし，建物の寿命をマネジメントする場合，建物に対して実施する施策

は，都市の健康の観点から評価しなければならない。 

図 3.2 都市の概念 
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3.4 マネジメントの内容 
本章では，3.3 で設定した 8 つの構造技術者の役割に対応して，都市からみた建物の寿命に関する課題

およびその課題に有効な建物の寿命マネジメントに関して考察する。 

3.4.1 平和文化の伝承 
(1)課題 

 日本の人口の推移（予測含む）を図 3.4 に示す 6)。三大都市圏および東京圏の人口が総人口に占める割

合の推移（予測含む）を図 3.5 に示す 9)。図 3.4 より，(i)1900 年からの 100 年程度の間に，日本の人口が

約 4 倍，(ii)2000 年から 100 年程度の間に日本の人口が約 1/3 と急速に減少すること，(iii)2000 年から 100

年程度の間に高齢化率が約 2 倍と急速に増加する予測であることが読み取れる。過去の歴史を振り返る

と，経済と文化は相互に刺激し合い発展してきた 10)。今後，人口減少と少子高齢化に伴い，経済発展が

停滞し，文化の発展・伝承までもが滞ることが危惧される。また，急速な人口増加に伴い築かれた文化

を急速な人口減少化でどのように伝承・変革していくかが課題である。また，図 3.5 に見られるように，

３大都市圏，特に東京圏への急速な人口集中に現れるように，都市ごとの特徴ある文化の画一化（多様

性がなくなること）も重要な課題である。 

 1950 年代以降の人口増加，換言すると高度経済成長期に多くの建物が建設された。建物およびその生

産システムを文化の象徴と捉えると，急速な人口減少化で文化を伝承・変革していくには，次の 3 つの

方法を適切に組み合わせる必要がある。 

(a) 後世に必要とされる建物は改修し残していく。 
(b) 大規模な変更をしても必要とされる場合は，増築・減築・用途変更して残す。 
(c) それ以外は環境に配慮しながら除却する。 
また，これらを適切に組み合わせる生産システムを経済システムとしてだけでなく，文化として後世に

伝える必要がある。 

図 3.3 人と都市の健康条件の関係 
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(2) マネジメント 

 建物への対策が(1)に示した(a)～(c)のどれが適切かを評価し，各ケースにおいて適切に建物の長寿化と

除却を実施する必要がある。評価指標は，ここでは 3.3 で示した②～⑧の条件を実現できるかどうかと考

える。すなわち，当該建物が②～⑧の条件に対して少なくとも 1 つ以上の効果が期待できる場合は，(a)

または(b)を選択することになる。(a)と(b)の選択は，主に使い勝手や経済効率によって決まる 11)。建物が

②～⑧の条件に与える効果の評価については 3.4.2～3.4.9 にて概説する。 

 建物単体を考えると，(a)～(c)の対策のほかに「新築」という概念が存在する。しかし，都市における

文化の伝承を考える場合，既存の都市を対象に考えればよい。よって，建物単体としては「新築」であ

るが，建物は都市を構成する一部であることから，都市から建物の寿命を考える場合は，いわゆる「新

築」も「改修」・「増築」・「減築」の組み合わせであると考えた方がよい。都市間の差については，まず

は，②～⑧の評価によって当該都市の強みを見出し，その強みを伸ばしていくことで対応する。各都市

が独自の特徴をもって発展することにより，国レベルの多様性が確保できると考える。大都市は中小都

市をけん引する，中小都市は独自のグローバル化を図るなどである。 
 

3.4.2 防災 
(1) 課題 

 これまで一般的に考慮してきた設計荷重に加え，気候変動などに伴い想定すべきと考えられる自然現

象（巨大地震，津波，巨大台風，竜巻，集中豪雨，大雪など）を設計にて考慮する必要がある。今後想

定すべき自然現象の特徴として，(i)荷重効果は既往の荷重に比べ大きい，(ii)現象は都市あるいは複数の

都市にまたがる場合がある，(iii)現状，発生確率が低い，などがある。 

図 3.4 日本の人口の推移 

出典：文献 6) 

図 3.5 地域別の人口の推移 

出典：文献 6) 
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 (i)～(iii)の特徴より，これらの自然現象に対する対応は，建物単体ですべて解決しようとした場合，対

策が物理的に困難である，あるいは可能であっても経済的に不合理であるといえる 12)。(iii)により，予想

される被害内容とそれに対する対応策との関係が発展途上である部分が多く，また，それら関係が十分

に社会認知されていないといえる 13)。 
 

(2) マネジメント 

 わが国の場合，全ての都市においてなんらかの自然災害が考えられるため，建物の防災性能のマネジ

メントは必須となる。一般的な設計荷重に対しての建物単体の防災性能の評価はある程度確立されつつ

ある。また，事業継続計画（BCP）や生活継続計画（LCP）の観点から，既存建物の耐震性能などを評価

することも実用化されつつある。 

 しかし，今後想定すべきと考えられる自然災害では，(1)課題で述べたように，都市機能の継続計画を

考慮し建物の防災性能を評価する必要がある。東北地方太平洋沖地震（2011 年）では津波や液状化によ

って，建物機能の継続性だけでなく，都市全体の機能の継続性が失われた。ここでは，自然災害各々に

対する建物の影響および対策ではなく，都市の一部，都市全体あるいは都市間の機能の継続性を維持す

るために建物側でどのようなマネジメントが必要かを考える。 

 図 3.6 に都市機能の継続性を考えるフローを示す。最初に，建物および社会基盤施設（道路，鉄道，河

川，電気，ガス，水道，病院，学校など。以下インフラという）が自然現象に対してどの程度損傷する

かを検討する。損傷程度に応じて人命に対する安全性を評価する。津波避難ビル 12)など，建物によって

は対象とする自然現象に応じて建物やインフラに特定の性能を要求する場合があり，その場合は特定性

能を有するかを評価する。次に，建物とインフラの損傷を考慮した都市機能を評価する。すべてを無損

傷でとどめることができない場合は，都市機能を回復させるための建物とインフラの再生容易性を評価

する。建物の地震時の挙動をモニタリングすることによって建物の被災状況を瞬時に把握し，地震災害

後の対策を検討するための情報を提供する取り組みが提案されている 14)。モニタリングシステムは，都

市機能の再生容易性を高めるために有効であり，さらなる研究開発が期待される。 

 
 今後想定すべき自然現象について，防災上の危険性は行政などから情報提供されているが，実際の建

物への対応が普及しているとは言い難い。例えば，大地震や津波などのハザードマップが提供されてい

インフラの損傷評価 

建物の安全性評価 インフラの安全性評価 

建物の特定性能 
の評価 

インフラの特定性能 
の評価 

都市機能の評価 

都市の再生容易性の評価 

図 3.6 都市の防災性能の評価フロー 

建物の損傷評価 
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るが，建物の設計においての活用は発展途上である。また，津波の対策では，建物の構造安全性だけで

なく，避難などソフト面の対策も重要である。構造技術者は設計時に，当該建物の損傷危険性だけでな

く，当該建物が損傷した場合の街区あるいは都市の機能低下を意識する必要がある。例えば，ハザード

マップにおいて対象建物の地域の危険度が高い場合は，ハザードの対象となる自然現象に対する安全率

を上げた設計を行うでなどである。 

 津波被害で顕著になったように，今後想定すべき自然現象への対応は，建物の構造安全性だけでなく

避難計画などソフト面についても検討する必要がある。また，それら自然現象への対応に関する社会認

知を広める必要がある。社会認知には，住民に対する防災教育が有効であり，災害時の仮想体験をする，

災害時の避難行動目標などをハザードマップに記載する，学校の授業として実施するなどの提案がなさ

れている 15)。防災教育に構造技術者が関与することも考えられる。 
 

3.4.3 建物の新陳代謝 
(1) 課題 

 わが国では，これまでの急速な人口増加に伴い，多くの建物が建設・供給された。しかし，今後，急

速な人口減少と少子高齢化が生じるため，供給過剰状態になることが予想される。特に，人口減少と少

子高齢化の速度が速い地方都市は，問題が顕著になるのが大都市に比べ早い。また，都市の中でも，未

利用建物が多い地域と少ない地域が出てくる。地域の人口が減り，未利用建物が増えると，市街地の機

能が損なわれ，生活が不便になるとともに，インフラの利用効率が低減する。建物の性能も建設年代に

よって異なる。例えば，地震に対する性能は，1981 年に制定された建物基準法の新耐震基準以前と以後

では異なる。1981 年以前に建設され使用されている建物の戸数の全建物戸数に対する割合は，住宅が約

48％，非住宅が約 55％である 16)。耐震改修が徐々に進んでいるものの，耐震性能が十分でないと考えら

れる建物は多く現存する 17)。今後想定すべき自然現象に対する既存建物の性能の充足度の把握も，今後

の課題である。性能が不十分な建物が多く存在する要因は，技術の発展途上段階で急速に建設を進めた

ためと考えることができる。この教訓から，今後の急速な人口減少と少子高齢化に伴う対策も慎重に行

う必要がある。 
 

(2) マネジメント 

 建物の新陳代謝の課題に対するマネジメントのポイントは，(i)既存建物（ストック）を今後想定され

る人口減少と少子高齢化にどのように対応させていくか，(ii)将来にわたって，急速な人口増減，人口動

態，自然環境の変化，技術革新などに対応できる生産システムをどのように構築するか，という 2 点で

あると考えられる 18)。 

 (i)については，各都市の特徴に応じて，既存建物を 3.4.1 に示す(a)～(c)の方法にて再編成する必要があ

る。ここで，構造技術者が検討することは，後世に残す必要性を構造安全性の観点から判断すること，

改修・増築・減築・用途変更の方法を検討すること，および廃棄物を最小にする除却方法を検討するこ

とである。検討事項のうち，これまであまり検討してこなかった減築については，その効果をどのよう

に設計するか，および効果をどのように検証するかの観点が必要である。過去の急速な開発行為の反省

からも，モニタリングなどを活用した検証は重要である。考えられる効果は，建物性能の向上（耐震性，

建物環境，省エネルギーなど）および都市機能の向上（CO2排出量削減，インフラの効率利用など）が考

えられる 19)-21)。効果の実現方法については，今後研究開発が望まれる。 

 (ii)については，今後新築する建物は，人口増減，人口動態，自然環境の変化，技術革新などに柔軟に
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対応できるようにすることで対応する。柔軟な対応として，時間軸を考慮した設計による建物および都

市の適切な更新，期限付き建物による公共空間利用（道のイベントなど）が考えられる 5)。 
 

3.4.4 建物を通じての教育 
(1) 課題 

 建物は，都市の社会基盤として住民が常に接し，文化の構成要素ともなっている。また，防災，都市

の再編成，温暖化防止，資源循環などの課題は，実際恩恵をうける住民が主体となって解決していく必

要がある 6)。そのためには構造技術者だけでなく，主体である住民の都市に対する知識のレベルアップを

図る必要がある。建物あるいは建設行為（生産システム）はレベルアップ教育の材料となり，構造技術

者は，それらを通した教育の実施が期待されている。 
 

(2) マネジメント 

 防災，都市の再編成，温暖化防止，資源循環などの課題に対する教育のうち，構造技術者が関与でき

る内容として，防災，都市の再編成，資源循環に関する事項が考えられる。 

防災に関する教育の目的は，自然災害が生じたときに住民が避難行動を適切に行うことができること，

および自然災害に対する認知，特に今後想定すべき災害の認知である。防災に関する教育は 4.2 で述べた

ように，災害の仮想体験，ハザードマップの活用，学校の授業などの方法が考えられる。また，今後想

定すべき自然災害に対応する防災専用施設（津波避難建物，竜巻避難シェルターなど）の使用を通して

レベルアップを図る方法もある。 

都市の再編成に関する教育の目的は，改修・増築・減築・用途変更が建物機能の向上と都市機能の向

上にどのように効果があるかを知ってもらうことである。効果をモニタリングし，住民に情報公開する

方法が考えられる。 

資源循環に関する教育の目的は，資源循環の必要性を知ってもらうことである。木材などの再生可能

資源を積極的に使用し，同資源を身近に感じてもらうことは有効である。また，DIY(Do it yourself)によ

って内装材を改修するなど，住民自ら，建物の維持管理に携わり，維持管理の重要性を知ってもらう。

そのためにも DIY に適した構工法を準備する 22)。 
 

3.4.5 農林水産業への貢献 
(1) 課題 

 食糧の確保を持続的に行っていくためには，農林水産業を継続的に行っていく必要がある。わが国で

は人口減少が加速するが，地球全体では人口増が加速している。地球規模での水資源の不足の危惧など

の観点からも，国内での農林水産業の持続性は確保しなければならない 1),23)。また，生物多様性の観点か

らも，森林資源や海洋資源を維持していく必要がある。わが国では，農林水産業の従事者が減少・高齢

化しており，人口減少と少子高齢化に伴い，その傾向は加速することが予想される 24)。建設業からの農

林水産業への貢献が期待される。 
 

(2) マネジメント 

 都市の観点から農業を考えた場合，都市内あるいは都市近隣での農業（いわゆる都市農業）の活性化

に寄与できるのではないかと考えられる。都市の再編成に伴い，減築後に農地にし，都市住民が農業を

行う取り組みが考えられ，高齢者を中心に市民農園のニーズもある 25)。都市農業の効果は，「食糧供給・
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食育などに加え，景観保全（開放性の発現），騒音防止・プライバシーの確保・心地よい音の発信（穂波），

芳香の供給，ヒートアイランド現象の緩和，災害に備えたオープンスペースの確保」などもあるといわ

れている 26)。これらは，都市機能の強化にも寄与するといえ，モニタリングによって，その効果の把握

が望まれる。 

 都市の観点から林業を考えた場合，木材，特に国産材を適切量持続的に使用することにより，森林資

源の循環を確保できる。建物における木材の利用促進が望まれる。都市の再編成に伴い，建物の高層化

が進むことが考えられる。高層建物の床に木材を活用するなど，都市内での木材利用を活性化する取り

組みもある 27)。 

 都市の観点から水産業を考えた例として，海洋構造物を活用した都市構想の提案などがある 28)。世界

人口の増大に伴い養殖による水産資源確保が望まれる。養殖は沿岸養殖だけでは不足し，沖合養殖が必

要であると言われており，研究開発が進んでいる 29)。沖合養殖基地としての海洋建物の活用も考えられ

る。また，水産業とは直接関係はしないが，海洋構造物を洋上風力などのエネルギー施設に活用する例，

災害時の防災拠点に利用する提案 30)などがあり，副次的効果として期待される。 
 

3.4.6 雇用の創出 
(1) 課題 

 特に，地方都市では人口減少と少子高齢化に伴い，産業が減退し，都市の持続性を脅かしている 5)。建

設業の立場から産業活性化を考えた場合，(i)建設業自身の生産性の向上，(ii)建設行為を通しての産業の

創出があげられる。 
 

(2) マネジメント 

(i)については現状も日常的に取り組んでいるが，人口減少と少子高齢化が加速する中，さらなる向上

策を講じなければならない。情報化技術を活用した生産性向上は期待される方法の一つである。建設業

は，労働集約的産業の特徴を有していることから，特に，技能者・技術者の能力向上に情報技術の活用

は有効である。近年，3D スキャナー，3D プリンター，ウェアラブル機器，シミュレーションなど情報

技術を組み合わせた生産方法の研究開発が進んでおり，徐々に実用化も図られている 31),32)。今後，情報

技術の活用とともに，その効果を可視化し，さらなる生産性向上を創出する仕組みが求められている 33)。 

 (ii)については，建設業を支える他産業と協同することによって，建設業と支える産業をともに活性化

させる方法は考えられる。例えば，都市の建物に木材を利用することによって木材に関わる産業を活性

化させる（3.4.5）などが考えられる。 
 

3.4.7 温暖化防止と資源循環 
(1) 課題 

 都市における今後想定すべき自然災害の原因の 1 つと考えられる気候変動を抑制するために，温暖化

防止策を講ずることが世界的に進められている。また，都市を構成する建物を安定して供給するために

は，建物を建設・運用するための素材資源・エネルギー資源の安定供給が必要である。地球におけるこ

れら資源は有限であるため，都市の持続のためには，資源を循環させる必要がある。 
 

(2) マネジメント 

 温暖化防止策の 1 つとして CO2 排出量を削減する方法がある。CO2 排出量の少ない材料・構工法を活
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用できているかは，構造技術者として重要な管理ポイントである。木材などの再生可能資源の積極利用，

損傷制御構造の活用・都市内での建物の役割分担などによって災害時被災を最小化し廃棄物量を減らす

など対策を講じる必要がある 34)。 

 資源循環の課題に対しては，3R（リデュース，リサイクル，リユース）の最適化を考える必要がある。

例えば，鋼材は，リサイクルによる資源循環がほぼ確立されているが，さらなる CO2 排出量削減を行う

ためにはリユースの対応を行う必要がある。しかし，全てをリユースすることは経済性を考慮すると現

状すぐに実現させることは困難であり，リサイクル，リユースおよび経済性をバランスよく考え配分す

る必要がある 35)。例えば，建物の役割として短期間のみ必要な場合（イベント，仮設住宅など）がある。

短期利用建物の場合はリユースの方が経済的に有利である。これは，鋼材の例であるが，コンクリート

や木材など他の材料についても，それら特徴に応じて 3R の最適解を検討する必要がある。近年，複数の

材料を組み合わせた合成構造・複合構造が主流になりつつあり，今後，複数の材料における 3R の最適化

を検討する必要がでてくる 36)。 
 

3.4.8 建物の多様性 
(1) 課題 

 建物は，都市に居住あるいは往来する人々の文化を構成する一部である。持続的な都市において，文

化の多様性は重要である。画一的な文化であると，急な変化に追随できなくなるためである。100 年前後

で起こっている，あるいは起こることが予想される急速な人口と人口動態の変化下においては，文化の

多様性，それを構成する建物の多様性は重要であると考えられる。 
 

(2) マネジメント 

 建物の多様性を実現するために構造技術者に求められることは，どのような建物であっても完全な性

能設計ができることである。材料・構造力学などに基づき，構造の原理原則を突き詰めるとともに，従

来にない構造あるいは新材料活用にチャレンジし続けることが重要である。例えば，超軽量材料 37)，損

傷を自己治癒する材料 37)，無損傷構造 34)，動く構造 38)などが提案あるいは建設されている。 

 人の知覚の特質から，建物の特徴は視覚情報で識別されることが多い。そのため，建物の多様性は，

ファサードなど外観の多様性に依存する傾向にある 39)。近年，Kinetic Façade38)などの新しいシステムも

提案・実用化されつつある。これらのファサードの性能設計するためには，材料，構造，機械，建物環

境などを総合的に評価する技術・技能が必要となる。 
 

3.4.9 都市・地域間の連携 
都市機能は，当該都市だけで完結させることは難しい。例えば，東北地方太平洋沖地震（2011 年）で

は，被害が複数の都市にまたがる広域に及んだため，被災者の受け入れを複数の都市間で調整する必要

があった。高層建物における木材活用は，木材の産地である地域と建物が立地する都市との連携が必要

で，お互いの利益になるようにしなければならない。建物を構成する資材・エネルギーは，一つの都市

内で生産，使用，転用，廃棄されるわけではない。つまり，資源循環は複数の都市・地域にまたがる。

3.4.1～3.4.8 に示した建物の寿命マネジメントを実施するためには，このような都市・地域間の連携を積

極的に利用し，当該都市内のみで完結しようとしないようにすることが望ましい。国内では，人口減少・

少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成すること

を目的に連携中枢都市圏構想が推進されている 40)。構想では，連携中枢都市となる圏域の中心市と近隣
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の市町村が、連携協約を締結することにより，「経済成長のけん引」，「高次都市機能の集積・強化」及び

「生活関連機能サービスの向上」を行うことになっている。例えば，圏域全体で災害対策を推進するた

めの市町村や都道府県の区域を越えた医療搬送、物資の供給、広域的な避難及び帰宅困難者への情報提

供，被災市町村への復興支援等に向けた連携をすることも課題としてあげられており，構想の実現が期

待される。 
 

3.4.10 マネジメントのまとめ 
 都市の長寿命化をはかるための施策は，地球環境問題に対する安全・安心を与えると仮定した。その

施策における構造技術者の重要な役割を，建物の寿命を都市レベルで管理することと考え，都市の健康

管理の観点から考察を試みた。図 3.7 に管理の概要を，以下に考察結果を示す。  

(1) 都市の長寿命化のために，建物側で求められる必要条件を，構造技術者の立場から，①建物の防災性

能・新陳代謝の確保，②建物を通じて健康教育に貢献，③建設の農林水産業への貢献，④建物を活用

した雇用の創出，⑤温暖化防止への貢献，⑥資源循環システムの構築，⑦建物の多様性の確保，⑧①

～⑦の伝承と仮定することができる。 

(2) ①～⑧の条件を満足させるために行う対策を講ずる場合に，構造技術者は以下の点に留意しなければ

ならない。 

1) 対策の効果は，都市レベルで評価する。 

2) 計画・設計時に対策の効果をシミュレーションし，実施後はモニタリングなどによって，継続的に効

果を評価し，PDCA サイクルを回す。 

3) 対策方法およびその効果は，都市の住民に理解してもらい，住民自らが対策の当事者となって行動で

きるようにする。 

(3) (2)に示す留意点を実施できる技術を武器に，①～⑧に関する新事業にて構造技術者が貢献すること

を期待する。 
 

3.5 都市の健康寿命モニタリング 

図 3.7 都市からみた建物の寿命マネジメントの概念 
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都市の長寿命化をはかるための施策は，継続的にモニタリングし，その効果を評価し，PDCA のサイク

ルを回していく必要がある。1992 年の環境と開発に関する国際連合会議において，持続可能な発展 41)を

実現させるための行動計画「アジェンダ 21」が採択された。「アジェンダ 21」を基に，都市レベルの行

動計画「ローカルアジェンダ 21」の策定が進み，都市の持続可能性の評価に関する開発と実践的取組が

はじまっている 42)。日本では，2008年から環境モデル都市・環境未来都市（内閣府地方創生推進事務局）

の推進・展開をはかっている。環境未来都市の現状評価として CASBEE 都市 43)が用いられている。2002

年の持続可能な開発に関する世界首脳会議で採択された実施計画では，①持続可能な発展は社会開発，

経済開発，環境保全の 3 要素で構成されること，②社会開発，経済開発のためには環境保全が必要不可

欠であることが示されている。 

現在用いられている都市の持続可能性評価のほとんどは，社会，経済，環境の 3 側面から評価してい

る。図 3.8 に，2007 年における国別のエコロジカル・フットプリントと一人当たりの実質 GDP との関係

44)を示す。図 3.9 に，2007 年における国別のエコロジカル・フットプリントと人間開発指数との関係 44)

を示す。エコロジカル・フットプリントは，我々の生活を支えるために必要とされる生物的生産物の需

要量を「グローバルヘクタール(Gha)」という理念上の面積に換算して示した数値であり，人間の社会経

済活動が地球環境に与える総体としての負荷の傾向を知ることができ 44)，国の環境指標として捉えるこ

とができる。一人当たりの実質 GDP は国の経済指標として一般的に用いられている。人間開発指数は，

GDP・平均寿命・識字率・教育水準に関する指標の各値に重み付けをして計算した統合的指標であり，人々

の生活の質や発展の程度を示している 44)。同指数は国の社会指標として捉えることができる。図 3.8，図

3.9 より，現状では，経済開発，社会開発を推進すると環境負荷が増大すると言える。持続可能な発展は，

図 3.8，図 3.9の右隅を目指すことになる。すなわち，環境負荷を低減しながら社会開発，経済開発する

ことになる。 

表 3.1，表 3.2に都市の持続可能性評価指標の例を示す。表 3.1は，国際連合の持続可能な発展に関す

る委員会が「アジェンダ 21」の実施状況を測定するために作成した持続可能性指標である 41)。太線枠は

建設業に関係する指標である。構造技術に直接関係する指標は，自然災害による脆弱性と天災への備え

と処置の項目のみである。表 3.2は，CASBEE 都市の評価指標である 43)。構造技術に直接関係する指標は

Q2.1.4 災害への対応度のみである。いずれの指標も構造技術に関係する指標は限定的であり今後の検討

が期待される。 
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図 3.8 エコロジカル・フットプリントと GDPの関係 44) 

 

図 3.9 エコロジカル・フットプリントと人間開発指数の関係 44) 
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表 3.1 国連持続可能な発展に関する委員会による持続可能性指標 41) 
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表 3.2 CASBEE都市の評価指標 43) 
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４．資源からみた建物の寿命マネジメント 

4.1  はじめに 

地球環境問題への対応が求められる中，日本経済の発展と建築活動の蓄積により，将来にわたって有

効活用の対象となる建物ストックが多く存在している。平成 25年までに，約 73億ｍ2の建物(住宅：75%，

非住宅：25%）がストックされており，今後，増加していくことが予想されている 1)。建物は，我が国の

経済社会や人々の暮らしを支える上で欠くことのできない重要な要素であるが，一般に，時間の経過と

ともにその機能は低下する。また，想定外の外乱に対する機能の低下は免れることができない。このた

め，その機能低下の抑制，あるいは機能が低下しても早急に修復できるように，ライフサイクルにおけ

る建物の寿命をマネジメントできれば，建物の長寿命化につながるものと考えられる。建物はストック

の時代への転換期にあり，スクラップ＆ビルドから脱却し，既存ストックの長寿命化による有効利用・

診断・再生が重要な課題となっている 2)～4)。 

４章では，安全・安心社会へ向けた都市と建築の未来像を考えて，地球環境時代における建築構造分

野の役割として，資源からみた建物の寿命マネジメントについて言及する。 

 

4.2 資源と建物寿命 

4.2.1 資源 

資源の可採年数は，現時点での確認可採埋蔵量を年間生産量で割った値で定義され，化石燃料におい

ては，以降，石油 51 年，石炭 153 年，天然ガス 53 年で枯渇するとしている 5),6)(図 4.１，表 4.1)。ま

た，鉱物資源においては，鉄鉱石 70年，鉛 20年，銅 35年とされており，その多くが 100年を下回って

いる。資源の可採年数は必ずしも資源の消滅を意味するものではないが，いずれにしても鉱物資源や化

石燃料の資源は有限であり，資源枯渇の観点から建物の建設時に使用する鋼やコンクリートなどの建築

材料に加えて，チタンやマンガンなどのレアメタルにおいても資源の消費を抑制する必要がある。この

うち，鋼は建築，土木，造船・機械，自動車などの産業分野で大量に消費されており,リサイクルの資源

循環が成立している材料である。すなわち，鉄鉱石を主とする製造法(高炉)と鉄スクラップを主とする

製造法(電気炉) が共存し，循環社会システムを構築している。(社)日本鉄鋼連盟が作成した日本におけ

る鉄鋼循環図(2014年度)を図 4.2に示す 7)。銑鉄生産(高炉)は 8390 万トンであり，鉄鉱石 1億 3681 万

トン，原料炭 5905 万トンを消費している。普通鋼鋼材は 4641 万トンが消費されており，その内の約 32%

が建築において使

用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注*1：環境省:平成 23 年版 環境・循
環型社会・生物多様性白書 

注*2：可採年数は，確認可採埋蔵量や
生産量の変動により変動する。 

 
図 4.1 資源と確認可採埋蔵量 

表 4.1 世界の主な鉱物資源 

鉱物
*1

確認可採

埋蔵量 可採年数
*2

(百万トン) (年)

鉄鉱石 160,000 70

銅鉱石 540 35

亜鉛鉱 200 18

鉛 79 20

チタン 730 128

マンガン 540 56

クロム 0 15

ニッケル 71 50

モリブデン 9 44

レ
ア
メ
タ
ル
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4.2.2 建物寿命 

工業製品の寿命は使用できる期間，あるいは様々な物質・物体の発生・出現から消滅・破壊までの時

間である。これにならうと，建物の寿命は実際，施工されてから解体されるまでの期間が寿命であろう。 

内閣府によると，社会資本の耐用年数に及ぼす影響として，物理性・機能性・経済性・社会性・災害

の５種類の概念が示されている 8)(表 4.2)。これによると，物理的耐用年数は，施設が使用されることに

よって減耗し、通常の維持補修では使用不可能になるまでの年数と定義されている。構造体の耐用年数

は，鉄筋コンクリート構造の場合，鉄筋を被覆するコンクリートの中性化の速度から算定し，中性化に

より効用持続年数が尽きるものとしている。鉄筋コンクリート構造建物のコンクリートが中性化した例

を写真 4.1 に示す。海岸沿いに建設されており，部分的にかぶり厚さが消失し，鉄筋が露出した状態に

なっている。コンクリートは空気中の炭酸ガスを吸収して年に 0.5mm ずつ中性化するとすれば，コンク

リートのかぶり厚が３cmの場合，60年でコンクリートが中性化し，鉄筋にまで到達することになる。鉄

図 4.2 鉄鋼循環図(2014年度) 

表 4.2 耐用年数の分類 
種類 定義

物理的耐用年数
施設が使用されることによって減耗し，通常の維持補修では使用不可能

になるまでの年数。

機能的耐用年数

物理的耐用年数が経過する以前に，施設に対する需要量が当初予定され

た限界を超える，あるいは需要の質的水準が施設の質的水準を超える等

により機能不足を生じるために更新せざるを得なくなるまでの年数。

経済的耐用年数
既存の施設の維持管理費が，施設を更新する費用及び更新後の新施設の

維持管理費を上回るため，更新する方が経済的になるまでの年数。

社会的耐用年数
他の公共施設の建設敷地となるため撤去を要する等の外的事情のため

に，撤去または再建を要することになるまでの年数。

災害上の耐用年数
自然災害または社会的事故のため，施設が破壊・損害を受け更新せざる

を得なくなるまでの年数。



33 
 

注） 
*1  t : 骨格材の厚さ(mm) 。 
*2  1)塩素などの腐食性を有する液体・気体の

影響を直接全面的に受けるもの。 
2)塩素などの潮解性を有する固体を常時設
置，蒸気の影響を直接全面的に受けるも
の。 

 

表 4.3 法定耐用年数 

図 4.3 建物残存率曲線と平均寿命 

構造種別 RC造 鉄骨造 木造

用途 SRC造 ｔ
*1
≦3 3<t≦4 t>4

事務所 50 22 30 38 24

住宅 47 19 27 34 22

店舗 39 19 27 34 22

 1) 24 12 15 20 9

工場
*2

2) 31 14 19 25 11

3) 38 17 24 31 15

筋コンクリート構造の効用持続年数は，大蔵省主税局(1951)の固定資産の耐用年数の算定方式によると

一般建物(住宅も含む)の耐用年数は 120 年，外装材により被覆した場合の耐用年数は 150 年とされてい

る 9)。 

鋼材の場合，鋼構造建物の耐荷性能に及ぼす材料の劣化は，鋼材の腐食および局部的な応力集中によ

る亀裂・破断である。表面無処理鋼材の標準耐用年数は，部材の板厚の 10%が腐食したときをもって耐用

限界に達したものとしており，部材の断面系(閉断面形，開断面形)，鋼材の年間腐食量(標準地域におけ

る表面無処理鋼材の年間腐食量：0.05mm/年)により算出できるようになっている。また，塗膜において

は，付着量の 90%が腐食損失したときをもって耐用限界に達したものとしている 10)。 

木材の場合，木造建物の耐久性に及ぼす要因は，主に腐朽や蟻害などによる生物劣化である。素材の

樹種による耐久性能値に断面寸法や薬剤処理による割増しを行うことで，使用する材料の耐用年数を推

定することが耐久性能の評価の基本的な考え方となっている 11)，12)。 

一方，建物の耐用年数は減価償却を考慮して供用期間が決められている。固定資産台帳のデータをも

とに算出された建物残存率曲線(1997年データによる東京都を除く全国)を図 4.3に示す 13),14)。残存率曲

線において，50%残存率になる年数(平均寿命)は，半分の建物が除却され，半分の建物が残存しているこ

とを意味する。50%残存率において，RC事務所で 45年，RC共同住宅で 51年，木造専用住宅で 41年の平

均寿命となっている。近年の建物の質の向上や経済状況を反映して，平均寿命は徐々に長くなる傾向に

ある。 

財務省令による減価償却の耐用年数(法定耐用年数）を表 4.3に示す。減価償却は事業の継続性を保つ

ためのもので，固定資産評価における経年減点補正や不動産取引における建物価格評価であり，構造種

写真 4.1 鉄筋コンクリート構造部材の劣化(宮古島) 
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別と用途に対して定められている。このうち，鉄骨造では，骨格材の厚さにより，塩素などの腐食性を

有する液体・気体の影響を直接全面的に受けるものと塩素などの潮解性を有する固体を常時設置，蒸気

の影響を直接全面的に受けるものに分類されている。事務所では，木造(24 年)で最も短く，鉄骨造(38

年)，RC 造(50 年)の順となっている。住宅においては，鉄骨造(19 年:骨格材の厚さ 3mm 以下)，木造(22

年)，RC造(47年)の順となっている。 

4.2.3 滅失建物 

我が国では自然災害が多く，建築構造の寿命は物理的耐用年数では決まらず，地震などに対する性能

や損傷によって寿命が決まる場合が多い。1991～2015 年度の滅失建築物の床面積の推移(住居以外)を図

4.4に示す 15)。ここで，除却建築物は老朽，増改築などにより除去された建築物であり，災害建築物は火

災，風水害，震災などにより失われた建築物である。この間で平均すると，毎年 30,000千 m2程度の建物

が解体されることになる。今後，気候変動に伴う洪水，巨大台風，竜巻，豪雪，局所的豪雨などの発生

により自然災害によって除却される建物は増加するものと推察される。滅失建築(1991～2015 年度)は，

災害によって滅失されたものを除くと，概ね 95％が除却建築物となっている。これらの建物の取り壊し

の理由は，敷地使用目的の変更，立地条件変化への対応不能，建物の使用目的がなくなるなどが主な要

因となっている 2)。すなわち，物理的な要因ではなく，機能的・社会的・経済的な要因で解体されている。

機能的・社会的・経済的な要因によって建物・部材の寿命が決定されるとすれば，構造技術者の役割と

して，少なくとも解体までの建物・部材の寿命をマネジメントする必要があろう。 

図 4.5 建物の維持管理の最適化 

図 4.4 滅失建築物の床面積の推移（住居以外） 
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4.2.4 戦略的ストックマネジメント 

スクラップ＆ビルドから脱却し，建物を有効に活用するためには，各々の建物の状態を把握し，適切

な方法で維持管理する必要がある。例えば，建物を利用目標期間まで性能を維持管理する（計画 A），計

画 A より低い維持管理を行うが，ある段階で大規模な補修を実施する（計画 B），当初の耐用年数前に建

物の異なる用途に転用する（計画 C），当初の耐用年数を経てから計画 C とは異なる用途に転用する（計

画 D）などが検討されている 16)（図 4.5）。これらの各計画は建物・部材の損傷，コスト，環境負荷など

の観点を加えて総合的な判断が必要である。 

 

4.3 マネジメントと情報管理 

4.3.1 マネジメントのための要素技術 

建物寿命は，リニュアル技術，建物・部材の長寿命化技術などにより物理的な耐用年数まで建物を使

用できれば，おのずと長くなる。機能的・社会的・経済的・意匠的な要因によりやむなく解体しなけれ

ばならない場合には部材リユースなどが有効である。以下，建物・部材のマネジメントのための要素技

術を紹介する。 

１)リニュアル(躯体改造)技術 

鉄筋コンクリート構造の既存ストックを再生・活用を円滑に進めるために空間(集合住宅の例)を拡大

する技術として，梁せい低減技術や梁の貫通口補強技術などが提案されている 17)。図 4.6 に示すような

RC補強は，切断した既存梁の両側に RC梁を設置し，下端筋とあばら筋を配置することで梁の剛性と耐力

を確保している。また，S補強は，鉄骨の梁を既存梁の両側に設置し，梁下に鋼板で繋いで一体化した例

である。 

２)建物・部材の長寿命化技術 

建物・部材の長寿命化技術の一つに損傷制御構造があり，制振構造に関する要素技術，接合部・構造

部材・構造システムなどが開発されている 18)。大地震動に対して主架構を概ね弾性応答に収めてエネル

ギー吸収部材（制振ダンパー）の塑性変形により地震入力エネルギーを吸収するものであり，大地震動

図 4.6 梁せいを低減する補強方法 

図 4.7  700N/mm2級鋼を利用した高減衰構造 
システム 

(a)反発硬さ計        (b)固体発光分光分析 

写真 4.2 非破壊試験 



36 
 

後でも主架構はほとんど損傷せず，制振ダンパーの補強あるいは取り替えのみで継続使用が可能となる。

その例として，高強度鋼材の弾性変形限界が大きいことの長所を活かし，大地震による損傷を受けにく

く，建物・部材の長寿命化に寄与できる中層建物が提案されている（図 4.7）。組立材をボルト接合にす

ることで，解体・分離が容易であり，部材リユースを想定した新しい建物の設計に利用できる技術であ

る 19)。また，想定外の外乱にはエネルギー吸収部材のモニタリングを行うことで，レジリエンスの高い

安全性を確保する試みがなされている 20)。このような技術を利用することで，建物・部材の長寿命化に

貢献できる。 

３)部材の性能評価 

鋼の場合，部材の性能評価はカルテ，設計図書，鋼材検査証明書などにより行うことができる。しか

しながら，古い建物の場合，これらは存在していない場合がほとんどである。解体された部材が存在す

れば，破壊試験により部材の性能評価が可能であるものの，使用中の建物においては試験片を採取する

ことが困難であるため，非破壊試験が必要になる。 

非破壊試験の例として簡易反発式硬度計，可搬式の固体発光分光分析を写真 4.2(a)，(b)に各々示す 21)。

鋼材の引張強さは簡易反発式硬度計を用いて現場において測定されたリーブ硬さにより，推定すること

ができる。また，現場で固体発光分光分析装置用いて鋼材の化学成分を測定し，JISに規定されている化

学成分の上限値，下限値との照合することで部材の材質を判定することができる。鋼材の化学成分が判

明すると，炭素当量(Ceq)や溶接割れ感受性組成(Pcm)により溶接性を評価できる。 

４）部材の劣化評価 

鋼部材の耐久性を阻害する要因には，腐食・疲労・熱影響・材料欠陥などがある。このうち，その腐

食は，主に水分と酸素の存在によって生じるもので，長期に渡る自然環境下においては，その程度や形

態が異なる。特に，塩分や硫黄酸化物などの腐食生成物の量は地域によって異なるので，鋼部材の腐食

する速さも地域によって異なる。鋼部材の腐食を防止する一般的な方法は塗装である。塗膜の防錆性能

は，塗料の種類，塗膜の厚さ，施工の良否などによって異なるので，十分な留意する必要がある。適切

な点検，補修を定期的に実施し，維持管理することで，鋼部材の長寿命化を図ることができる。 

鋼部材の塗膜劣化（膨れ・さび・割れ・はがれ・白亜化）のうち，さびの色情報を用いて等級を評価

した例を図 4.8 に示す 22)。２値化処理(濃淡のある画像を白と黒の 2 階調に変換する処理をいう)を用い

てあいまいな部分を取り除き，正確なさびの部分の面積比・ラベルリングによりさびの等級を判定して

いる。さびの抽出は，色相(H)と彩度(S)を取り出して HSV 表色系を用いている。色情報の画像処理によ

図 4.8 色情報を用いたさびの簡易評価 

(a)さび分布の視覚例(ASTM規格) 
(d)評価用画像           (e)2値化画像 

(b)HSV3次元モデル     (c)ラベルリング処理の例 
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写真 4.4 ICタグによる情報管理 

(a)ICタグ            (b)設置状況               (c)読み取り装置 

ICタグ

写真 4.3 溶融亜鉛めっきボルトの腐食    
   状況(M10:90サイクル) 

 

注)*1 Z27のめっき付着量(135 g/m2)の

90％が消失する年数で算定 23) 

暴露試験 平均腐食 平均 Z27の想定耐用

地域 速度 年数
*1

屋外 屋内

重工業地帯 32～35 34 4 32

都市地帯 12～18 15 8 64

海岸地帯 11～14 13 10 80

田園地帯 8～12 10 12 96

山間地帯 3～8 6 20 160

g/m
2
・年

表 4.4 屋外暴露試験による想定耐用年数 

 

白さび 

素地 

亜鉛めっき 

100μm 

り鋼部材の塗膜劣化の状況が定量的に判別でき，ASTM で定められているさびの等級と照合させることが

できる。 

スチールハウスなどに使用される薄鋼板のめっき仕様(Z27)に関して，複合サイクル促進腐食試験と屋

外暴露試験の相関による想定耐用年数を表 4.4に示す 23)。溶融亜鉛めっき Z27(めっき付着量：275 g/m2)

の想定耐用年数は，平均腐食速度により暴露試験地域ごとに耐用年数が設定されており，都市地帯の屋

外では，8年（屋内では 64年，平均腐食速度：約 15 g/m2/日）とされている。複合サイクル促進試験は，

大気暴露試験との相関を高めるため，実環境を模擬する方法で，実環境と同様に，環境因子の濡れ，乾

燥，その他因子が繰り返される条件を採用している。中性塩水噴霧試験と異なり，塩水の噴霧を連続で

は行わない試験方法である。例として，複合サイクル促進腐食試験後（JASO M609:90 サイクル）の溶融

亜鉛めっきボルト（M10 のめっき付着量：350 g/m2）断面の SEM(走査型電子顕微鏡)による観察結果を写

真 4.3 に示す 24)。複合サイクル促進腐食試験後の溶融亜鉛めっきボルトのめっき層は減少しているもの

の，素地は防食されている。 

このように複合サイクル促進腐食試験により溶融亜鉛めっき仕様の鋼部材の耐久性をある程度推定す

ることができる。 

５)情報管理技術 

上記で示した鋼部材の機械的性質・溶接性・劣化などの部材性能の情報のデータベースを構築にあた

っては，ICタグなどの媒体が有用である。 

IC タグは電子荷札と呼ばれており，バーコードに代わる次世代の情報管理システムとして位置づけら

れている 25),26)。ICタグの設置状況および読み取り装置を写真 4.4に示す。ICタグを製品に取り付けて固

有の情報を瞬時に抽出することができる。部材性能の情報をマネジメントするためには，IC タグなどの

媒体が存在し，部材性能の情報と認識番号を一致させ，ソフトの情報とモノが１対１に対応させる必要

がある。しかし，現時点では，IC タグの耐久性や作業工程の煩雑さなどの課題があり，短期的な利用に
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既存建物       柱・大梁など        新規建物 

図 4.9 鋼構造の部材リユース 

丁寧な解体    

限定されている。 

 

4.3.2 情報管理技術の例 

１)ICタグによる証券化 

部材の情報管理の例として，IC タグを利用した部材リユースについて紹介する。図 4.9 の模式図に示

すように，工場などから採取された部材の品質を評価し，新しい建物へリユースするモデルを考える。

部材リユースは，解体，輸送，修復のみでリサイクルのような溶融を伴わないため，二酸化炭素排出や

エネルギー消費の削減に大きく寄与できる 27),28)。 

ICタグを利用したリユース部材の証券化の模式図を図 4.10に示す 29)。これは，投資家から事業資金や

運転資金を調達するため，IC タグを利用してリユース部材を証券化したビジネスモデルである。鉄骨所

有者が建物の解体までの期間，リユース部材を含む設計図書の情報を管理し，電子的に債権登録する。

登録債券として建物の一部として使われているリユース部材を管理会社の所有資産として分離する。こ

れは発注者からの利用料により収益を確保する点で，テナント料や不動産機能の更新による売却益を得

る不動産証券化と類似している。既に，不動産の証券化は自社ビルなどの資産の賃貸において多く実施

されている。一定の期間の建設時期に該当するリユース部材をまとめ，証券発行を目的として設立した

特定目的会社（以降，SPCという）に譲渡し，リユース部材の利用料などにより得た収益の配当及び償還

時分配金による証券を発行し，投資家に販売する。これらによって調達した資金によりリユース部材を

運用・管理する。 

図 4.10 ICタグによる証券化の例 

鉄
骨
所
有
者

SPC*1

(担保物権の所有権を保有し、金融機関に担保提供)

投資家(個人・企業・団体)

証券発行
配当金・分配金

所有権
移転

ビジネスマネジメント(リユースビジネスの統括・
ＩＴエンジニアリング・リユース加工者の管理) 

収益
維持管理
委託

資金調達 資金調達

利用者(商社・鉄骨加工者・施工者・建築主・ユーザー) 

購入リユース用部材
の供給

リユ-ス用部材のDB(設計図書・ICタグ)
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２)ICタグによるマネジメント 

建物に使われる部材は，発注者の所有物であるため，建設時のコスト，運用時の CO2排出の抑制などの

経済的あるいは CSR(Corporate Social Responsibility)上のメリットが明らかでないとリユース部材として

使われにくい状況にある。これに対して，IC タグを利用することでモノとソフトの情報を同定認証し，

電子記録債権法に沿ったビジネスモデルとすれば，メリットを享受しやすい。このモデルの場合，リユ

ース部材を証券化することで，発注者には上記のメリットを明示できなくても投資家より事業資金や運

転資金を調達する。これにより固定資産税や取得税の減額メリットを享受させる方法である。 

建物の建設時においてはその費用を設計見積などにより把握できるものの，資金調達を短期間に行う

必要があるため，事業リスクが大きくなる。これに対して，保管・維持管理時においては固定費の占め

る割合が大きいものの，事業リスクが小さいと言える。SPC・利用者・ビジネスマネジメントなどにおい

て ICタグによる情報を共有化することで，市場価格に左右されにくい安定的なリユース部材の供給を図

り，事業収益が向上すれば，投資家に対して配当金・分配金として還元する。リユース部材に取り付け

た ICタグの情報をデータベースとして登録することで，事業化にあたって資産価値として代替する。 

 

4.4 まとめ 

４章では，地球環境時代における建築構造分野の役割として，資源からみた建物寿命を評価するため

の要素技術とマネジメント例を示した。建物・部材の平均寿命はやや長くなっているものの，物理的寿

命までの使用に至っていない状況にある。今後，既存ストックの長寿命化のための診断・再生・維持管

理技術をさらにブラシュアップさせる必要がある。 
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5. 資源循環とエネルギー消費・削減に関する現状 

ここでは、建築の構造技術者がこれからの低環境負荷型の建築の実現に向けて，その考え方を身につ

けることを目的とし、建設材料に用いる天然資源や再生資源、エネルギー、水資源に関し、資源循環の

基礎的な情報と、今後の資源循環型社会において構造技術者が考えておくべき事項について記述する。 
 
5.1 資源・エネルギーに関する現状 

5.1.1 資源消費の現状 

(1) 我が国の物質フロー 
環境白書に記載されている我が国の物質フローを図 5.1 に示す 1)。天然資源投入量は 2000 年度の 19

億 t から 2015 年度の 16 億 t に減少したが，資源の循環利用量は 2000 年度の 2.1 億 t から 2015 年度の

2.5 に若干増加している。資源の消費量に対する循環量の割合は増加しており，社会的な意識は徐々に資

源循環に向かっている。 

 

図 5.1 我が国における 2000 年度および 2015 年度の物質フロー1) 

 
(2) 産業廃棄物の業種別排出量と建設副産物の内訳 
国土交通白書に記載されている産業廃棄物の業種別排出量を図 5.2 に、建設副産物の内訳の推移を図

5.3 に示す 2)3)。建設業から排出されている産業廃棄物量は，電気・ガス・熱供給・水道業に次いで 2 番

目に多く，全体量約 3.9 億 t の 2 割程度を占めている。さらにその経年変化と内訳をみると，平成 24 年

度の全体量は，平成 7 年の 7 割程度に減少しているが，コンクリート塊はそれほど顕著な減少傾向はな

く、全体に占める割合は最も大きい。 
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図 5.2 産業廃棄物の業種別排出量（平成 27年）2) 

 
図 5.3 建設副産物の排出量内訳の推移（平成 7年度～24年度）3) 

 
(3) 日本の鉄鋼循環図（2014 年度） 
日本の鉄鋼循環図（2014 年度）を図 5.4 に示す 4)。2014 年度の鉄鋼資源の循環量を見ると、普通鋼鋼

材消費量 4,641 万 t のうち、建築用途は 1,484 万 t（32%），土木用途は 809 万 t（17%）、老廃スクラッ

プ 2,390 万 t のうち建築用途からの排出量は 667 万 t（28%）、土木用途からの排出量は 411 万 t（17%）

電気・ガス・熱供

給・水道業
100,543 

建設業
81,845 

農業・林業
80,949 
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窯業・土石製品製
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食料品製造業
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である。老廃スクラップは、他用途のものや自家発生スクラップ、加工スクラップと合わせ、4,247 万 t
が国内鉄スクラップとして循環資源されており、鉄鋼は輸出入を含めた資源循環の仕組みが確立された

資源であることがわかる。 

 
図 5.4 日本の鉄鋼循環図（2014年度）4) 
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5.1.2 エネルギー消費の現状 

(1) 日本のエネルギー国内供給構成および自給率の推移 
資源エネルギー白書に記載されている日本のエネルギー国内供給構成および自給率の推移を図 5.5 に

示す 5)。これによれば、東日本大震災前では、原子力発電の推進によりエネルギーの自給率は 20％程度

あったが、現在は 1 割以下である。 

 

図 5.5 1次エネルギー国内供給構成および自給率の推移 5) 

 
(2) 2030 年の日本の電源構成 
現時点で政府が公表している今後のエネルギー需給の見込みは、2030 年における電力需要が 9,808 億

kWh（2013 年比で-25%）である。また、エネルギー構成比率は、水力や水素を含む再生可能エネルギー

が 22～24%、原子力が 20～22%、石炭が 26％、石油が 3%、天然ガスが 27%と示されている。 
今後は、建築や都市にも水素を含む再生可能エネルギー関連装置や施設の導入が増加することが予想

される。例えば、建築物への太陽光発電パネルや小中規模の風力発電装置の取り付けに際しては、これ

らの積載荷重、風荷重、風による振動対策、突風に対する対策など、建築構造の技術者が関わる課題も

増えることが予想される。 
 
(3) 産業（製造業）および家庭でのエネルギー消費の現状 
製造業エネルギー源別消費の推移を図 5.6 に、家庭でのエネルギー消費およびエネルギー源の状況を図

5.7 に示す。エネルギーの使われ方は，産業と家庭とでは状況が異なっている。業種別のエネルギー消費

量の推移は、リーマンショックの直後に一時的な落ち込みがあるものの，どれかの業種にあまり偏るこ

となく徐々に増加している。家庭ではこの 50 年近く暖房と給湯の割合が高いが，そのエネルギー源は電

気と都市ガスの割合が増加している 6)。 
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図 5.6 製造業エネルギー源別消費の推移 5) 

 

 
図 5.7 世帯当たりのエネルギー消費原単位と用途別エネルギー消費の推移（上） 

および家庭部門におけるエネルギー源別消費の推移（下）5) 

 
5.1.3 水資源に関する社会動向 

(1) 日本および世界の水収支 
 図 5.8 に日本の水収支を、図 5.9 に世界各国の降水量および人口一人当たりの年降水総量・水資源量を

示す 6)。日本の平均水資源賦存量は、年間 4,200 億 m3と、一見多く見られがちであるが、世界の平均を

やや下回っている。国土交通省のホームページには水資源の重要性に関し、「水は、土地とともに我が国

の国土を構成する重要な要素であるとともに、生命にとって必要不可欠なものである。しかしながら水



46 
 

の利用にあたっては、人間の社会経済活動にともない、自然の水循環系に対して、水資源開発、供給施

設、排水処理施設等による人為的な操作が加えられている。このため、「健全な水循環系」の構築により、

人類及び地球上の生態系が、水の恵みを持続的に受けられるようにすることが必要不可欠である。」と記

述されている。 

 

図 5.8 日本の水収支 6) 
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図 5.9 世界各国の降水量および人口一人当たりの年降水総量・水資源量 6) 

 
(2) 水資源循環基本法 
 我が国の水資源に関し、健全な水循環を維持し、又は回復させ、我が国の経済社会の健全な発展及び

国民生活の安定向上に寄与することを目的として 2014 年 4 月に施工された。その基本理念として下記の

5 項目が示されている。また、この施策を総合的に推進するため、内閣に水循環政策本部が設置された。 
1) 水循環の重要性 

水については、水循環の過程において、地球上の生命を育み、国民生活及び産業活動に重要な

役割を果たしていることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復のための取組が積極的に推進され

なければならないこと 
2) 水の公共性 

水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水については、その

適正な利用が行われるとともに、全ての国民がその恵沢を将来にわたって享受できることが確保

されなければならないこと 
3) 健全な水循環への配慮 

水の利用に当たっては、水循環に及ぼす影響が回避され又は最小となり、健全な水循環が維持

されるよう配慮されなければならないこと 
4) 流域の総合管理 

水は、水循環の過程において生じた事象がその後の過程においても影響を及ぼすものであるこ

とに鑑み、流域に係る水循環について、流域として総合的かつ一体的に管理されなければならな



48 
 

いこと 
5) 水循環に関する国際的協調 

健全な水循環の維持又は回復が人類共通の課題であることに鑑み、水循環に関する取組の推進

は、国際的協調 の下に行われなければならないこと 
建築に関わる事項としては、この法律によって地下水が国や自治体の管理下におかれる点にあり、今

後、基本的な施策にある、貯留・涵養機能の維持及び向上や、水の適正かつ有効な利用の促進等につい

て、公共工事における要件や、建築確認申請時の指示事項に何らかの形で盛り込まれる可能性がある。 
 
5.2 資源・エネルギー消費の削減への取組み 

5.2.1 資源消費削減への取組み 

(1) 無損傷構造システム 
鋼構造建築物では，府省連携プロジェクトで開発された 800N／mm2 級の高強度鋼を用い，設計応力

を鋼材の弾性域内で設計することにより，震度 7 無損傷の構造物として実用化されている 7)8)。 
 開発された構造システムは，ボディと呼ばれる内部の柔構造部分が剛構造の外殻架構と制震ダンパー

で接続された振動分離型制震架構システムがある。本構造の用途としては，コミュニティーセンターや

地域の防災拠点を兼ねる自治体の庁舎等が想定されている。このうちコミュニティーセンターを模擬し

た実証用の構造体がつくば市内で建設され，構造性能の検証が行われた。このシステムでは溶接による

接合が困難な超高強度の鋼材を利用することもあり，建築物のリユースを意識した高強度ボルトによる

支圧接合方式が採用された。なお，本構造システムによる建築物のコストは，通常の鋼構造建築物に比

較して 1 割程度の上昇が見込まれている。 

  

 

 
図 5.10 震度 7無損傷構造物の原理（左上）7) 

 高強度ボルトによる支圧接合方式（右上）7) 

 コミュニティーセンター適用時のイメージ（左）8) 
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(2) CFH 架構･生産システム 
経済産業省の資源循環住宅プロジェクトが実施された際に、建築構造部材のリユースシステムの構築

を目指した CFH 架構について研究が行われた 9)。CFH 架構とは、H 型鋼のウェブの両面にコンクリー

トを充填した構成の部材からなる構造であり，充填したコンクリートを取り外すことによって，H 型鋼

を容易に再利用しようというものである。同プロジェクトでは、愛知県内に SI（Skeleton-Infill）住宅

を模擬した建屋が建設され，その性能確認が行われた。免震と組み合わせることによって，鋼材，コン

クリート，型枠の資材投入量は，RC の耐震構造と比較して 2 割程度削減でき，かつリユースが可能であ

ることが示された。H 型鋼の再々利用を考慮すると、構造体のスパンを統一する必要があり、開発当時

には技術の普及面で課題が残った。なお、CFH 架構は、省人化施工が可能であり、この点に着目した普

及も検討すべきである。 
 

  
図 5.11 CFH 架構システムの概要（左）および CFH部材の断面（右）9) 

 
(3) コンクリート塊の高度利用 

再生骨材コンクリートの適用推進のため，建築学会では JIS で規定された再生骨材 H，再生骨材コン

クリート M，再生骨材コンクリート L の活用を前提として，再生骨材コンクリートの種類，品質，再生

骨材の製造を含む材料，調合，品質管理などコンクリートの設計・施工に必要な一連の技術標準をとり

まとめ，指針として発行されている 10)。 
品質面で一般のコンクリート普通骨材と同等の再生骨材コンクリート H であれば、その採用に関して

発注者や建物所有者の理解が得られやすいと考えられるが、現実にはコスト面で不利であることと、再

生骨材の回収率が相対的に低いこと等の課題がある。今後の再生骨材コンクリートの普及を考えると，

再生骨材コンクリート M の適用を中心に建築構造物に利用することを検討しておかなければならない。 
技術的には粒度調整と相対的な品質を一般的なコンクリートに近づけるために、再生粗骨材 M に砕石や

砂利を混合利用することを勧めたい。ただし、利用実績はまだ少なく、品質のばらつきの把握を含めて、

より一層の実証的な部材レベルの研究開発の推進が望まれる。 
 
(4) 循環型社会におけるセメントの役割 
近年製造されているセメントには、廃タイヤや鋳物砂をはじめ、多種多様な産業廃棄物が原料として

利用されている。その量そのものは、セメントの出荷量ともに減少傾向にあったが、セメント原料に占

める割合では増加傾向にあり、2012 年以降はセメント 1t あたり 480kg 前後となっている 11)。 
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我が国全体の資源循環を考える中で、セメントが多量の産業廃棄物を受け入れて再利用しているという

役割は重要であり、社会的にもセメント・コンクリートの活用は、一定量維持していくことを考えてお

く必要がある。 

 

図 5.12 循環型社会におけるセメント工場の役割 11) 

 
図 5.13 セメントの廃棄物・副産物使用量・使用原単位の推移 11) 
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5.2.2 エネルギー消費削減への取組み 

(1) 高混合率の混合セメント等の利用 
セメントが鉄と並んで CO2 原単位が高いことが知られているが、その対策として混合セメントの利用

が有効であることが知られている。特に最近では高炉スラグ微粉末に代表される混合材の混合率が高い

セメント、例えば高炉 C 種相当のセメントの建築物の地下や地上躯体への利用が研究されている 12)。RC
構造物の中性化の抑制等の配慮すべき事項はあるが、建設時のコンクリート材料に起因する CO2 を大幅

に削減できる技術であり、上記のセメントの廃棄物利用の側面にも配慮しながら適用が進められるべき

技術である。 
2017 年には、日本建築学会から高炉セメントまたは高炉スラグ微粉末を用いた鉄筋コンクリート造建

築物の設計・施工指針(案)・同解説が発行された 13)。この中では。高炉スラグコンクリートの特性と適用

部位、構造体及び部材の要求性能とともに、要求される環境配慮性および CO2 削減等級が定義され、こ

のうち CO2 削減等級としては、等級 0（0%≦CO2削減率≦5%）、等級 1（5%≦CO2 削減率≦20%）、等

級 2（20%≦CO2 削減率≦40%）、等級 3（40%≦CO2 削減率）が設定された。このように混合セメント

の利用による CO2排出量削減の取り組みが促進しやすい技術標準が整備された意義は大きい。 

 

図 5.14 高混合率の混合セメントの建築構造物への利用に関する研究例 12) 
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(2) 建物外皮でのエネルギー削減 
建築では、空調機器や照明器具、給湯機器の改良・進歩により、省エネが進められている。また、庇・

ルーバー等の活用による自然の通風、自然の採光を利用し、空調や照明に必要なエネルギー削減の取り

組みも盛んに行われている。 

 
図 5.15 ルーバーによる日射遮蔽と照度確保の両立を図った事例 14) 

 
(3) 躯体蓄熱・再生可能エネルギー利用 
建築物に用いられる省エネ技術として、蓄熱技術がある。蓄熱には水や氷を用いた設備機器によるも

ののほか、地中蓄熱や躯体蓄熱がある（図 5.16）。躯体蓄熱では、夜間に床スラブに蓄熱して昼間に放熱

させることで床面を 22～24℃に維持できた例がある。また、fib の報告書（Environmental issues in 
prefabrication State-of-art prepared by Task Group 3.1, January 2003）ではボイドスラブに温水を通水す

ることにより省エネルギーを図った事例が掲載されている 16)。エネルギー削減量は冬季の暖房で 35%、

夏季の冷房で 40%を達成したとの記述があり、積極的に適用が検討されるべき技術である。また、最近

では建物での太陽光発電や風力発電の適用に加え、複合ビル内でのバイオガスの利用や落水発電も実施

される例が出てきている 17)。 
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図 5.16 建築物における蓄熱の種類 15) 

 
(4) スマートコミュニティーによるエリア内の電力・熱融通 

図 5.16 に示す大規模な建築物 17)や柏の葉スマートシティーのような街区レベルの都市開発 18)にお

いては，電力や熱の融通により高度な省エネルギーシステムが導入されている。建築に必要な配慮と

して例えば設備機器・配管スペースの確保や、街区においては共同溝の高度利用などが求められる。

構造技術者としては，躯体のスリム化や貫通孔への対応、構造物への熱の影響など，設備技術者との

連携が必要となる。 

 
図 5.17 超高層ビルの縦型都市構造における電力・熱融通の例（あべのハルカス）17) 
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5.2.3 水資源の有効利用 

(1) 雑用水の利用および雨水貯水 
5.1.3 で述べたように、我が国は降水量の多さから水資源が豊富であると考えがちであるが、資源とし

て利用できる水量は世界的な平均よりも低いため、建築周囲では、雨水の有効利用は大きな意味を持つ。

建築に関わる水資源の有効利用法として、既に雑用水の有効利用が行われており 19)、現状では主として

雨水の貯留・利用が、事務所ビル、会館・ホール、学校をはじめ多くの建築物で行われている。都心部

では制約がある地下水の有効利用や、現状はコスト面で実現性が低い排水の浄化利用も含めて、総合的

な建築周りの雑排水の利用を考えていくべきである 20)。なお、雨水貯留層を地中に構築するための工法

として、コンクリート製の雨水貯留槽)やより安価な樹脂製の製品が開発されている。 
 

 
図 5.18 雑用水利用の現状 19) 

表 5.1 雑用水の利用方法の比較 20) 
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(2) Green roof（屋上緑化）および Rain garden（雨庭） 
建築物廻りでの雨水利用に関しては、図 5.19 に示す屋上緑化 21)や、図 5.20 に示すレインガーデン（雨

庭）22)により雨を一時貯留して植物に水分を供給するとともに徐々に排水する仕組みが用いられている。

雨水の有効利用とともにこうした建築外構部分で雨水を一気に排水側に流さないことによる豪雨対策と

しての効果が期待されている。日本建築学会では、建築物廻りの雨水の活用についてとりまとめ、2016
年に雨水活用技術規準が出版されている 23)。 
 

 
図 5.19 屋上緑化の例 21) 
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図 5.20 レインガーデンの例 22) 

 
5.2.4 環境配慮型ビルの事例 

近年日本各地に ZEB（ゼロエネルギービル）や ZEH（ゼロエネルギーハウス）の建設がされるように

なった。それらの建物では、空調や照明、自然通風など徹底した省エネルギー技術や太陽光発電に代表

される再生可能エネルギーによる創エネルギーが組み合わされている。また、環境配慮型のビルの使用

材料として、炭素固定が期待される耐火性が付与された木材の利用も推進されて始めている。諸外国に

目を向けると、構造・使用材料、資源循環、エネルギー削減、水循環を総合的に取り入れたより先進的

な環境配慮型ビルの建設が実現されている。その一例としてシアトルに建設された Bullitt Center の事

例を取り上げる。このビルでは以下のような環境配慮技術が適用されている 24)。 
(1) 構造・使用材料 

6 階建ての構造体のうち、コンクリートは 1 回部分のみに使用し、2～6 階は接合部に鋼材を使用

した木造を採用することで，建設時の CO2排出量の削減を図っている。供用期間についても 250 年

と，従来の構造物よりも大幅な長寿命設計が反映されている。 
(2) 資源循環 

本事例では，特にリサイクル材の活用については言及されていないが，重金属等の有害物の不使用

が宣言されている。また，下水は堆肥として再利用されている。 
(3) エネルギー削減 

空調等の電力負荷を軽減するために，外気導入やブラインドによる日射遮蔽の他、屋上には太陽光

発電パネルが設置され、屋内の床には地中熱利用のためのチューブが敷設されている。 
(4) 水循環 

トイレは超節水型となっており、雑排水の浄化や雨水を浄化・貯留して利用することで上水使用量

のゼロ化を達成している。 
 
建築構造の技術者として，特に注目すべき事項は，資源消費や CO2 排出量の削減を構造体としての要

求性能を勘案して木材・コンクリート・鋼材の適切に組み合わせている点にある。 



57 
 

 
5.3 今後の環境循環型社会に向けた構造技術者の役割 

5.3.1 知識の充実と基本的な考え方 

天然資源の利用には限界があり、今後の持続的社会を実現するためには、資源の枯渇について考えて

おかなければならない。例えば鉄鉱石は、鉄鋼メーカー各社とも高品位のものは既に調達困難になって

おり、不純物の多い低品位の鉄鉱石の利用を行っている。また、エネルギー資源もやがて枯渇すること

も考えておく必要がある。エネルギー資源の賦存量は、電気事業連合会のホームページによれば、石油

で 1 兆 7,067 億バーレル（51 年分）、天然ガスで 187 兆 m3（53 年）、石炭で 1 兆 1,393 億 t（153 年）、

ウランで 572 万 t（102 年）である 25)。本節の 5.1 に記載した資源・エネルギーの現状に関する知識とし

て併せて知っておいてほしい。 
環境負荷を低減・削減するための基本的な考えは、資源の側面では，部材レベルのリユースや材料レ

ベルのリサイクルである。エネルギーについては再生可能エネルギーの利用や、地産池消型エネルギー

供給システムが基本になる。 
例えば、製鉄所がある地域では、高炉スラグ（微粉末、砕石）の利用、石炭火力発電所がある地域で

はフライアッシュの利用など、地域固有の資源の活用も視野に入れる必要がある。場合によっては、通

常用いられている S 造や RC 造に縛られずに、地場の素材で焼成したレンガによる組積造など、柔軟な

発想が求められる。 
こうした基本的な知識・考え方以外に，今後，本格的な環境循環型社会を構築するために必要となる

事項を以下の節に示す。構造技術者はこれらの事項についても洞察を加え，個々の建築物の設計やまち

づくりに反映させていくことが必要となろう。 
 
5.3.2 再生材料のカスケード型利用と品質カテゴリー 

資源循環を意識して再生材料を活用する際に，材料レベルでリサイクルする場合、マテリアルリサイ

クル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルに区分されることを知っておく必要がある。 
マテリアルリサイクルとは、材料そのものを取り出して元と同様の用途に利用することを指す。コン

クリートから骨材を取り出して、再生骨材コンクリートに利用することや、廃木材をチップ化してボー

ド類に利用することなどが該当する。 
ケミカルリサイクルとは、化学的に分解することで成分レベルでの利用を指す。スクラップを溶融・

成分調整して鋼材に再生することや、コンクリート破砕物を化学的に分解し、カルシウム塩やシリカ質

の資源として利用すること、木材を熱処理し、リグニンの成分を取り出して接着剤に利用することなど

が該当する。元と同様の用途に利用するかどうかは無関係である。 
サーマルリサイクルとは、主燃料あるいは助燃材として利用することにより、その燃焼時の熱を利用

する行為を指す。木材でマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルが出来なかったときに燃料として

利用することが該当する。可燃性の材料におけるリサイクルの最終手段と位置づけられる。 
マテリアルリサイクルの中でもレベルリサイクル（クローズドリサイクル）とダウンリサイクル（カ

スケードリサイクル）に区分される。図 5.24 に示すとおりレベルリサイクルとは、元と同じレベルの品

質を有するものとして利用することを、ダウンリサイクルとは、元よりも低品位の品質を有するものと

して利用することを指す。一般にダウンリサイクルは、レベルリサイクルよりも低エネルギーで、かつ、

リサイクル時の残渣が少なくなることから、環境配慮の意味ではダウンリサイクルを以下に上手に利用

するかがポイントとなる。 
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図 5.21 リサイクル性能の概念図 

 
5.3.3 再生材料の JIS 

再生材料を活用するためにコンクリートや鋼材については JIS が制定されている。以下にこれらの要

点を示す。 
(1) コンクリート 

コンクリートのマテリアルリサイクルに関する JISとして、JIS A 5021（コンクリート用再生骨材H）、

JIS A 5022（再生骨材 M を用いたコンクリート）、JIS A 5023（再生骨材 L を用いたコンクリート）が

制定されている。このうち JIS A 5021 は、コンクリート用の一般骨材と同等の品質を有する再生骨材の

規格であり、レベルサイクルの位置づけとされ、一般骨材と同様に利用するために骨材のみの規格とし

て制定されている。JIS A 5022 および JIS A 5023 は、ダウンリサイクルであり、品質に応じた用途を明

記することと、コンクリートの性能を一般のものとは別に規定する必要があることからコンクリートの

規格として制定されている。 
これらの JIS は制定後、既に 2 回目の改正も行われている状況である。再生骨材 H に関しては、以前

は、建築基準法 37条の指定建築材料で参照しているコンクリートのJISが 1994年のものであったため、

JIS 品であっても再生骨材コンクリート H を使用する際は、国土交通大臣の認定が必要であったが、そ

の後の告示により現在は国土交通大臣の認定は不要となっている。再生骨材コンクリート M を構造体に

利用する場合は、現在も国土交通大臣の認定が必要であり、この審査には、半年以上の期間を要するこ

とが多い。再生骨材コンクリート M を利用する場合には、建築確認申請の時期あるいいは、その前に準

備に着手しておく必要がある。 
 
  

部材リユース

マテリアルリサイクル
（レベルリサイクル）

マテリアルリサイクル
（ダウンリサイクル）

サーマルリサイクル
（可燃物の場合）

ケミカルリサイクル

端材・解体物

リサイクル
性能

再使用可

再使用不可

再生骨材H

再生骨材
コンクリートM,L

セメント用原料

再利用梁・柱（木造・S造・RC造）など

再生鋼板

構造用
圧延鋼板

パーティクル
ボード

リグニン，
セルロース
素材利用

燃料利用
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表 5.2 再生骨材コンクリートの種類とその違い（平成 23年 10月現在） 

 
(2) 鋼材 
建築構造用途の鋼材は、JIS G 3136（建築構造用圧延鋼板）の規格に適合する鋼材が使用される。電

炉品でスクラップを利用（ケミカルリサイクル）する場合にその成分を品質管理でき、JIS G 3136 に適

合すれば、建築構造用途に使用できる。 
構造用途以外の再生鋼材は、JIS G 3111（再生鋼材）に規格が制定されている。再生鋼材とは、再生

用鋼くず、及び鋼材製造途上発生する鋼くずの再圧延によって製造された鋼材であり、JIS G 3136 と異

なり、溶接性能は担保されていない。 
 

表 5.3 各種圧延鋼板の JIS規格の比較 

 
 

再生骨材
コンクリートＨ

再生骨材
コンクリートＭ

再生骨材
コンクリートＬ

用途 構造部材一般
乾燥収縮や凍害の

影響を受けない部材
（杭、基礎など）

非構造用
（捨てコンなど）

製造コスト 高 中 低

再生骨材
製造技術

• 偏心ロータ法
• スクリュー磨砕法
• 機械式すりもみ法
• ロッドミル法
• 比重選別法
• 加熱すりもみ法

• ふるい分け法
• 破砕法

再生骨材
JIS取得工場

関東：5社、関西2社、九州1社（H23年10月現在）

再生CON
大臣認定件数

延べ24件（H23年10月現在）

SS330 ○ ○ ○ ○ ○ 330～430
SS400 ○ ○ ○ ○ ○ 400～510
SS490 ○ ○ ○ ○ ○ 490～610
SS540 ○ ○ ○ ○ ○ 540以上 C, Mn, P, S

SM400A ○ ○ ○ ○
SM400B ○ ○ ○ ○
SM400C ○ ○ ○ ○
SM490A ○ ○ ○ ○
SM490B ○ ○ ○ ○
SM490C ○ ○ ○ ○
SM490YA ○ ○ ○ ○
SM490YB ○ ○ ○ ○
SM520B ○ ○ ○ ○
SM520C ○ ○ ○ ○
SM570 ○ ○ ○ ○ 570～720
SN400A ○ ○ ○ ○ P, S 溶接のない補助用
SN400B ○ ○ ○ ○ 建築の主要構造部材
SN400C ○ ○ ○ ○ 厚さ方向特性も要求される部材
SN490B ○ ○ ○ ○ 建築の主要構造部材
SN490C ○ ○ ○ ○ 厚さ方向特性も要求される部材
SRB330 ○ ○ 330～400
SRB380 △ ○ 380～520
SRB480 △ ○ 480～620

C, Si, Mn,
 P, S

520～640

490～610

形鋼は等辺山形鋼のみ

400～510

490～610

備考

用途は、橋，船舶，車両その他の
一般構造用

JIS G3106
溶接構造用
圧延鋼板

用途は、橋梁，船舶，車両，石油
貯槽，容器その他の溶接構造物

400～510

規定なし

化学成分
の規定

JIS G 3136
建築構造用
圧延鋼板

P, S

C, Si, Mn,
 P, S

引張強さ
(N/mm2)

JIS G 3101
一般構造用
圧延鋼板

JIS G 3111
再生鋼材

鋼板 鋼帯 平鋼 形鋼 棒鋼
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5.3.4 再生材料の品質とその管理手法の今後 

前節 5.3.3 に示したコンクリートや鋼材は，規定された再生材料の品質に沿って使用を促すものである

が，建設を実施するそれぞれの地域で活用できる材料を使用することで，資源循環や他地域からの材料

運搬に伴う CO2 排出量を削減する意味で，地産地消の材料を活用することが考えられるが，こうした材

料には JIS が規定されていない。そもそも，地域限定で流通する材料について JIS が制定されることは，

まずないであろう。本節では，こうした JIS 外品の材料を活用する際に考えておくべき事項について記

述する。 
 
(1) 多種多様な再生材料の品質の担保手法 
本節の冒頭で述べたように，統一的な規準を設定すべき再生材については、行うべき品質管理を JIS

で制定・改正していくべきであり、既に再生骨材では、3 種類の品質レベルの JIS が制定され、運用が始

まっている。しかしながら、現状の品質基準では、例えば再生骨材では、高品質の材料と中品質の材料

を併用した材料の品質は、現状では中品質の材料として分類され、用途は中品質以下のものに限定され

る。高品質の材料と中品質の材料、さらには中品質の材料同士を併用した材料の品質を構造物に用いる

場合に、高品質の材料を用いた場合の性能（強度や耐久性）と同等であることを、信頼性のあるデータ

で検証できるならば、高品質の材料としての用途展開を図ることができれば用途を拡大することができ

る。このような事項を検討するためには、構造物としての性能（強度や耐久性）を満たすかによって品

質を担保する性能規定型の品質管理手法が適している。 
これは、JIS 化されることが困難な地産池消型の資材を利用するような場合にも同様の品質管理手法が

適している。 
すべての品質管理を性能規定型で行う場合は、性能照査に要する手間が大変である。JIS に沿って品質

を担保するものと、性能規定型で品質を担保するものとを併用する仕組みが整備されれば、資源循環型

の建築は進めやすくなる。 
 
(2) 性能規定型品質管理システムの導入と構造技術者の役割 
性能規定型の品質管理システムを導入する場合、以下の事項が必要となる。 
 品質の目標となる構造物としての性能を明確にすること 
 使用する材料によって構造物の性能にどのような影響があるか把握すること 
 構造物の性能についての基準の設定 
 使用材料の条件に関して設定すべき品質管理項目とその基準 
 性能照査の方法 
 照査結果の管理方法 
構造技術者は、こうした一連の品質担保手法を理解し、特に構造物の性能についての基準の設定や、

最終的な性能照査の管理状況をチェックすることに責任がある。また、材料調達や材料製造などの他の

品質管理の段階にも関与し、品質を担保する技術者の一員として、資源循環型の建築を推進していくべ

きである。 
 
5.3.5 建築構造物の環境性能の評価・認証 

わが国において建築物の環境性能に関する評価・認証システムとしては CASBEE が普及している。ま

た、建築物の施主・発注者によっては LEED による評価が行われることもある。CASBEE における構造
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部位の環境配慮の評価事項としては、現状では、再生材の仕様の有無で評価レベルを選択する程度であ

り、定量的な評価は取り入れられていない。国際標準としては、ISO 13315-1（Environmental 
management for concrete and concrete structures — Part 1: General principles）、ISO 13315-2
（Environmental management for concrete and concrete structures — Part 2: System boundary and 
inventory data）および ISO 13315-4（Environmental management for concrete and concrete 
structures —Part 4: Environmental design of concrete structures）でコンクリート構造物の環境マネ

ジメント手法が整備されており、建物のライフサイクルに渡って発生する CO2 排出量の算出に際して、

設定すべきバウンダリ（境界）や評価すべき項目が明示されている。日本でも ISO 13315-1 および ISO 
13315-2 は 2017 年に JIS 化され、それぞれ JIS Q 13315-1 および JIS Q 13315-2 として発行された。今

後は建築物の設計・施工・修繕・改修に渡って、環境性能を定量評価する方向にある。 
 
5.3.6 資源循環を支える産業界・法制度のあり方 

骨材の需給状況を表 5.4 に示す。環境省資料と国土交通省資料を元にした数字で若干異なるが、平成

10～15 年に 7 億 t あった骨材需要は、近年 4 億 t 台に減少している。また、骨材種別で見ると、近年の

割合で砂利、砕石、再生骨材がそれぞれ 22%、61%、13%である。図 5.2 で近年のコンクリート塊発生

量が 3,000 万 t 程度であることと併せて考えればコンクリート塊発生量の 4 割が再生骨材として利用さ

れていることになるが、量的な面では再生骨材製造時の歩留りを考えれば有効利用は進んでいるという

見方ができるが、5.2 の(3)で述べたコンクリート塊の高度利用は、再生骨材の用途のほとんどが路盤材で

ある現状であり、5.3.2 のダウンリサイクルに相当する。 
今後、レベルリサイクルを目指した資源循環を行うためには、部材リユースやマテリアルリサイクル

が適用できないか、まず検討する必要があり、再生材の特性を理解したうえで適用部材や適用箇所を検

討することが重要である。なお、構造部材に使用する材料で、建築基準法 37 条の指定材料でないものは、

国土交通大臣の認定が必要であるが、現在再生骨材については、JIS 認定品であれば建築基準法 37 条の

指定材料に含まれるようになった。ただし、再生骨材の品質を確保するためには、原料となるコンクリ

ート塊の段階から品質管理・資材管理が始まるものとして考えておく必要がある。 
鉄鋼のようにスクラップがケミカルリサイクルされて流通しているものは、調達が容易であるが、コ

ンクリート用再生骨材のように需要が限られているものは、調達先が限られる（表 5.4）。再生骨材を一

定量は流通させなければ再生骨材製造者が育ってこない。再生骨材の場合は、解体工事業者、再生骨材

製造者（コンクリート廃材の中間処理業者）、コンクリート製造者とステークホルダーが多く、設計者、

施工者も含めた再生骨材の流通システムの整備が必要である。例えば、ある程度広域な地域ごとに、解

体工事と新築工事のスケジュールを把握しながら、コンクリート塊の再生骨材製造工場への搬送、コン

クリート製造工場への再生骨材の搬送を調整する商社のような振る舞いを行うリサイクルマネージメン

トセンターを整備することも一案である。 
資源循環を支える法制度の整備も将来的に整備されることが望ましい。そのひとつは建築基準法 37 条

の指定材料以外のものを構造材料に用いる場合に必要な国土交通大臣の認定取得基準の整備であり、例

えば 5.3.4(2)のような性能規定型による評価のガイドラインが策定されることがあげられる。もうひとつ

は、再生材料の利用促進に係る税制優遇であり、例えばイギリスでは、コンクリート用の骨材を天然資

源から採取する場合は、砂利税を課せられ、同時にコンクリートを廃棄するときも課税される。こうし

た課税によるインセンティブ以外にも、リサイクル材の使用料によって建築物の容積率を緩和すること

や事業費の借入金に対する金利の優遇などの方法についても、法制度が充実されることを望みたい。こ
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れには、リユースやリサイクルなどの資源循環に貢献によって不動産価値が向上するなど、産業界とし

ての社会システムの変革やそのためのコミュニケーション機会の創出も課題である。 
 

表 5.4 再生骨材を含む骨材資源の需給の状況 26) 

 
 
5.4 まとめ  

 建築物の安全・安心に関わる構造性能およびその構成材料の品質確保は大切であるが、今後は環境配

慮に関する事項も重要視されることが予想される。構造技術者に求められる資質として、資源循環やエ

ネルギー消費の側面を含めた環境負荷の削減の観点は必須になると考えられ、本章の各節で触れた事項

については構造物の設計や材料の選定などの段階で考慮すべき知識として活用されることを期待する。 
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6 再生可能エネルギーの新しいアプローチと環境共生型社会の実現 

6.1  電力消費量と必要な発電能力 

我が国には、約 2億キロワットの発電装置が存在している。これは、現在、ほぼ停止している原子

力発電所の能力を除外しての話である。夏場の最も暑いとき、全発電所がフル稼働して（原子力発電

所を除き）なんとか、ピークの電力需要を賄っている。 

一方、我が国の電力事業者の年間の電気エネルギーの売上高は約 15 兆円であり、エネルギー換算

すると約１兆キロワットアワー（KW・H）である。売電価格は平均すると１KW・H当たり 15円である。

1 年間は約 1 万時間(8760 時間)であるから、ベース電源として約 1 億 KW の発電装置がフル稼働して

いることになる。これが、我が国の電力エネルギーの現状である。水力発電による発電量は、全発電

エネルギーの数パーセントに過ぎず、殆どの電気エネルギーは化石燃料を燃やすことによって得てい

る。石炭火力発電所の場合は、1KW・H あたり 10円から 12円程度の燃料代が必要である。また、LNG

火力発電所では約 12 円から 14 円程度、重油の場合は 25～30 円の燃料代がかかる。我が国は資源が

乏しく、産業と生産活動を維持するためのエネルギー、特に電気エネルギーについては、その殆どを

化石燃料に依存しており、電気エネルギーの価格は殆どが燃料代であるといっても過言ではない。 

さらに、我が国の二酸化炭素排出量は年間約 12億トンであり、そのうち約 40％が発電所から排出

される二酸化炭素である。つまり、発電所で化石燃料を燃焼させることにより、約 5億トンの二酸化

炭素を排出している。1 年間の総発電量が 1 兆 KW・H であるから、1 万 KW・H の電気を作るのに約 5

トンの二酸化炭素が排出されていることになる。従って、1KW の再生可能エネルギー発電装置が 1年

間フル稼働すると、5トンの二酸化炭素の排出を削減できるのである。 

 

6.2  再生可能エネルギーの実用化への条件 

前節では、化石燃料の代わりに再生可能エネルギーを実用化すれば、二酸化炭素の排出量を大幅に

削減できることを示した。しかし、このためには下記に述べる 3つの条件が必要で、かつ、どの一つ

も欠けてはならないのである。 

第 1に必要な条件は、再生可能エネルギー源が無尽蔵に存在することである。風力発電、水力発電、

太陽光発電、あるいは波力発電、全ての再生可能エネルギーにとって、これは共通する条件である。

既に、計算したように我が国は年間 1×1012 KW・H の電気エネルギーが必要である。これを位置エネ

ルギー換算して見ると、3.6Ｘ1014  ton・mとなる。つまり、1億トンの水を満々と蓄えたダム湖の水

を 100 m の高さから落下させてタービンを回して 100％の効率で電気エネルギーに変換できるとする。

これを 1つのダムで行うならば、1年間に 3万 6千回、水の総入れ替えをすることになる。もしも同

じ規模のダムが 100あれば、それぞれのダムが 1年間に 360回水の総入れ替えをすることになる。つ

まり、毎日ダム全体の水を入れ替えることができるほど水量が豊富でなければならない。 

黒部第四発電所は 1億 4千万トンの水量を誇り、堤高さ 186m（平均約 100メートル）である。 従

って、黒部第四発電所と同等のダムが 24 時間連続稼動して水を流し続けることが可能なほど水量が

豊富であり、かつ、その規模のダムを 100も建設しなければならないのである。この簡単な計算から

は、水力発電によって我が国の電力供給を賄うことは殆ど不可能であることが理解できる。ではなぜ、

我が国には多くの発電用のダムが建設されているのだろうか？殆どの発電用のダムは揚水式であり、

火力発電の電力を使って一度放水した水をくみ上げて再度、発電に使っている。つまり、我が国の発

電量に占める水力発電の発電量が 10％前後であるのは、純粋に水の位置エネルギーで発電している

わけではなく、火力発電の電力をしばらくの間蓄電するために水力発電所が稼動しているのである。



65 
 

結局のところ、水力発電は再生可能エネルギーとしての第 1条件を満足していないのである。 

では、太陽光発電ではどうだろうか？ 1KWの太陽光パネルは現在の効率であれば、約 5m2 程度の

広さが必要である。1年間は 24時間×365日であるから約１万時間である。しかし、夜は発電できな

いし、雨の日もある。夕方や朝方は効率が落ちるので実時間にして 1000 時間分ぐらいしか稼働する

ことができないのである。従って、1m2の広さでは、年間 200 KW・Hしか発電できないのである。1兆

KW・Hの発電量を全て太陽光発電で賄うとすれば、必要な面積は 50億 m2 すなわち 5000 km2必要であ

る。我が国の国土（38万平方キロメートル）の約 1.2 %の面積を太陽光パネルで覆わなければならな

い。あくまで平均的な話で、昼夜の別なく発電することはできないので、蓄電装置なども必要になる。

水力発電に比べれば、エネルギー源としての総量は比較的豊富であるが、それでも十分とは言えない

のである。この値は、太陽光パネルの効率と有効な発電時間の仮定によって若干変動するが、1～2％

程度の値であることに変わりはない。これらの例からわかるように、再生可能エネルギーによって我

が国の産業と生活の維持に必要な電気エネルギーを賄うためには、まず第 1に莫大な量のエネルギー

源が必要であり、よく知られている再生可能エネルギーは、量的に不足していることが分かる。 

第 2の条件は、自然界のエネルギーは、薄く、広く分布していることが多く、これらのエネルギー

を低価格で集めてくることが必要である。例えば、水力発電の場合は、ダムを作って水をためる技術

が必要になる。しかも、そのコストを小さく抑えることが重要である。先ほどの黒部ダムの場合、総

建設コストは当時（昭和 30年代）であっても約 500億円の投資が必要であった。なるべく低価格で

エネルギー源を集約する技術の存在あるいは開発が、再生可能エネルギーの実用化にとって極めて重

要な要素となる。太陽光発電の場合は、広く薄く分布しているエネルギーをその場で発電装置（パネ

ル）によって電気エネルギーに変換することになるが、その分、土地代が必要となる。あるいは、各

家庭の屋根に太陽光発電パネルを敷設することによって土地代のかからない仕組みづくりが必要と

なる。風力発電の場合は、羽の大きさ（直径）を大きくすることによって発電パワーを増大させるこ

とができる。しかし、物理的な限界もあり無制限に羽の大きさを大きくすることはできない。このよ

うに、自然界に存在するエネルギーは、広く薄く分布しており、低コストで集積する工夫あるいは技

術が第 2の必要条件となる。 

第 3の条件は、再生可能エネルギーを短い時間で電気エネルギーに変換することが求められる。例

えば、水力発電の場合は、１万 KWの発電装置がフル稼働しても、年間に１億 KW・Hの電気エネルギ

ーしか発電できない。従って、年間に回収することのできる投資に対するリターンは、15 億円とな

る。もしも、100万 KW の発電装置であれば、年間の発電量は 1500 億円となる。従って、大型の発電

装置を設置することができれば、初期投資額を短い時間で回収することができることになる。先ほど

の黒部第四発電所の場合、最大出力は 33 万 5000 KW であるが、常に稼動しているとすると 500 億円

が初期投資に対する年間のリターンとなる。しかし、常にフルパワーの発電を続けるとすれば位置エ

ネルギーは 30億 KW・Hに等しく、それは 1.0×1012 ton・mとなる。100 m の高さから水を落下させ

るとすれば、必要な水量は年間 100億トンとなる。黒部ダムの全水量が１億４千万トンであることを

考えると、フル稼働させることは殆ど不可能なのである。それだけの水量の位置エネルギーは存在し

ないからである。このように、第 3条件と第 1条件は相互に関連しており、発電機の能力が高くても、

能力に見合ったエネルギー源が存在しなければ、絵に描いた餅となる。再生可能エネルギーの議論が

行われる際に、キロワットの単位とキロワットアワーの単位が置き換えられていることがあるが、第

1条件と第 3条件を明確に区別しない議論は、正しい論理的な結論を導くことが出来ない。  
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以上のように、再生可能エネルギーの３つの条件は、独立して成立するものではなく、第 1から第

3までの全ての条件を満足するバランスを考えなければならない。発電能力のある場合でも、エネル

ギー源が無ければ常時稼動することはできない。また、エネルギー源が豊富であっても高い発電能力

のある発電装置を設置しなければ初期投資を回収することができず、経済的に火力発電所の代替エネ

ルギー装置とはなりえない。第 1 条件は純粋に物理的な考察で解決する条件である。しかし、第 2

条件と第 3条件は経済性を加味しなければならない。技術と経済性とは、不可分だからである。しか

も、第 3条件は第 1条件と相互に関連しており、経済性だけの問題でもない。以上のように、上記の

3条件の全てに言及しないと、可能性のある再生可能エネルギーについて、正しい論理的な結論を導

くことはできないのである。 

 

6.3  資源としての波動エネルギーの可能性 

6.3.1 我が国周辺海域における波動エネルギー密度の観測 

我が国は周囲を海に囲まれた、文字通りの海洋国家である。海に存在する波動エネルギーこそ、我

が国固有の自然エネルギーである。ところが、波力発電は我が国の再生可能エネルギーの主たる研究

開発項目からは除外されているのである。我が国の殆どの海岸線は極めて良質な漁場であり、海岸線

に巨大な波力発電所を建設することは漁業と両立しないからである。本小論で取り上げる波動発電は、

波力発電と異なり海岸線あるいは沿岸漁業の海域に発電所を建設する必要は無く、漁業と両立するこ

とができる。この点が波動発電の最も大きな特徴である。その原理については、本節の後半にて詳細

に紹介するが、ここでは今までの議論の延長線上で考察し、再生可能エネルギーの基本 3 条件、特に

第 1条件である波動エネルギーの総量について考察する。 

波動のエネルギーを直接計測することは難しいので、外洋を航行する船舶の振動を長時間計測する

ことにより、船舶振動の振動エネルギー密度を計算し、船舶を振動させる外乱としての波動のエネル

ギー量を推定することとする。筆者は、過去数年間、東京湾周辺海域のフェリー（5000 トン程度の規

模）に乗船し、そのローリング振動とピッチング振動をサーボ型加速度計により長時間の観測を行っ

てきた。横須賀と金谷を結ぶ東京湾フェリー、東京竹芝から伊豆大島間、八丈島近海、など複数の海

域における船舶振動の計測と、対応する日時における波高データとの比較から、1質点系のエネルギー

応答スペクトルを計算した。（参考文献 1，2，3） 

外洋を航行するフェリーのローリング方向の加速度振動の観測記録例を図 6.1 に示す。このときの

観測海域は八丈島近海であり、観測日時は平成 28年 9月 11日午前 10時前後である。当日の天気は快

晴であり、風速も微風で、波高さも 1メートル前後の比較的穏やかな状態であった(図 6.2)。乗船した

船舶は橘丸（5000 トン）で、船体の詳細と計測を行った部屋を図 6.4 に示す。計測データは、サンプ

リング振動数 200Hz、1 回の計測時間は 50 分、全計測時間は 5 時間以上である。観測に用いたセンサ

ーは DIGITEXX 製サーボ型加速度計（D110-U）で、A/D 変換器(16bit)とデータロガーは共和電業製

PCD330B-F である。入力初段のアナログフィルターは 2 次のバターワース型ハイカットフィルターで、

カットオフ振動数は 10Hzである。計測対象の 6秒前後の長周期波動の成分とは十分に離れており、エ

ンジンルームなどから発生する高振動数から発生するエイリアス現象を十分に排除することができる。

また、計測したサンプリングタイムは 200Hz であり、計測終了後のデジタルデータから高振動数のエ

ンジンなどの正弦波ノイズを 2 次のノッチフィルターによって取り除くことが可能である。以上の信

号処理を行った後の、波動による長周期成分のみを取り出した結果を図 6.1に示す。 
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図 6.1  橘丸のローリング方向の加速度振動記録 

（平成 28年 9月 11日午前 11:00 ごろ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2   平成 28 年 9月 11 日午前 9時頃         図 6.3  観測データの収録海域 

日本近海の天気図           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

計測位置  

             図 6.4   乗船した橘丸外形と 船内の観測場所 4階床  

加速度計測方向 
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 図 6.5  加速度記録から計算した単位重量当たりの波動エネルギースペクトル 

 

この加速度データから 1質点系のエネルギー応答を計算したものが、図 6.5に示すエネルギー応答

スペクトルである。この図から、単位重量当たりのエネルギー密度が最も高い振動数（周期）は 6

秒前後であることが分かる。八丈島海域における波動エネルギー密度の観測結果から、我が国周辺海

域には膨大な波動エネルギーの存在が、次のようにして予想できる。 

まず、計測した海域の波動のスペクトルから周期は約 6秒と推定できる。次に、観測された加速度

記録から±50cm/sec2 程度であることがわかる。すなわち、波動の振幅はおよそ±50cm であること

が推定できる。この結果は、気象庁発表の気象データ（図 6.2）とも一致する結果である。従って、

波高が約１ｍの海域では、5000 トンクラスの船舶であれば周辺の海水も含め約 5 万トンの質量の運

動エネルギーが常に存在していることが分かり、蓄えられた運動エネルギー量は単位質量当たり約

1.2 cm の位置エネルギー量に等しい。従って、エネルギーの総量は 600 トンメートルとなる。10％

の減衰率を持つ減衰装置（発電装置）を設置すると 6秒間で、運動エネルギーの 7割を電気エネルギ

ーに変換できる。1秒間当たり 70トンメートル( =600☓0.7/6 )である。ちなみに 360トンメートル

は 1KWH に等しい。従って、波動エネルギーの総量から推定した発電能力は約 700KW ( =70/360☓60

☓60)となる。 5000 トン程度の船舶の面積は、20☓100＝2000 平方メートル程度である。従って、

1m2当たりの発電能力は約 0.35 KW となる。これは、太陽光発電パネルと比較して、面積当たり約 2

倍の能力がある。しかし、波動は昼夜の区別が無いので太陽光の有効発電時間と比較すれば約 10倍

の発電エネルギー量が見込める。しかも波高 1mという観測条件を考慮すれば、面積当たりの発電エ

ネルギーの総量は最低でも 20倍、波高が 2.5mであれば、100倍以上となる。結果的に太陽光発電と

比較した場合に必要な、面積は 1/20～1/100程度であることが分かる。我が国の電気エネルギーの総

消費量を全て太陽光発電で補うときに必要な面積は、我が国国土の約 1.2％であった。波動発電によ

って全ての電気エネルギーを賄うとした場合、必要な船舶の総面積はその 1/20～1/100程度であるこ

とが分かる。つまり、全国土の 1万分の１から 2千分の１程度の船舶面積があればよい。この値は、

40～200 km2 である。黒部第四ダムの流域面積は 188km2 であることを考えると、波動エネルギーの

分布密度は、他の再生可能エネルギーとは比較にならないほど膨大であることが理解できる。 
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6.3.2 波動エネルギーを集め（第 2条件）電気エネルギーに高速変換する（第 3条件）方法 

 次に再生可能エネルギーの実用化にとっての第 2 番目の条件であるエネルギーを集積する技術に

ついて考察する。振動エネルギーを一箇所に収集する技術としては、古くから動吸振器という振動低

減装置が知られている。この装置は図 6.6に示すように、主振動系の質量よりも小型でほぼ同じ振動

数を持つ振動系を付属させることにより、振動エネルギーを主振動系から付加質量系に移行させる装

置である。もしも、主振動系の質量に比較して、小型振動系の質量が 1/100 であれば、振幅が 10 倍

のときどちらもほぼ同じ振動エネルギーを蓄積していることになる。このように、広域の振動源に薄

く分布している運動エネルギーを小型の振動系に集約し、その小型振動系の減衰装置として発電装置

を駆動することによりエネルギーの変換を行う装置が動吸振器である。発電装置は図 6.6 における

Cdの部分が対応する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6  パッシブ型動吸振器      図 6.7  アクティブ型動吸振器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.8  アクティブ動吸振器とパッシブ動吸振器の発電量と制御エネルギーの時刻歴 

（縦軸は発電エネルギーの単位重量当たりの位置エネルギー換算値、横軸は時間） 
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大型船舶、例えば 5000 トンの排水量を持つフェリーの周辺には海水があり、船舶と同じように振

動している。従って、主振動系の有効質量は 50000 トン程度に拡大する。これを、例えば 2000 トン

程度の質量を持つ動吸振器で吸収すると、質量比は約 25 倍程度になる。従って、周期 6 秒で動いて

いる波動の振幅が±50cmとすれば、動吸振器の稼動範囲は±250cm程度が必要となる。外洋における

波動の大きさがある程度以上であれば、この程度のパッシブ型動吸振器でも十分な発電能力を見込む

ことが出来る。しかし、実際に観測を行ったときのように波高１m程度の穏やかな海域においても十

分な発電エネルギーが存在することは、既に計算した通りである。 

減衰率が主振動系に対して 10％程度の振動減衰となる場合の動吸振器の大きさは、主振動系の質

量に対して約 1/10程度である。この場合は 5000 トン程度必要であるが、5000 トンの船舶に 5000 ト

ンの動吸振器を搭載することは事実上無理なので、2000 トン程度の動吸振器を用いることになる。

この場合はアクティブな振動制御を行うことによって主振動系のエネルギーを短い時間で電気エネ

ルギーに変換しなければならない。これを図示したものが図 6.8である。 

制御理論としては、現在最もよく知られているアルゴリズムが現代制御理論である。しかし、現代

制御理論では制御エネルギーが必要であり、発電する電力よりも制御するエネルギーの方が大きくな

ってしまえば制御する意味がなくなってしまう。著者は超高層ビルの風外力による振動制御装置を開

発する際に、絶対加速度フィードバック制御というアルゴリズムを考案した（文献 4）。この制御則

の特徴は、外乱のスペクトルに関わらず、制御エネルギーは時間の経過とともにゼロに収束する点に

ある。すなわち、制御エネルギーを全く必要としない制御方法である。この制御手法を用いると、波

動エネルギーを電気エネルギーに変換するスピードを高速化することができる。すなわち、発電装置

のワット数を上げることが出来るのである。水力発電を比較対象とするならば、1万キロワットの発

電装置ではなく 10 万キロワットの発電装置の方が、初期投資額を回収する時間が短くなるので経済

的に大きなメリットが派生するのである。  

つまり、動吸振器そのものが第 2条件を満足し、アクティブ制御を行うことで第 3条件も満足する

ように制御を行うことが可能であることが示されたのである。波動発電による再生可能エネルギーは、

基本条件である 3条件を満足することのできる可能性の高い技術であることが、今までの観測データ

と試算によって明らかとなった。まず、昼夜を分かたず豊富な量の波動エネルギーが存在する。次に

風によって引き起こされた波（空気に比較して比重が 800倍）による運動エネルギーが、慣性力を介

して小型の固体（鉄を用いると比重は 7.8）の運動エネルギーに集約される。この方法であれば、風

のエネルギー密度を 6000倍以上集積することが可能である。1m/sの波動はほぼ毎日存在しているが、

100m/s の風は記録にない。つまり、最も有望視されている風力発電よりもエネルギー密度がけた違

いに高いのである。 

最後の第 3条件は、長周期の動吸振器による振動発電では振動エネルギーを電気エネルギーに変換

する際の時間を高速化するのに、絶対加速度制御則を応用している。制御則の詳しい理論展開は比較

的高度な数学的な扱いが必要であり（文献 5，6）本小論では省略するが、いかなるスペクトルを有

する非定常不規則外乱の場合にも、最終的には制御エネルギーが時間の経過とともにゼロに収束する

ことが知られている。観測したデジタルデータを用いた数値解析によっても、図 6.8 に示すように

制御エネルギーは時間経過とともにゼロに収束することが理解できる。 
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6.3.3 新しい産業の創生とパラダイムシフト 

再生可能エネルギーとしての 3条件をすべて満たす新しい方法として、波動発電装置は極めて有望

な技術である。従来、高い振動数領域でなければ振動発電の効率が低いと考えられていたが、観測デ

ータからは低振動数でも十分に大きな発電量を確保することが出来る。しかも、アクティブ振動制御

として絶対加速度制御則を用いると、制御エネルギーを全く必要とせず、エネルギー変換の速度を高

速化することが出来る。結果として、発電装置の仕事率を大きく改善することが出来る。もしも、波

動のエネルギーが大きい場合は、制御を行うことなく発電エネルギーを大きくすることも可能である。 

 第 1節で述べたように再生可能エネルギーの普及により、二酸化炭素の排出量を大幅に削減するこ

とが出来る。また、波動発電は船舶の推進力を得るエンジンとして実用化することができるので、海

運に伴って排出されている二酸化炭素の排出量も大幅に削減することが可能である。燃料代の不要な

船舶技術が完成すると我が国の造船産業は復活し、貿易における海運業は大きな利益を上げることも

可能である。発電だけを目的とした発電船を建造し、離島のエネルギー供給基地とすることも可能で

ある。発電船は自走することが出来るうえ、外洋から戻ってくると蓄電池に蓄えた電気エネルギーを

陸上の消費地に供給することも可能である。発電と送電を分離することにより、電気エネルギーの陸

揚げ基地を自由に選定することが出来るようになる。波動発電装置を搭載した発電船のイメージを図

6.9 に示す。勿論、外洋に停泊した発電船から電気を供給することもできるが、送電線の敷設価格と

蓄電池の製造価格は競合する技術分野となる。ところが、市場規模が膨大であるため、両方の技術は

低価格化を目指した競争の始まりが予想されるので蓄電池の価格は短い時間で低下することが予想

できる。このように、波動発電技術の周辺には技術革新を必要とする多くの分野が存在しており、こ

れらは将来の全く新しい産業分野を創造することになる。 

物を燃焼させることによってエネルギーを得た時代から、本格的な再生可能エネルギーの時代へパ

ラダイムシフトが加速することになるだろう。これらの技術革新は、今後 10 年ぐらいの間に加速的

に行われるようになる。なぜなら、エネルギーの市場は従来とは比較にならないぐらい巨大な市場に

なったからである。産業革命当時、主として綿織物や羊毛産業など衣服の分野が大きな産業分野であ

った。様々な工夫がなされ、低価格で服が生産されるようになり、さらに市場規模が拡大したのであ

る。同じことが、再生可能エネルギーの分野でも起きることが予想される。その際、波動エネルギー

を用いた再生可能エネルギーの技術は、我が国の排他的経済水域に存在する手つかずのエネルギーを

価値のある電気エネルギーに変換する、技術革新を引き起こすであろう。 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

図 6.9  船舶に搭載したアクティブ型動吸振器のイメージ 
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6.3.4 環境共生型社会の社会実験と海洋国家日本の展望  

波動発電装置を搭載し、これを推力とする船舶を建造する技術が確立すると、全く燃料を必要とし

ない貨物船を作る技術が完成する。その結果、世界の海運で発生している年間約１０億トンの二酸化

炭素の排出を削減することが可能となる。この再生可能エネルギー技術は、造船技術に技術革新を引

き起こし、貿易のコストを大幅に低減することになる。さらに、我が国の造船産業、装置産業、エネ

ルギー産業は世界市場における優位を取り戻し、貿易により国益に大きく貢献できるだけでなく、地

球環境問題の根本的な解決手段を提供することになる。なによりも、地球環境問題解決に向けた我が

国の立場を国際社会の中で強く訴える行動が求められる。（パリ協定での出遅れを挽回する必要があ

る。）   

我が国は資源に乏しい国家とされてきたが、この技術の確立によりエネルギー大国に変貌し、産業

生産性は大きく高まることになる。国内のエネルギー価格が大幅に低下するからである。結果として、

国外からの投資を呼び込むこととなり、再生可能エネルギー関連の幅広い産業分野が大きく発展する。

たとえば、機械制御、高分子化学、造船、制御工学、発電、送電、蓄電、電気自動車の高性能化、海

運など、様々な産業が革新的な変貌をとげることになる。然しながら、この結果周辺諸国あるいは貿

易相手国と経済摩擦を生じることになるであろう。経済的かつ技術的優位性を失ったとき、我が国の

国際社会における尊厳は著しく毀損されることは既に過去三十年間で経験済みである。技術上の優位

性と経済上の優位性を確保した上で、国際社会から継続的に尊敬を受ける国家であるためには、再生

可能エネルギー技術（波動発電技術）の拡散について、国際平和の観点から注意深い判断と立案が求

められる。  

たとえば、八丈島のような離島において、波動発電によるエネルギーのみを用いた自己完結型の環

境共生社会（エコシステム）の実現を社会実験する。再生可能エネルギーを主たるテーマとする国際

研究大学を誘致し、世界各国から優秀な学生を選抜し、全ての授業（数学、物理学、工学、理学、環

境学、経済学など）を日本語によって教育する。日本国内の学生には奨学金制度を活用し、優秀な学

生を選抜する。将来の各国の各分野を担う優秀な若者と我が国の将来を担う優秀な若者が、環境共生

型社会のモデルとなった島で共に学び、将来を語り合う。島の交通は、全て電気自動車で賄われ、各

家庭の電気は全て波動発電によって自給される。波動発電船を用いた海運業により、島は貿易の拠点

となる。このように、時間をかけて再生可能エネルギー技術を周辺国家に伝えていくことが肝要であ

る。日本語の国際化と、長期的な貿易摩擦の削減、相手国の自助努力を求める姿勢など、従来のグロ

ーバリズムとは一線を画す政策が、革新的な技術の普及には不可欠である。エネルギーと貨幣との等

価交換を基本とした経済学の研究、地球温暖化問題に対する社会学的実験研究など、未来志向の国際

研究都市構想を掲げ、我が国だけの繁栄を希求するのではなく国際平和と国際秩序の再構築を図るこ

とが、海洋国家日本の要諦である。 
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7. 木材の利用 

7.1 はじめに 

人類が自然と共に居住できる地球環境には限りがあり，環境の劣化が現実の問題として認識されてき

ている。人類の存亡までもが心配されている中で，建築構造分野や建築構造に関わる人々には，何がで

きるのだろうか？ 

木材は，多くの地球環境劣化の元凶とされる二酸化炭素と同じ炭素化合物の集合体であるが，炭素の

自然循環の一形態として存在する樹木を伐り，切削して得られる材料である。他の材料とは違う，木材

独自のアプローチについて，これまでとこれから，解決するべき課題などについて考察する。 

 

7.2 Carbon sink：都市での炭素蓄積 

7.2.1 木材の成長と CO2 固定量 

木材の素となる樹木を含め，植物は，光合成において二酸化炭素を吸収し，酸素を放出している。そ

の一方で，生体の維持のための呼吸を行い，酸素を吸収して二酸化炭素を放出している。ただし，光合

成に使われる二酸化炭素量は，呼吸による放出量よりも多いので，差し引きすると吸収していることに

なる。 

成長期の若い森林では，たっぷりと陽を受けて樹木が盛んに光合成し，二酸化炭素をどんどん吸収し

て大きくなる。これに対して成熟した森林では，肥大した樹体の維持に必要な呼吸量が多くなり，吸収

量は少なくなる 1)。そのため，人が管理する人工林では，利用に適した大きさとなった高齢樹を伐り出し

て再造林することが，吸収量を高く維持することにつながり，混み入った森林の間伐は結果として吸収

量の回復になる。人工林は手入れをし，伐採・利用と植林を繰り返して，利用し続けることが肝要なの

である。 

 

 

図 7.1 木材の樹齢と二酸化炭素の吸収・排出量の関係 23) 

 

7.2.2 森林資源の蓄積と消費 

では，森林から伐り出された木材はどうすれば良いのだろうか？ 

木材が吸収した炭素は，もともと大気中のものであることから，これを燃やすなどして大気中に戻し

たとしても二酸化炭素の収支は変わらない。この特性は「カーボンニュートラル」と呼ばれているが，

実際には吸収速度と排出速度がバランスしている平衡状態でなければ，大気中の二酸化炭素濃度は変化

することになる。 
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日本は，国土の約 2/3 が森林に覆われており，世界屈指の森林資源大国である 2)。少ない手入れで育成

できる豊富な国内木質資源は，育った分を使わなければ貯まるだけである。戦後，過伐減衰した森林は，

拡大造林や保護施策 2)によって十二分に回復しており，成熟した資源が利用を待っている 3)。 

再生可能エネルギーの固定価格買取制度 4)は，木質バイオマスを資源として認識させる点で大きな影響

を与えたが，ユックリとした樹木の成長に比して，燃焼によるエネルギー回収は一瞬の出来事であり，

そこに辿り着く前にマテリアル利用することが大切であると，指摘されている 5)。 

 

 
図 7.2 現在の森林蓄積と将来的な変化予測 

 

7.2.3 都市での炭素蓄積 

都市の公園や街路には樹木が植栽されており，多少は別として，炭素を吸収固定している。一方，都

市域内に建つ木造住宅は，木材を大量に使用していることから，同様に炭素を吸収固定しているという

見方もでき，「都市の森林」ということもできる 6)，といわれている。 

一方，都市内に木材を貯蔵しているという観点は，不燃都市の建設が提起 7)された時代の「燃えぐさ」

としての意識とは大きくかけ離れており，隔世の感がある。しかしながら，先達たちが都市防災の観点

で憂いた問題については，何らかの解決を利用と同時に用意しておくべきである。 

 

7.3 自然循環する資源：消費する発想 

7.3.1 合理的な利用 

鉱物など，地下に埋蔵されている資源を材料として利用する場合には，工業用原材料（一次製品）と

なるまでの採掘と精製に大きなエネルギーが必要である。これを電子機器や機械，建築物などの材料と

なる二次製品を経て，消費者に届けられる最終製品となるまでには，更に大きな加工エネルギーが追加

的に必要である。またこれらは，製品としての寿命を終えると廃棄物として処分される。 

このような材料に関して，我々が環境の保全のためにできる取り組みは，埋蔵資源を温存し，使用す

るエネルギーを削減し，廃棄物を減量することであり，再資源化の取り組みが重要になってくる 8)。 

一方，木材は自然の炭素循環の一部となっており，人為に依らない循環が絶えず進行している。人為

的な利用においては，成形のための切削や積層接着操作が行われているが，それに費やすエネルギーは

総じて少ないと言えよう。自然循環の一時の形態を，人が都合よく利用させて貰うという観点では，元

の循環に，問題無く，戻すことが大切になる。また資源を利用するとの観点では，追加工なく同じ用途

で繰り返し利用したり，切削主体の少ない加工エネルギーで大きな丸太を小片になるまで何段階も利用
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したりするなど，木材の状態で長く留め置いて活用することが大切になる。鉱物資源由来など，他の構

造材料に無い特質であるエネルギー利用は，その後に考えれば良いのである 9)。 

 

 

図 7.3 森林資源の循環利用(イメージ)24) 

 

7.3.2 山の維持（生業と治山，技術） 

では，自然の循環との関係は，どうすれば良いのだろうか？ 

前述した通り，戦後，禿山となった林地を回復するために植林を進めた結果，国内の森林の半分近い

面積の人工林 2)が形成された。森林には，木材の生産以外にも，水源涵養や土砂災害防止などの多面的機

能が期待されている 2)が，植林や育林，治山の各作業は，長い年月，目に見える成果が乏しい状況で投資

を続ける必要があり，伐採などにより収穫された林産物の販売のみが，その結果としてお金を産み出す。 

一方，高度成長期を経て日本は国力を回復し，先進国と成ることができたが，国際的な貿易収支の均

衡を意図して為替が自由化されると，円高により相対的に安価となった輸入木材が大量に日本市場に流

入し，消費されてきた。こうした木材価格の低迷は，育林や再造林に影を落としていたが，ともあれ現

在は，国内に十分な蓄積を持つに至っている。 

海外の木材市場に目をやると，発展途上国の森林資源を先進国が大量消費する形となった過去の反省

と，全地球規模での環境問題が意識されてきた結果，森林資源を持つ国の発言力が強まってきている。

また世界ランキング 10)で人口第 1位の中国が，GDPも第 2位となり，潜在需要も含めて大きな注目を集め

ている。一方，日本経済が低迷・停滞の状況から脱していないこともあって，日本の購買力の相対的な

位置付けは，以前とは変わってきている。 

国内に目を戻すと，以前は原料として丸太を輸入し国内で製材していたが，丸太生産地での高付加価

値化の広まりや，国際的な流通が効率を意識したコンテナ輸送に変わってきたこともあって，製品輸入

量が増加している。これは国内での加工過程で発生する副産物が減ることを意味しているが，IT 化進展

による紙需要の変化，建設廃材の再資源化率の向上，前述の再生可能エネルギーの固定価格買取制度 4)

などと併せて，国内の木材需給構造は大きく変化してきている。これらに加え，公共建築物等木造化 11)
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や木材利用ポイント 12)などの追加施策もあって，木材自給率は回復してきている 2)が，増え続ける豊富

な国内森林資源にはまたまだ余裕があり，これらを有効に活用しつつ，森林整備費用を賄う試みが進め

られている。 

経済的に衰退し切っていた国内林業では，高齢化の進展も深刻で，若年層労働人口を回復するだけで

なく，森林の多面的機能を下支えする林業技術の水準を維持・伝承するためにも，雇用を創出し，生業

（なりわい）として成立することが望まれている。2014 年公開の映画「WOOD JOB！～神去なあなあ日常

～」13)はこうした林業の実情を端的に表している。森林・林業関係の教育機関数は，高等学校が 69，短

大学が 0，大学が 28（うち国立大学が 23），都道府県立農林大学校 6となっている 14)。「木造建築士」の

受験資格を有する 4 年制大学の数は全国で 186 あり，うち約 6 割が工学部建築系，その他を家政・デザ

イン系，農学系が担っている。「木質構造」と称するカリキュラムを有する大学数は 41 で，日本建築学

会大会の木材関連発表を大学数で数えると 45になっている 15)。森林や木材利用を支える技術者の確保は

喫緊の問題となっている 16)が，その育成には時間が掛かり，また長期的な安定供給も望まれている。豊

富な国内森林資源の活用には，基盤となる技術水準の維持と労働力の確保が不可欠であり，そのために

は生業として成立する経済構造が必要である。地域で育つ資源が，その地域の経済を循環させることが

重要であり，林産物の主な利用先の建設分野での活用が鍵を握っているのである。 

 

7.3.3 消費する発想 

他材料が社会の中での再資源化を志向するように，森林から社会への供給を絞っていては，森林や林

業の現場の経済規模を小さく抑えることになり，技術も労働力も維持して行くことは難しい。もちろん，

若い森林主体の旺盛な二酸化炭素吸収力を維持することもできない。 

後述するように，木材は耐久性の低い材料として疎まれてきたが，現存する最古の木造建築の法隆寺

を引き合いに出すまでも無く，構造材料としての実績は他の人工材料に比べて間違いなく長い。法隆寺

の世界遺産登録のポイントにもなった真正性（Authenticity）では，創建当初からの素材で構成される

ことにこだわっていたそれまでの基準を動かし，使う道具と併せて当初技術を保存し，部材交換，解体・

再組立てによって木造建築の型式・材料・技術・環境を高次元で維持保全・伝承する姿勢が評価されて

いる 17)。これはまさに，耐久性の低い材料を使った建物を長寿命化する方法を例示しているものであり，

使用する構造部材を唯一無二に固定して考えるのではなく，同種同等部材との交換を許容して，構造体

構成要素を自然循環との間でやり取りすること，言い換えれば建物として木材を消費し代謝する発想の

有効性を示しているといえよう。 
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図 7.4 建築物寿命後のイメージ 25) 

 

 

図 7.5 クローズドとカスケード 25) 

 

7.4 構造法による耐久性付与：ON/OFF の発想 

7.4.1 構造法による耐久性付与 

地球環境問題を捉えてエネルギー消費や廃棄物の削減を目指し，建築物の長寿命化を志向する場合，

より耐久性の高い構造材料の開発が鍵となる。これまで木材は，他の建築材料よりも耐久性の低い材料

として後塵を拝してきたが，その状況に一矢報いる対策としては，薬剤処理による耐久性の獲得が主体

となってきたと言えよう。一方，木質構造設計規準 18)では，防腐工法としての薬剤処理法を「構造法に

よる所要性能が充足できない場合に限り必要最低限」用い，「廃棄時に環境に負荷をかけない配慮」が求

められるとしている。 

 

7.4.2 自然循環からの借用 

木材は，自然循環から借用している材料であるという認識に立てば，不要となった場合にはその循環

に戻し，自然の環の中へと返却することになる。自然循環で木材は，腐朽により緩やかに分解されて行
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くことになるが，その分解残渣に汚染の要素は残らない。薬剤による耐久性付与は，木材のこの分解特

性を阻害し停止させようというものであるから，薬剤処理された木材は勿論，その残渣も，関係する自

然に影響を及ぼすものになってしまう。不要となった時点で加えた人為操作を無効化する処置を行うか，

自然循環にそのまま戻せる保存技術の採用が必要である 19)。 

 

7.4.3 元の循環に返す視点と ON/OFF の発想 

では，薬剤処理法に未来は無いのだろうか？ 

環境負荷低減の観点では，低毒性薬剤の開発や，その効果を補う処理方法の開発が進められているが，

究極には生分解性の停止を目指す根本的な指向性とは，相容れないジレンマとなっている。前述したよ

うに薬剤処理された木材は，廃棄処分時に薬剤成分の無害化が出来ない場合には，元の木材とは異なる

ものとして管理型の処分を行うことが必要である 20)。 

防腐と同様に防耐火も木材保存技術の一つであるが，薬剤処理による木材改質と，材料を複合する構

造法的な考え方が，同様に併存する。構造物の構成要素として不要になった場合，部材全体を管理型処

分する方法では，容量が大きくなるため，分離分割して材種材質毎に分別して，管理型廃棄処分量を減

量減容することが望まれる。逆説的に考えれば，木材自体への改質処理量を最小限に控え，目的性能に

適した再資源化の容易な材料を効果的に複合することで，廃棄時に元の循環に返すことが容易になる。

改質処理についても，薬剤等によって付与した性能を，環境負荷無く取り去ることが出来るとすれば，

前述のジレンマは消滅する。機能を ON／OFF出来る技術の登場が望まれる 21)。 

 

7.5 期限付き建築物：期限を点検に活かす 

7.5.1 期限付き建築物とは 

期限付き建築物とは，仮設建築物と恒久建築物の間にある仕切りを取り払い，両者を統一する設計思

想上の概念で，一定の使用期間および使用条件を設定して使用する建築物である 22)。 

計画から期限満了後までを一貫して扱う期限付き建築物のメリットは，使用期間に応じて設計荷重や

耐久仕様の低減を行う性能設計を徹底することで，より合理的な建築を目指して建設コストを削減でき

る可能性を持つことである。加えて部材・接合部の標準化によって解体が容易になったり，部材転用が

容易になったりすることで，投入エネルギーや消費資源，さらには建設コストを削減できる可能性が出

て来ることになる。この背景として，建築物，そしてその構造体の性能を明示すると共に，建物の使用

条件を厳しく管理し，常に看視・記録される体制を必須条件としており，それにより新しい建築技術へ

チャレンジする受け皿になり得るものである 22)。 

 

7.5.2 期限を点検に活かす 

構造体は，本来，厳しい自然環境から身を守る容れる物（Shelter）として期待される機能を支える骨

組みであり，長期間変質（変形）しないことが期待されるものである。木材のような自然循環する材料

を使って，この構造体を構成する設計行為は，自然界では循環体系の中で形質がとめどなく変化するも

のを，木材として利用する段階で，人知を尽くして自然分解を停止，あるいは遅延させること，を意味

する。木材を使った構造体を長期に亘り社会で使い続ける上では，維持保全の役割と重要性は非常に高

い 20)。 
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従来のいわゆる恒久建築では，50 年や 100 年といった長い期間に亘って，構造的な安定・安全を維持

できる耐久性を，漠然とイメージしていたのではないだろうか。期限付き建築物では，使用期間を明示

することで，その期間内の安全に必要な性能水準を明確に整理し，使用時に性能範囲内にあることを分

り易く管理できることを求めている。敢えて使用期間を短く設定することにより，木材の耐久性要求仕

様を緩和し，健全性の点検機会を増やして積極的に管理活用することは，前述した日本古来の建築の維

持管理の考え方に通じるところがあるように思われ，それと共に環境負荷を下げる可能性を有している

のではないだろうか。 

 

7.5.3 構造設計者の役割 

構造設計者に求められる仕事は，ややもすると「如何に矛盾無く成立するか，を決められた方法で検

証して見せる」ことだけに陥りやすいのではないだろうか。 

構造設計は，建物を支える構造体の配置や強度計算を意味するだけでなく，建物各部の構成方法や造

り方をも含むと考える。また建物の構造的な安定を，建設時点など，短期的視野だけでなく，使用予定

期間全体に亘って，どの様に実現して行くのか，そのシステムを考えることも構造設計という仕事の一

部である。 

従来の構造設計の中では，荷重の再現期間や静的・動的・季節的な外力といった時間感覚しか無かっ

たように思う。実際の建物がどのように経年し劣化や損傷を蓄積していくのか，使用期間全体の安全を

如何に担保して行くかという観点で，現場の実情，実際に生じている現実を構造設計の中に引き取って

考えることが必要である。 

これは，安全な社会基盤の提供という市民の期待に応えることであり構造設計者の責務といえるもの

であるが，そのような社会の期待に応え，職業的価値を認めて貰う機会を増やすことが，未来に向けて

生業（なりわい）として続けられることに繋がると思われる。 

 

7.6 まとめ 

木材は，一般的な構造材料の中では耐久性が低く位置付けられ，設定できる寿命は短くなりがちであ

る。これは製品サイクルが短いことであり，短所として取扱われがちであるが，見方を変えると製品の

設計や施工方法の問題点を見直す機会が多いことであり，言い換えれば，材料特性と環境特性を高い次

元でマッチさせるソフトウェア開発の速度が速いことでもある。耐久性の高い材料では中々到達できな

い，他の構造材料の先駆となるソフトウェアの整備を急ぎたい。 

原料素材が自然循環からの借用という大きなアドバンテージには，処分時にもエネルギー回収できる

長所も加わる。防腐や防耐火などの短所は，構造方法で解決することも出来る。リユースに適した構造

は障害発生部位の交換を容易にし，部材更新で当初性能を取り戻すことも出来る。 

「木材は表面に見えないと意味が無い」「綺麗な表面のためのコストアップは止むを得ない」といった

従来型の考えから離れたところにも，「木材は良いから使う」という理由はある筈である。木材に課せら

れた問題の解決方法は一つでは無く，その組み合わせはさらに無限の広がりを持っている。合理的な構

造は物質量を減らす意味に捉えがちであるが，「木材を使わざるを得ない」という状況に対しては「無駄

に使用木材量を増やす」のではなく，適材適所の材料選択の中で「木材でも遜色がない」使用条件を整

え，「木材の大量使用が付加価値となる」用途を見出したい。そう考えることで，他材料を代替すること
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による環境負荷削減に加え，森林での樹木育成，炭素蓄積効果の増進にもつながるのである。建築資材

循環の外側に木材を含めた炭素の循環が拡がっているのである。 
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8 気候変動に伴う災害に関する問題提起 

 

8.1 はじめに 

近年、異常気象による災害が頻発している。ここ数年においても、日本では、2014 年 2 月の大雪によ

る屋根の崩落、同年 8月の広島の集中豪雨に起因する土砂災害、2015年および 2016年と 2年連続となっ

た 8 月から 9 月にかけての記録的な多雨など、これまでに経験のないような現象が確認された。これら

の異常気象の発生と地球温暖化の関係は断定できないが、2014年 10月に気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）で承認・公表された第 5 次報告書[1]、[2]では、地球温暖化によって異常気象の発生確率が高

くなっていることは疑う余地が無いと結論付けている。 

本論は、最近日本で発生している異常気象による災害事例や IPCC 第 5次報告書の将来予測の概要を踏

まえ、今後の気候変動に伴う災害の低減に対して、構造技術者が今後取り組むべき課題を提案するもの

である。 

 

8.2 IPCC 第 5 次報告書の概要 

IPCC第 5次報告書は、科学的根拠、影響・適応・脆弱性、緩和策のそれぞれを取り扱った３つの作業

部会の報告書がベースとなっているものである。この中で、温暖化は人間活動の影響が支配的な要因で

あり、現状を上回る努力がなければ、2100 年の気温は産業革命以前から 3.7～4.8℃上昇する可能性が極

めて高いことが示されている。筆者が注目しているのは、温暖化のもたらす将来リスクとして 8つの分

野が指摘されていることである。 

1) 海面水位上昇による沿岸の低地等における高潮被害 

2) 大都市部の洪水による被害 

3) 極端現象によるインフラ施設やライフラインの機能停止 

4) 極端な暑熱期間における都市住民や屋外労働者の死亡や健康影響 

5) 極端現象に伴う食料供給や食料システムの崩壊 

6) 水資源不足や農業生産性低下による農生活への影響 

7) 海洋・沿岸生態系への影響と人々の生計損失への波及 

8) 陸域および陸水生態系への影響と人々の生計への波及 

これらは、気候変動によって、これまでにみられなかったような様々な災害のリスクが上昇するとと

もに、都市部や農村漁村においても生態系の変化によって生計や収入を損失するリスクや健康障害のリ

スクも高まることを示している。さらに、経済活動の低下や健康障害が深刻になると、暴力的紛争のリ

スクも増大させるとしている。まさに、地球温暖化は人類存亡の問題と言える。 

温暖化を抑制する「緩和」の手段として提案されているのが、低炭素エネルギー活用へのシフトであ

り、具体的には、水素や風力などの再生可能エネルギーや、原子力発電、CCSなどが挙げられている。ま

た、気候変動影響への防止・軽減のための備えと新しい気候条件を利用する「適応」の方法として、渇

水対策や農作物の新種の開発などが示されている。 

建築分野における緩和策としては、木材利用や資源循環、スケルトン・インフィルや部材リユースと

いった技術を駆使した建物の長寿命化の推進も構造分野の取り組みとして大きな課題であるが、今後建

設される種々のエネルギー関連施設の安全性評価に関しては、構造技術者が主導的に関与していかなけ

ればならない。また、適応策についても、過去のデータに基づいた災害の予測技術や、風水害や雪害等

の低減につながる対策技術についても合理的な方法を考えていく必要がある。 
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図 8.1  IPCC第 5次報告書の概要 
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8.3 最近の災害事例 

8.3.1 日本における災害 

ここ数年の期間だけでも、異常気象による災害が発生している。2012 年 5月の茨城県で発生した竜巻、

2013年 10月の伊豆大島や 2014 年 8月の広島で発生した集中豪雨、2014年 2月に関東地方で発生した豪

雪、2013年の猛暑など、極端現象によって被害が生じている。ここでは、2014 年に生じた豪雪と集中豪

雨に着目して、その概要と被害から得られた教訓について示す。  

(1) 2014年 2月の豪雪 

2月 14日から関東地方で降り続けた雪は、翌日 15日の早朝に雨に変わった。積雪量としては、設計で

想定されている 30cm(関東地方、600N/m2)を下回っているものの、各地で大スパン構造の屋根に損傷が見

られ、全面的に崩落したものもあった[3]。原因は、降雪後の雨が排水されず屋根にとどまったことによ

るものと考えられる。筆者らの検討では、降雪後の雨を考慮すると、1000N/m2 を超えるような個所もあ

った。このような現象は、これまでの観測では無かったものである。 

今後の対応としては、雪荷重の見直しとともに、既存建築物の屋根の補強方法の検討や、排水方法な

ど設備的な改善も求められる。 

  

図 8.2 2014年 2月の豪雪（被害概要）    図 8.3 2014年 2 月の豪雪（積雪荷重） 

 

 

図 8.4 2014年 2月の豪雪（再現期間の推定） 
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(2) 2014年 8月の豪雨 

8 月 21 の未明に広島で発生した集中豪雨は、死者 74 人 負傷者 44人、建物全壊 133 棟、半壊 122棟

の被害をもたらした。2 時から 4 時の 2 時間の降水量は 189mm[4]と、短期間の雨量としては、これまで

にないものであった。短時間の未明の豪雨や警報が遅れたことなどが、被害を大きくしたものと言われ

ている。気象庁のデータ[5]では、近年、明らかに 1 時間降水量 50mm 以上の年間観測回数が増加してい

る傾向が明瞭に現れている。 

全国の土砂災害危険箇所は、52 万 5千箇所あると言われている[6]。危ない地域は見えているので、国

レベルのきめの細かい情報公開や早急な補強工事と併せて、避難計画や継続的な避難訓練の実施も必要

である。 

 

   

図 8.5 2014年 8月の豪雨 

 

図 8.6 全国の土砂災害危険箇所 

 

8.3.2 世界における災害 

IPCC第 5次報告書でも示されているように、世界各地において異常気象が確認されている。平成 25年

度版防災白書[7]によれば、自然災害発生頻度は 2006年までは増加し続けていたが、最近は減少傾向に

ある。しかし、被災者数や被害額は増加し続けている。一件当たりの災害の規模が大きくなってきてい

ることがこのデータから読み取れる。 

世界大都市の自然災害リスクを調査したデータ[8]によれば、東京・横浜が他の都市に比べて圧倒的に

リスクが高くなっている。これは、地震発生による被害リスクに起因するものであるが、洪水や土砂災

害に関しては世界各地に共通の問題と言える。いかに災害に対して事前に対応策をとれるかが、災害規

模を小さくするための重要なポイントとなる。 
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図 8.7 世界の自然災害発生頻度・被害の推移     図 8.8 世界の主要都市の自然災害リスク 

 

 

筆者らは、NASA やアジア防災センターなど 11機関 16種類の公開情報データベースを基に、任意の地

点における自然災害リスクを総合的に評価できるシステム[9]を構築した。このシステムによって、任意

の地点の自然災害リスクを把握できるとともに、その対策を講じることも可能となった。 

上記は一例であるが、日本が有する種々の構造関連の技術を世界に向けて発信することが今後重要とな

るものと考えられる。 

  

図 8.9 海外ハザード評価システム           図 8.10 ハザード評価事例 

 

図 8.11 自然災害リスクを考慮した対策技術の提案 
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8.4 まとめ 

 地球温暖化は、今まで以上の緩和策を講じないと 2100 年には人類が生存できない状況になる可能性が

高い。温暖化を最小限にとどめるための一役を担うために、構造技術者が今後取り組むべき課題を以下

に示す。 

(1) 緩和策対応 
・木材利用や資源循環、SI や部材リユースといった建物の長寿命化の推進 

・水素ステーション、風力発電施設、原子力発電施設、CCS 施設など、今後建設されるエネルギー関連

施設の安全性評価への主動的な参画 

(2) 適応策対応 
・国内外の災害リスク情報の迅速な発信 

・豪雨、突風、高潮などによる災害を最小限にとどめる合理的な対策技術の検討 

・シミュレーションの避難計画への展開など、地域住民と一体となった活動の推進 
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9  気候変動に伴う災害に対する防災 

9.1 はじめに 

 地球環境の変化は年々わずかずつ進んでいる。二酸化炭素の排出量も増え続け，温暖化だけでなくそ

れに伴う気候変動も実感しつつある昨今である。IPCC の第 5 次評価報告においては，地球温暖化につい

ては「疑う余地がない」とされ，今世紀末までの世界平均地上気温の変化予測は 0.3～4.8°C，世界平均

海面水上位の上昇予測は 0.26～0.82ｍである可能性が高いとされている。グローバルな視点での気候変

動を視野に入れた取組が重要であり，より一層の推進が強く求められている。一方で，当面は温暖化が

進み，気候変動もさらに激化していく可能性がある。地球温暖化については，太陽の活動の変化など他

要因の重要性に関する指摘もあるが 1)，当面の気象環境変化傾向のもとでは，我々が気候変動への適応策

を進めていかなければならない時期にあることは間違いがない。気候変動により，極端な気象現象が生

じ，我々の社会にとって，従来の想定を超える大きな災害をもたらす可能性があることを踏まえた対応

が重要である。 

 わが国は台風の進路にあたり，大地震も頻発する地域に存在している。国土は狭く，河川は急峻で，

大雨によって下流域に水害をもたらすことも多かった。その上わが国の人口密度は高く，しかも東京，

大阪，名古屋など，大都市に人口や建物，機能が集中している。現代都市において，これら大都市は多

くの施設が複雑に関係し合ってその機能を維持しており，複雑に入り組んだ多様な社会システムにより

支えられている。また，人口の集中する狭い沖積平野は軟弱で，海面よりも低いところにまで多くの建

物が建てられ，河川堤防や海岸堤防によってかろうじて洪水・高潮などから守られている。今後襲来す

る都市直下の大地震や，大規模な震源域の巨大地震による構造物への影響も，我々が十分に把握してい

るわけではない。数百年に一度程度の発生頻度だがいったん発生すると大被害をもたらす巨大地震や都

市直下の大地震に対して，都市や社会をレジリエントにするための方策が各方面で検討されている。気

候変動に伴う極端事象の発生頻度増大は災害リスクの漸増につながる。これに対しては地震災害とはや

や異なる受け止め方が必要である。本論では，このようなわが国固有の自然災害に加え，気候変動に伴

う今後の災害に対する防災を，建築構造技術者の視点から考察する。 

 

9.2 気候変動と災害 

前章で述べたように，わが国には多くの自然災害の脅威がある。図 9.1 は，戦後の自然災害による死

者・行方不明者数をプロットしたものである 2)。昭和 34年の伊勢湾台風による大被害の後は，1000人以

上の死者・行方不明者を出した自然災害は 34年間にわたって発生しなかった。これは，災害対策の整備

が進められてきたことと，この間それほど大きな地震が発生しなかったことなどのためと考えられる。

しかし，この状態は長くは続かない。南海トラフの巨大地震や首都直下の大地震の発生が危惧されてい

るだけでなく，地球変動に伴う極端事象による災害発生のリスクも高まりつつある。近年頻発している

豪雨などの気象災害、特に 2018 年の西日本豪雨による洪水や土砂災害、台風 21 号による強風・豪雨な

どによる災害、引き続く降雨後に発生した平成 30年北海道胆振東部地震による各種災害などは、気象災

害リスクの高まりを実感させる出来事であった。 

二酸化炭素など温暖化ガスの排出増加により，気温上昇・水域の水蒸発散量増加・水温上昇・海水の

熱膨張などが生じ，これに伴い，年降水量の変動が増大し，海面も上昇するなどして，渇水・豪雨の発

生頻度の増大や生態系の変化・塩水の地下水位上昇なども生じる。またこれらにより，衣食住など我々

の生活に直接関係する様々な影響が生じると考えられる 3）。 

 最近，竜巻，集中豪雨による傾斜地盤の深層崩壊，都市域の集中豪雨災害など極端事象も多く発生し
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ているが，急激な地球温暖化に伴い，従来とは異なる気象現象が生じ，未経験の非常に過酷な外乱が我々

の社会を襲うこともある。このような気候変動の影響による種々の環境変化は，我々の産業や日常の生

活スタイルに影響を与えるとともに，従来想定しなかったような激甚災害をもたらす可能性もある。地

域・都市・建物に及ぼす重大な影響に対して，我々がどのように対応するべきかの考え方を整理し，対

策を立案・実施しなければならない時期に来ている。 

 

図 9.1 戦後の自然災害による死者・行方不明者の推移 2) 

 

9.3 気候変動への適応策の取組 

 二酸化炭素排出を抑制して気候変動への影響を減らそうとする緩和策については今までに種々議論さ

れ，対策がたてられているが，適応策を積極的に考えている地域はまだそれほど多くはない。緩和策が

第一に重要ではあるが，現時点で将来の気温上昇は確実と予想されているのである。我々はこの事実を

受け止め，緩和策の推進と同時に，その場しのぎの対応ではなく，全体感をもって適応策を進めていく

ことも必要である。 

 オーストラリアのクイーンズランド州（QLD）では，2012年に「QLDにおける気候変動適応策－公開報

告書」において，過去の調査・研究の内容に加えて，州としての適応に関する考え方，具体的施策をま

とめている 4）。7つの分野（居住地・インフラ・生態系・水管理・一次産業・危機管理・健康）について，

現状分析・気候リスク・不確実性・適応に関する既存施策，将来必要とされる施策などを示している。 

英国においては，1997 年に設立された英国気候変動プログラム（UKCIP:UK Climate Impacts Programme)
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の活動をベースに，国家適応計画を 2013年に策定・公表している 5）。また UKCIP では適応のための意志

決定に資する各種の情報提供や諸活動を行っている 6）。さらに中国や韓国においても、適応策の全体戦略

を定めて取り組みを進めている 7）。 

わが国においても，気候変動に伴う災害への対応は進められている。例えば東京都では短時間集中豪

雨による都市の貯水・排水による広域な浸水を防止しようとする取り組みが行われ，温暖化に適応でき

る農産物の品質改良などは全国各地で進められている。 

埼玉県では，2009年制定の地球温暖化対策推進条例，2012年制定の第 4次埼玉県環境基本計画の中で，

温暖化への適応という考え方を明示している。さらに地球温暖化対策実行計画において，目指していく

社会の 2050 年の姿を将来像として描いた上で，適応策を含めた地球温暖化対策を示している 8）。 

日本学術会議は，気候変動下の水災害を中心とする大規模災害に対する適応策の推進に関する提言を，

2008年 6月，2011年 9月，2014 年 9月の 3回にわたって出している 9）～11）。 

国土交通省は，2015 年 8 月に社会資本整備審議会から国土交通大臣に答申された「水災害分野におけ

る気候変動適応策のあり方について ～災害リスク情報と危機感を共有し，減災に取り組む社会へ～」

を公開し 12），適応策に取り組んでいくことを示している。この答申の中では，外乱の大きさに応じて，

施設による災害発生の防止，各種施策の総動員，ソフト的対策の３つの考え方をとることが示されてい

る。具体的対象災害としては，水害（洪水，内水，高潮），土砂災害，渇水をとりあげ，推進すべき適応

策が提案されている。また政府は 2015 年 11 月に「気候変動の影響への適応計画」13）を閣議決定して，

政府をあげて適応計画を推進することを宣言している。さらに同じ時期に国土交通省も気候変動適応計

画をまとめ、水災害分野、沿岸分野、水資源分野、産業・国民生活分野における、主としてインフラ等

の対応のあり方等をまとめている 14）。2018年 6月には気候変動適応法が公布され 15）、その中で国、地方

公共団体、事業者、国民が、気候変動適応の推進のために担うべき役割を明確化している。 

  

9.4 最近の気象災害の傾向と対策 

9.4.1 局地豪雨 

 最近市街地において局地的な豪雨により建物への浸水や道路上での冠水や濁流による人災等も頻発す

るようになってきている。図 9.2 は，時間降水量 50mm 以上の年間観測回数の様子を示したものである 3)

が，年によるばらつきはあるものの全体としては観測回数は増加傾向にあることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.2 1時間降水量 50ミリ以上の年間観測回数 3） 

 

 局地豪雨災害への当面の対応策として，早期気象警報の発令などもあるが，貯水池や浸透性の地表部

とするなどの地域全体としての排水・貯水に関する適切な計画が必要である。また建物レベルでも，適

切な高さの浸水予防壁や避難路の確保など浸水に対する配慮が必要である。 
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9.4.2 台風・洪水・高潮 

 近年の台風の発生，わが国への襲来数は平均的にはそれほど変化していないが，将来的にはより強い

台風が襲来する可能性があるといわれている 3)。図 9.3は東京湾に襲来する台風の最低中心気圧の分布を

示したものであるが，将来予測では現在よりも低い気圧の台風が多くなると予測されている。 

 強い大型の台風に伴う，大雨・洪水・高潮や強風などに対しても，堤防設置による対策や排水・貯水

施設の設置等事前のハード対策とともに，早期警報や避難のための計画策定も重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.3 東京湾に襲来する台風の最低中心気圧分布 3） 

 

 台風などによる強風下の建物への影響に関するハード対策については，従来の耐風設計の延長の知見

で考えることができる。即ち，高風速な台風などの出現頻度に応じた適切な設計用風速を設定し，それ

に対して外壁・屋根面や構造骨組の強度を確保する必要がある。従来の強風時の被害としては，特に外

壁や屋根面の被害が多くみられ，これらが建物全体の被害へと拡大することもあった。2018 年の台風 21

号でも、特に西日本において記録的な強風により多くの建物に被害を生じた。このような大きな風圧力

が直接作用する部位の強度を高めておくことが，今後重要になってくると思われる。また、これら外壁

や屋根などの取り付け部の経年による錆や疲労による劣化などにも注意し、適切なメンテナンスを行う

ことが重要である。構造体の断面が風荷重により決められていた超高層ビルや低層の軽量建物では、構

造体の安全性についても余裕を持った設計を行う必要がある。 

 一方，台風や活発な前線の活動による豪雨や洪水，高潮などによる建物への影響としては，浸水によ

る被害がある。建物は浸水深が深くなると浮上し

たり流出したりする可能性もある。建物での浸水

防止の対策はある程度とれるものの，大規模な浸

水に対しては建物での対応には限界がある。やは

り地域のインフラ施設の整備等ハードの対策，お

よび都市や地域全体としての配置計画や避難のた

めのソフト的な諸施策が重要である。豪雨時にお

ける流域のまちや都市の状況や対応を踏まえた、

河川のダムや堤防などの構築や維持管理を行うこ

とが重要であろう。 

 

 

                       図 9.4 河川堤防の破堤による洪水被害 

                       （岡山県倉敷市真備町：2018 年の西日本豪雨災害） 
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9.4.3 土砂災害 

 土砂災害についても将来的に発生が増加することが予測されている。しかし，これについては敷地地

盤の安定性に左右される災害であり，防護か撤退かの判断も含めて地域としての対応が中心であり，建

築サイドでの設計的対応以前の問題と思われる。2018 年の西日本豪雨災害や平成 30年北海道胆振東部地

震で山間部周辺での土砂災害により家が埋まり多くの尊い命が失われたことは記憶に新しい。建物建設

時に敷地地盤や敷地周辺の地盤や水流の関係を精査し，危険性の高いところには建設しないことが必要

である。 

 

9.4.4 雪氷災害 

 温暖化に伴い積雪量はわが国全体的には減少の方向にある。ただし，豪雪による死者数は近年増えて

いる。これは極端な豪雪による影響もあるが，高齢化する社会において，屋根の雪下ろし作業時の被害

も多くなっているのである。 

 一方例えば，2014 年の 2 月には関東地方で大雪により，建物や農業施設にも被害があり，深刻な農業

被害をもたらした。このように従来の統計値にないような大雪が発生したり，大粒の雹が降ったりする

こともある。今後の施設設計では，必要に応じてこれらを配慮して設計用の積雪荷重を増大させるなど

の対策を講じておくべきであろう。 

 

9.4.5 竜巻 

 竜巻の発生件数は近年特に増加しているわけではないが，強い竜巻による被害は多く発生している。

わが国では竜巻の被害程度を表す藤田スケールで F1 か F2 レベルまでの発生がほとんどであるが，1990

年 12月に千葉県茂原市で発生した竜巻，2006年 11月に北海道佐呂間町で発生した竜巻，2012年 5月に

茨城県つくば市で発生した竜巻等は F3であった。F3では風速が 70m/s～92m/s程度であり，F5では風速

117m/s～142m/s程度と言われている。米国では毎年のように F5スケールの竜巻が発生しているが，この

レベルになると丈夫な建物が破壊するだけでなく，車や列車が空から降って来るようなすさまじい現象

が発生し，町ごと破壊されるような広域な被害を生じることもある 16）。 

 竜巻に対しては，わが国では今までそれほど発生頻度が高くなかったこともあり，また建築物側での

対処も難しい面があり，一般的には建築構造設計の条件とはされてこなかった。しかし，今後の発生頻

度やスケールの増大程度によっては，これを考慮する必要も出てくる可能性がある。竜巻が直撃しない

場合でも、巻き上げられた器物などが飛来物として周辺の建物にぶつかってくる場合もある。建物周辺

開口部の飛来物に対する安全性を高めておくこともリスク低減の観点からは有効である。 

 

9.5 建物における防災対策 

 気候変動に伴う災害への対応は，適応策の一つと位置付けられるが，地域全体のハードやソフトに関

連する非常に大きな問題である。建物における防災対策もその一つのメニューとして考えられる。 

 気候変動に伴う災害としては，気温上昇や洪水・干ばつに伴う農業被害，日常生活への支障などがま

ず思い浮かぶが，気候変動の影響を受けて建物に直接関係する災害として，洪水，高潮，強い台風，局

地的豪雨，竜巻等による災害が考えられる。また，気候変動とは直接的な関係はないと思われるが，都

市・地域のサステナブル性を脅かすものとして，従来構造設計で明確には想定していなかった，大振幅

長周期地震動や，長時間継続する地震動，津波などによる災害もある。またこれらと強い台風や洪水な

どが複合した災害リスクが気候変動により高まると考えられる。 
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気候変動への適応対策においては，今後の自然環境の変化をどのように予測して，それへの対策レベル

をどのように設定するのかの判断が重要である。建築構造物の設計においても，設計条件として将来予

測幅の中でどのように設計用外力レベルを設定して，経年によるさらに将来の予測値やそれまでの実測

値の変化に応じて，対策レベルを更新していくのかを考えなければならない（図 9.5参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.5 気候変動と適応策の対策レベル 

 

9.5.1 建築計画的対応 

気候変動により増大する災害リスクへの対応として，建築物の計画あるいは設計における対応策があ

る。洪水に対しては，建物の位置を高くする，浸水しやすい部分をつくらないように適切な止水壁を設

ける，建物の周囲に樹林や洪水流の衝撃力を和らげるものを設置する，浸水時の避難が可能なような平

面的・立面的計画を施すなどである。洪水が予想される地域では、津波対策と同様に上方避難が可能な

非木造建物を活用することも有効である。建築の技術者も洪水による被災の状況を理解し、インフラの

設計や地域計画などの分野と連携した活動を進めるべきであろう。津波に対しては、標高の高い部分へ

の避難通路の確保，竜巻に対する避難スペースの確保，などもある。また，強風に対して影響の少ない

高さや面積の建物にする，竜巻に対して，地上部を頑強にした上で地下部を充実させた建物にする等の

対策も考えられる（図 9.5 参照）。 

 

 

 

図 9.6 建物における建築計画的配慮 17) 

 

9.5.2 構造体の強風や地震動に対する水平耐力向上 

 構造体の水平耐力を向上させることで，強風や地震動に対する抵抗力を高めることができる。構造体

東京都都市整備局：「東京都地下空間浸水対策ガイドライン」の策定について、 より

止水壁の設置
避難経路の確保
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の耐風・耐震設計用の外力レベルの増大に応じて必要構造物量が多くなり建設コストも高くなるため，

将来的な強風の発生頻度の予測が重要になる。一般的に日本の建物では，骨組に作用する地震荷重の方

が風荷重よりも大きいケースが多いが，建物の形状や風環境によっては風荷重が構造設計で支配的にな

る場合があり，この場合には風荷重の増大に対して特に注意が必要である。また外壁面部材の取り付け

部の耐力や疲労性能の設定レベルにも高風速で継続時間の長い風など極端事象を考慮する必要が生じる。

強い大型の台風が長時間滞在することによる強風雨の影響や，長時間継続する地震動も踏まえた，構造

体の設計耐力を考えていかなければならない。 

 

9.5.3 構造体の津波・洪水・高潮に対する対応 

 津波・洪水に対する構造体の対応としては，まず水平方向の流体力に対する構造体の抵抗力を確保す

ることが考えられる。同時に浮力への対応も必要である。また，地下水位の上昇に伴い，強風時や地震

発生時の水平力による転倒モーメントへの抵抗力が低下することにも注意する必要がある。特に津波に

対しては，流体力のみならず浮体による衝撃力も作用する。2011 年東北地方太平洋沖地震時にも，漂流

物が建物等にぶつかる時の大きな衝撃音が響きわたったと言われている。 

 以上のような諸外力に対する設計として，外壁部分で抵抗させる場合，あるいは外壁を壊して構造体

に作用する流体力を低減させる場合がある。また建物外周部の形状を工夫して流体力を低減させる方法

も提案されている 18）～20）。ピロティ構造の積極的活用も有効であろう。 

 

9.5.4 竜巻に対する対応 

 竜巻で転倒した建物の事例研究はあるが，竜巻による建物への荷重効果は必ずしも明確にはなってい

ない。竜巻により生じる風圧力に対しては，従来の耐風設計と同様なプロセスの設計である程度の対応

が可能と考えられるが，現在までに竜巻時の風圧力の分布や変動圧など詳細な情報は得られていない。

建物の損傷を防ぐためには，強烈な上昇流への対応も含めた，外壁面・屋根面の耐力確保が必要である。

また，竜巻に直撃されない建物であっても，空に舞い上がった物体の落下や風により壁面に衝突する場

合の衝撃力への対応も必要である。スケールの大きな竜巻の場合には，このような飛来物による衝突の

影響範囲は竜巻の幅数 km×長さ数十 kmよりもはるかに広くなる可能性もあり，今後この種の竜巻が頻発

する場合には，ある程度設計段階で配慮する必要も出てくるのではないだろうか。 

 

9.5.5 複合災害への耐性向上 

 気候変動に伴い，従来にない過酷な事象が頻発するようになると，従来単独で扱われていた災害が複

合して生じる可能性も高くなる。例えば以下のような複合災害を考える必要性が高まる。 

(1) 地震動＋洪水・高潮 

(2) 強風＋洪水・高潮 

(3) 地震動＋強風 

(4) 地震（地震動＋津波）＋洪水・高潮 

これらは，耐震設計，耐風設計，洪水・高潮の組み合わせを考える設計であり，新築建物においては

どの程度の将来的なリスク上昇を見込むかによって，設計条件の設定レベルが異なってくる。組み合わ

せ事象の発生リスクをどうとらえるかは，社会とのコンセンサスおよび建物オーナーの考え方によるが，

現時点で複合災害の一般的な状況・可能性を検討しておくことは必要であろう。 
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9.5.6 構造物の累積損傷・物理特性の経年変化の考慮 

 気候変動により気温の上昇と，建築構造体にとっての過酷な影響をもたらす極端事象が頻発すると，

構造体の寿命期間中の累積損傷が大きくなる。また高温化や温度変動により材料の劣化も促進される。

これらの影響も検討しておく必要がある。 

 

9.6 地域としての総合的防災対策 

 前述のように，過酷外乱に対して建物での対応はある程度可能である。しかし自然外力のさらなる増

大に対して，建物やインフラ施設などの高耐力化や計画的対応でできる範囲には限度がある。浸水深や

風速の増大に伴い，構造物に作用する力は指数的に大きくなるのである（図 9.7）。建物側での対応が現

実的ではなくなる大きさの外乱レベルに対しては，建物の移転あるいはより根本的な都市配置の再構築

が必要になってくる（図 9.8）。先にも述べたように、インフラ施設の設計の考え方と地域の設計や対応

とのリンクが極めて重要である。なお，現状でも河川・海岸堤防周辺，軟弱地盤地域，傾斜地など災害

リスクの高い地域もあるし，深層崩壊の影響を受けそうな山岳周辺地域もある。十分な再吟味が必要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.7 極端事象による建物への外力増大      図 9.8 過酷外乱への対応 

 

9.7 構造技術者の役割 

 構造技術者は，いかに安全で機能的で美しい構造物を構築するかに注力してきた。工学的素養を身に

着けて施設設計を行い提供している者としては，より広い視野を持ち，一般の人々との接点における活

動を進めていくべきであろう。科学的に地域全体としての安全性に対する情報を整理して考える必要が

ある。自然現象の科学的側面をきちんと理解し，気候変動が及ぼす社会や構造物への影響を推測したう

えで，社会や人々にとって構造物や都市をどのようにするのがよいかを考えて，対策メニューを提示す

べきである。またこれらのことを一般社会にわかりやすく発信し，伝達することで，ゆるやかな環境変

化とその影響に関する正しい情報を皆で共有し，人々の適切な合意形成に向けた活動を行っていくべき

である。もはや、ただ単に与えられた外力条件に対して丈夫な物をつくればよいというのではないので

ある。 

 

9.8 おわりに 

 気候変動に伴う災害に対する防災について，建築構造技術の視点から考察した。気候変動に伴う災害

は，広い地域に深刻な影響を及ぼす可能性があり，社会インフラの整備や避難等の仕組みを含めて地域

全体として対応すべきものであろう。そのために、異分野間で連携した活動は必須である。一方，温暖

 

ソフト対応

インフラ対応

建物対応

建築計画的対応

高強度化

建物形態改変

建物移転

外力レベル

対
応
種
類

 

風速増大・竜巻のスケール高さ・津波高さに応じて
急激に建物に作用する外力レベルが増大する

浸水深

最下層の
層せん断力

風速

風圧力

最下層の層せん断力：
（浸水深）2に比例

風圧力：（風速）2に比例



97 
 

化対策としてのハードな施設建設において膨大な地球資源を使用することは，温暖化を促進させる方向

に進ませるものであり，避ける必要がある。結局我々をとりまく自然界の中で，上手に暮らしていくた

めの方策を考えていくことが重要なのであろう。建築構造物は社会インフラの一つとしてとらえること

も可能であるが，変動しながらも少しずつ過酷度を増す自然事象や，発生頻度は低いが構造物に大きな

影響をもたらす極端事象をどうこれらの設計に取り込んでいくのかを真剣に考える時期が来ている。 
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10. 建物の環境負荷低減と安全・安心に向けた社会システム 
10.1 はじめに 

日本の経済社会状況は成長期から成熟期となり、フローからストックの時代となった。人

口減少と少子高齢化の時代ともなり、高度成長期に建設された建物も老朽化しており、既存

の建物の安全性や適正管理の在り方が課題となっている。又、空き家も増えており、老朽化

した危険な空き家も社会的な問題となっている。又、橋や高速道路やトンネルなど都市を支

える基礎であるインストラクチュアも老朽化、高齢化が進行しており、社会的問題である。

既存建物のストックも社会的問題である。 
一方、我が国の地球温暖化対策として、温室効果ガスを 2050 年までに削減目標を掲げて

いる。低炭素化社会の実現に向けて建物の環境負荷低減も大きな社会的課題である。 
そのような、社会的問題に対する対策や政策、その他既存ストックの安全と安心、そして

環境負荷低減化における建物の在り方は社会システムにおける課題でもある。 
本稿では、安全安心な社会に向けた取り組みとして、建物の環境負荷低減を目指したエコ

チューニングの実践の状況について資格制度等の取り組みや、オフィスビルの BCP と同様

なマンションの地震や津波などの災害対策として MLCP（マンション生活継続計画）にお

けるマンションの防災対策を推進する取り組みについて紹介する。 
また、建物の安全性や環境性能等の評価と空き家問題とその評価について論ずる。 
 

10.2 建物の環境負荷低減に向けた取り組み 

10.2.1 業務用建築物のエネルギー対策と課題 

「エネルギー使用の合理化等に関する法律」に基づいて、業務用ビルをはじめとする建築

物において、これまでさまざまな省エネルギー対策が推進されてきた。しかしながら業務用

建築物における設備運用では、エネルギーが非効率的に消費されている場合がなおも見ら

れる。 
業務用建築物のオーナーやテナントは必ずしも実態を把握していないケースが多く、エ

ネルギーの管理を担うビル管理会社も運用を改善する技術などへの対応があまり進んでい

ない。地球温暖化対策が求められる中業務用建築物における省エネ対策の促進が重要な課

題となっている 
既存建築物のエコチューニングによる CO₂削減と省エネルギーの効果についての検証結

果と資格制度など人材育成のビジネスモデル化の検討結果の取り組みを紹介し、エコチュ

ーニングによるビジネスモデルの可能性と課題や今後の展望について論ずる。 
 

10.2.2 エコチューニングとは 

業務用建築物において設備の運用最適化により省エネと CO₂排出量削減を進めることを

「エコチューニング」と呼んでいる。これに組織的に取り組む環境を整える必要がある。設

備の運用最適化に関する能力を持つ技術者を育成し、最適化により省エネと CO₂削減を進

めるとともに、これをビジネスモデル化することも必要である。 
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エコチューニングとは、「低炭素社会の実現に向けて、業務用等の建築物から排出される

温室効果ガスを削減するため、建築物の快適性や生産性を確保しつつ、設備機器・システム

の適切な運用改善等を行う」ことをいい、「エコチューニングにおける運用改善」とは、エ

ネルギーの使用状況等を詳細に分析し、軽微な投資で可能となる削減対策も含め、設備機

器・システムを適切に運用することにより温室効果ガスの排出削減等を行うことをいう。

（「エコチューニング」は環境省の造語）業務用建築物におけるエコチューニングとは、こ

うした建築物の利用形態を把握し、建築物環境を損なうことなく適切な設備の運転と管理

を行うことにより、無駄なエネルギー―消費を削減することであり、その基本は「省エネル

ギー診断による個々のビルの利用特性に応じた運用改善計画の立案と、それに基づくきめ

の細かい設備管理の実践」である。このため、エコチューニングを推進する上で最も効果的

な対策が、建築設備の運転管理・保守・保全業務を行う設備管理技術者をエコチューニング

できる人材に育成することである。 
 

10.2.3 エコチューニング実践による CO₂削減と省エネ測定 

平成 26 年度における業務用建築物でのエコチューニングの実践は、（公社）全国ビルメ

ンテナンス協会、（一社）日本ビルエネルギー総合管理技術協会、それぞれ会員会社の協力

のもと、合計 194 棟で測定を行った。実施期間は、平成 26 年 7 月から平成 27 年 1 月まで

の 7 か月間とした。 
エコチューニング対策項目は､建物設備を、Ⅰ熱源設備、Ⅱ空調設備、Ⅲ電気設備、Ⅳ照

明設備Ⅴ給排水衛生設備Ⅵ建築設備・その他の 6 分類に分け、各設備機器等に対してエコ

チューニング対策 366 項目を設定した。測定結果は、教育施設が前年度比-9.0％と最大で、

最も多い事務所用途では-6.0％となっており、7 ヶ月の実践後、過去 3 カ年の平均 CO2 総

排出量の 7.5％が削減され、光熱水費に換算すると約 4 億円を削減する成果が得られた。 
 

10.2.4 エコチューニング遠隔支援について 

現地設備管理者に省エネ専門知識が不足していても、遠隔から専門分析者の指導を受け

ることで施設のエコチューニングを実践する方法（「遠隔チューニング」と呼ぶ）がある。 
現地施設のエネンルギー使用データとともに空調設備等の運転データを収集し、クラウ

ド上のデータベースに送り、遠隔地にいる専門分析者がインターネット環境からクラウド

上の分析診断ツールを利用して分析を行い、現地施設管理者と協力してチューニングを実

践する。平成 26 年度は 4 か所の異なる用途の施設に対して遠隔チューニングを実施し、省

エネ効果を検証した。（図 10.1 参照） 
今回対象とした 4 種類の異なる用途の施設について、遠隔チューニングの取り組みによ

り、概ね 10％以上の省エネ効果が期待できること、また省エネ方策を示せることが分かっ

た。（表 10.1 参照） 
エコチューニングビジネスは光熱水費の削減という直接的なメリットに加え、運用改善

で可能なこと、新たな投資がないことが訴求点となっているが、関心がない理由も踏まえ、
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実践事業の成果の情報発信や事業者認定制度、技術者資格制度、認定機関、コーディネート

機関等の適切な制度設計が必要である。 

 

 

図 10.1 エコチューニング遠隔支援ビジネスモデル 

 

 
 

10.2.5 技術者資格制度と事業者認定制度について 

エコチューニング技術を体系的に理解し、設備の運用状況を的確に診断し、快適性や生産

性を確保しつつ運用改善によってエネルギー消費を削減するための計画を立案、その計画

に基づく指導ができる。加えてその実践結果を評価・分析し、ビルオーナー等に更なる改善

提案ができる技術者(第 1 種エコチューニング技術者)と、ビルの設備管理において省エネル

ギーに関しての一定の基礎（応用）技術を持つ技術者として、エコチューニング事業の実施

計画に基づき、通常の設備管理業務においてエコチューニングの実践を担う技術者（第 2 種

表 10.1 エコチューニングの遠隔支援 実践結果 

 

 

【対象1】 病院 【対象2】 大規模ﾋﾞﾙ 【対象3】 中規模ﾋﾞﾙ 【対象4】 店舗

所在地 東京都区内 東京都区内  兵庫県西宮市  滋賀県大津市
竣工年 平成23年  平成12年  平成6年 平成24年

延床面積 約9,000㎡ 約80,000㎡  約5,200㎡ 約3,000㎡

エネルギー原単位  2,505ＭＪ/㎡･年 3,125 MJ/㎡･年 1,458 MJ/㎡･年  5,841 MJ/㎡･年

チューニング

主な実施内容

・空調機冷水出口温度 の変更

・熱源二次ポンプ インバータ設定

変更

・駐車場排気ファン調整

・外気取入量調整

・夜間排気ファン停止

・低層階冷水流量調整

・PAC-AC 運転調整 （夏期冷やし

過ぎ防止）

・PAC-AC 運転調整 （冬期暖め過

ぎ防止）

・冷ケース、冷凍機の 運転調整

・閉店時の換気適正化

・冬期空調の温度・容量 制御

年間削減量

（検証段階を含む）

861GJ
 47t-CO2

（空調熱源）

12,767GJ
 846t-CO2

 （空調熱源）

843GJ
45t-CO2
 （全体）

490GJ, 26t-CO2
（冷凍冷蔵）

 182GJ, 10t-CO2
 （空調設備）

削減比率

（検証段階を含む）

10.4％
（空調熱源）

10.2％
（空調熱源）

11.1％
（全体）

7.7％（冷凍冷蔵）
11.4％（空調設備）
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エコチューニング技術者）の 2 種の資格制度を創設している。 
平成 28 年度には第一種エコチューニング技術者は 196 名、第二種エコチューニング技術

者は 225 名が育成され、エコチューニング認定事業者は 73 業者認定を行った。さらに、平

成 29 年度においては、第一種エコチューニング技術者は 117 名、第二種エコチューニング

技術者は 294 名が育成され、エコチューニング認定事業者は現時点では、10 業者認定を行

った。 
 

10.2.6 エコチューニングビジネス確立に向けて 

(1) ビジネスモデルについて 
エコチューニングビジネスモデルは、エコチューニング事業者が、業務用建築物から排出

される温室効果ガスを削減するため、建築物の快適性や生産性を確保しつつ、設備機器・シ

ステムの適切な運用改善の提案・実践を行うことである。この際の運用改善とは、エネルギ

ーの使用状況等を詳細に分析し、軽微な投資で可能となる削減対策も含め、設備機器・シス

テムを適切に運用することにより温室効果ガスの排出削減等を行うことである。（図 10.2） 

 

  

 
図 10.2 エコチューニングビジネスモデルのイメージ 
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サービスの対価としては、エコチューニングの実践によって削減された光熱水費の削減

額の範囲内とし、これをビルオーナー等とエコチューニング事業者で分け合う。報酬割合は

実践内容によって適切に設定されることが望ましく、変動報酬、固定報酬、または変動と固

定の併用など柔軟なビジネスモデルとする。また、両者の協議の結果、契約書によって定め

られることとし、対価の支払い・報酬割合についてはビルオーナー等の民間企業との契約、

途方自治体等の公共施設との契約のそれぞれを検討する。公共施設の場合は、管理方法にお

いて地方自治体等が直接管理する場合、指定管理者が管理する場合と様々であり、また各地

方自治体が定める条例等を踏まえて行う必要がある。（図 10.3） 
 
(2) ビジネスモデルの契約スキーム等について 
エコチューニングのビジネスモデルとしては、①ビルメンテナンス会社が、エコチューニ

ング計画を策定・提案し実践するビジネスモデル、②エコチューニング計画の策定と同計画

に基づき施設管理者へ実践指導するコンサルタント業務としてのビジネスモデルの 2 種類

あると考えられる。図 10.4 に例を示す。 

 

発注者が民間ビルオーナー等でも地方自治体等の場合でも、エコチューニング契約で定

めるべき事項は大きく異なることはない。したがって契約書は、コンサルタントする場合と

  

図 10.3 エコチューニング各ビジネススキーム 

 
図 10.4 エコチューニングビジネスモデル（コンサルタント契約） 
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実践までを含めて契約する場合の２つがあり、契約書で定める基本事項は、①委託料の支払

い②光熱水費提言実績額の算出方法③放熱水費低減実績額の補正方法④省エネ器具等の設

置⑤損害となる。なお、個別の建築物の状況を踏まえ内容の詳細についてはビルオーナー等

とエコチューニング事業者の間で協議の上締結することが必要である。 
 

10.2.7 低炭素社会の実現へ 

全国で約 200 棟での測定・効果検証と技術の体系的な整理をし、エコチューニングビジ

ネスモデルの確立に向け検討を行った。検討結果から CO₂の削減効果と省エネ効果を検証

した。また資格者制度・技術者認定制度も検討しエコチューニングビジネスモデル化スキー

ムの提案を行い、資格制度・認定制度について試行し、さらにエコチューニング推進センタ

ーを創設した。又、第一種、第二種エコチューニング技術者、約 830 名、認定業者は 83 社

が誕生している。エコチューニング事業ビジネスモデル化の普及に向けて引き続き検討し

ているところである。エコチューニングビジネスを確立するためには行政、オーナー、管理

会社の組織的な連携と協働が不可欠となる。それによって省エネルギーと CO₂削減の実現

可能性が大きくなる。環境性能の高い建物が増えることは、関連業界にとってメリットがあ

り、地球環境にとっても有益である。また全国に普及していくことによって継続的なエコチ

ューニングによる長期的な CO₂削減が可能となり低炭素化都市と低炭素社会の実現が可能

となると考えている。 
こうしたモデル事業の取り組みや行政、民間、オーナー、などの協働によって省エネ、CO

₂削減が促進され、地球環境の時代にふさわしい業務として社会で定着していくことが望ま

れる。 
 

10.3 安全・安心社会に向けた、マンション防災の取り組み 

10.3.1 マンションの課題と現状 

首都直下地震や南海トラフ地震などの災害列島の日本において、災害対策の強化は急務

である。熊本地震においてもさまざまな課題が浮上したが、マンションの防災対策も社会的

に重要な課題である。 
都市部においてマンションは数多く建設され、全国のマンションストックは約 620 万戸

あり、国民の約１割がマンションに住んでいる。（図 10.5 参照）一方、日本は地震や台風

などの災害も多く、災害に対する防災･減災対策が不可欠である。直下型大地震や南海トラ

フ巨大地震など発生する確率の可能性も高く、災害に対するマンションの防災・減災対策は

社会的に大きな課題であり、喫緊なテーマである。 
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図 10.5 全国のマンションストック戸数    出典：国土交通省 

 
平成 28 年 4 月 14 日及び 16 日に発生した熊本地震は、2 度にわたる震度 7 を観測した。

（一社）マンション管理業協会の調査によると、熊本県では同協会の会員社が 572 棟の管

理を受託しており、このうち 566 棟について会員社から被災状況の回答があった。大破し

たマンションは旧耐震設計基準時代の 1 棟だけだったが、全体の 70％を超えるマンション

が中・小破し、損傷なしは 7％未満だった。（表 10.2） 
 

表 10.2 熊本地震による熊本県内のマンションの被害 

 大破 中破 小破 軽微 損傷なし 計 
棟数 1 48 348 130 39 566 
％ 0.18 8.48 61.48 22.97 6.89 100 

 

被害程度  被害内容の概略 
大破 倒壊や建替えが必要な致命的被害 
中破 大規模な補強・補修が必要 
小破 タイル剥離、ひび割れ等補修が必要 
軽微 外見上殆ど損傷なし 
被害なし  

出典：（一社）マンション管理業協会 
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大破したマンションは旧耐震基準の 1 棟にとどまったことは、建物としてのマンション

の基本的な安全性を示したといえる。しかし、多くの新耐震マンションを含む 7 割のマン

ションが補修を必要とする被害を受けたことと、度重なる余震や給水設備等の損傷の影響

で不自由な生活を強いられた居住者が少なからず出たことは、マンションも地震に備える

ことの重要性を改めて示した。 
 

10.3.2 マンション生活継続計画について 

筆者等は｢マンション生活継続計画 (MLCP)検討会｣を開催し、１年余りマンションの防

災について検討した。メンバーは国や自治体など行政、研究者、関連企業、消防、警察、報

道、管理会社、管理組合などマンションに関する様々な立場の方々が参加した。大規模地震

等の災害時に、できるだけマンション内で生活を維持･継続するための方策を考えることで

ある。MLCP とは、マンション生活継続計画(Mansion Life Continuity Plan)の略称だが、

企業が導入している BCP と同様に、マンションの災害に対して自助と共助で生活を継続す

る住民のための行動計画である。これは、個々のマンションとその住民の特性に応じ、関係

する企業や行政、地域との連携を図りながら MLCP を作成する。 
計画づくりでは、次のようなことを重視する必要があるとしている。 
 ①自分たちのマンションの弱点やリスクを知る 
 ②災害発生時でも確保したい生活のレベルを考える 
 ③居住者の自助と共助の方法や仕組みを考える 
 ④防災・減災のための組織づくりと運用方法を考える 
 ⑤建物・設備の改善方法を考える 
 ⑥必要な資金の確保や捻出方法を考える 
 ⑦実際に災害がおきたときに役立つ訓練を考える 
 ⑧いつも使える計画にするための見直しをする  
MLCP には、次のような内容が含まれる。 
 ①発災時、応急復旧時、復興時等の段階に応じた対応策を検討する 
 ②発災後の生活継続について、生活水準とコストを考慮した選択肢をつくる 
 ③発災前の準備を進める（建物・設備の改修、規定類の整備、資機材の備蓄） 
 ④役員等の不在時の意思決定、役割分担を決めておく 
 ⑤情報連絡を維持する方法を具体的に決めておく 
 ⑥高層階への対策を具体的に考える（揺れ、エレベーター停止等の対策） 
 ⑦大規模マンションの集会室等を、一般避難所と同様の救援物資搬入先とする 

 
10.3.3 中間支援組織の必要性 

マンションの居住者と管理組合では、固有業務である建物や設備の防災力の強化、災害対

応の体制づくり、管理会社との認識の共有ができていないなど多くの課題がある。また、管

理会社でも災害対応の受託業務として位置付けられていないなどの課題もある。このよう
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MALCA 
中間支援組織 

な諸課題の解決方策の 1 つとして、管理組合と管理会社、行政を結ぶ中間支援組織の必要

性を提言した。この提言をもとに 2013 年の 3 月に中間支援組織を設立した。一般社団法人

｢マンションライフ継続支援協会｣略称 MALCA である。 
国土交通省補助事業で支援したマンションや、2013 年の改正災害対策基本法で創設され

た、「地区防災計画制度」を利用したマンション支援、また、マンション防災の専門家の育

成等活動している。次項より MALCA の取り組み事例を紹介し今後の課題と在り方につい

て論じたい。（図 10.6 参照） 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

図 10.6  MALCA 

 
10.3.4 武蔵野市のマンション事例 

武蔵野市では平成 25 年に地域防災計画を修正し、他の自治体に先駆けマンション等の集

合住宅の生活継続計画(MLCP)を導入した。防災力の強化、自宅で生活継続ができる自助の

推進と地域の仕組みの推進、広域的な避難を要しないエリアとして｢自宅生活継続の重点エ

リア｣を指定するなどとともに、マンション等集合住宅の MLCP の策定支援を盛り込んで

いる。MALCA では武蔵野市のこのような動きを背景に、国土交通省の「マンション管理適

正化・再生推進事業」において武蔵野市のマンション（155 戸）を支援した。 
このマンションは昭和 52 年竣工の旧耐震マンションであり建物の老朽化が進んでいる

が、耐震診断も実施しておらず、安全性に不安があった。また、居住者の高齢化も進む中、

東日本大震災を受けてマンションの防災対策も進めたいとの希望を受け、区分所有者と居

住者による防災力強化、被災時の生活継続計画作成、並びに再生に向けた合意形成の素地を

つくるための方策について検討を行った。 
取り組みの概要は以下のとおりである。 
（１）防災会による自主的・主体的取り組みへの支援 
昨年度より基礎的な組織体制を確立し、「管理組合の防災会」を中心とする同マンション

の自主的・主体的な防災活動である防災訓練の実施、防災マニュアルの作成等を支援し、持

続的な活動の強化をはかり、具体的には専門家の指導によるワークショップ等を実施した。 

行政 
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（２）高経年・旧耐震マンションの再生に向けた支援 
再生に向けた区分所有者等の合意形成の素地を形成するために、武蔵野市役所や管理会

社との連携強化と、専門家とともにマンションの将来を考える勉強会を実施した。 
（３）マンション生活継続計画（MLCP）の作成 
マンション防災の総合的な計画である「マンション生活継続計画（MLCP）」のモデル（プ

ロトタイプ）を作成した。 
 

10.3.5 地区防災計画制度と事例 

（１）地区防災計画制度とは 
地区防災計画制度は、平成 25 年に策定された。市町村の判断により市町村地域防災計画

の中に地区防災計画を規定できるほか、地区居住者等が自発的に地区防災計画を作成し、市

町村地域防災計画に組み込むよう市町村防災会議に提案することができる仕組み（計画提

案）を定めている。地区防災計画ガイドラインによると、地区防災計画は都市部、郊外、住

宅地、商業地、工業地、マンション、戸建て住宅等の区別なく、あらゆる地区居住者を対象

にしており、その範囲も自治会、町内会、小学校区、マンション単位等多様なものが想定さ

れている。また、地区防災計画は、地区居住者等により自発的に行われる防災活動に関する

計画であり、地区居住者等の意向が強く反映されるボトムアップ型の計画であり、地区居住

者等による計画提案制度が採用されていることもボトムアップ型の一つの要素としている。 
計画内容は、各地区の特性（自然特性・社会特性）や想定される災害等に応じて、多様な

形態をとることが出来るように設計されており、計画の作成主体、防災活動の主体、防災活

動の対象である地域コミュニティ（地区）の範囲、計画の内容等は地区の特性に応じて自由

に決めることが出来るとしている。また、単に計画を作成するだけでなく、計画に基づく防

災活動を実践し、その活動が形骸化しないように評価や見直しを行い、継続することが重要

であるとしている。（図 10.7 参照） 

 

図 10.7 地区防災計画作成への流れ（出典：地区防災計画ガイドライン） 

 
（２）横須賀市の事例 
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MALCA が関与した事例では、2014 年度地区防災計画モデル事業に採択された神奈川県

横須賀市のマンション（306 戸）において、マンション単位の地区防災計画の策定を支援し

た。 
この地域の災害リスクは、埋立地であるため、地震による強い揺れ（震源によっては震度

７）が想定され、長周期地震動による液状化や地盤沈下が危惧される。また、地震発生から

20 分後に最大波高が平成地区に到達し、津波が陸地を遡上した場合、マンションの敷地内

で 1.0m～2.0m 浸水すると予測されている。 
マンションのこれまでの防災活動は、防災資機材の備蓄や、居住者台帳による避難行動要

支援者の情報把握、年一回の防災訓練、防災読本の作成・配布に取り組んでいる。また、居

住者のなかから、コンサルタント、医療、福祉関係者など専門知識を有する人材の発掘・活

用を行っている。 
モデル事業での支援内容は、マンション内に地区防災計画策定委員会を設置し、平日昼間

の発災にも初動対応・応急対応が可能な「策定委員」、現役世代の消防官・自衛官・看護師

などからなる「アドバイザー」を任命し、業務遂行体制を構築した。また、すでに作成され

ていた住民共助の防災読本を基に、発災後の数日間は公的支援の手が及ばないことを想定

し、災害時もマンション内にとどまり自助と共助で生活を継続することを基本とした「地区

防災計画案」をまとめ横須賀市に提案し、平時における行政・消防等との密接な連携と、地

区防災計画に基づきマンションの事前防災の取り組みに対する行政の支援を強く求めた。 
 

（２）高知市の事例 
高知市にあるマンション（134 戸）については、マンションの総合防災計画策定支援を行

うとともに、周辺地域を含む地区防災計画も検討した。同マンションが所在する高知市は、

海抜ゼロメートル地帯であり、中央防災会議が想定する規模の南海トラフ巨大地震が発生

した場合、１時間足らずで津波が到達し 3～5 メートルの浸水となる可能性が高い。 
このため、地震発生時にマンション外の周辺地域の人々を受け入れる「津波避難ビル」指

定を受け、同マンションと高知市は津波避難ビル協定を締結した。この協定は津波避難ビル

の使用期間について「緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生する恐れがある時から、

津波避難ビルとしての役割の終了を確認した時までとする」とされているが、使用期間中の

津波避難ビルの運営について具体的事項は定められていない。 
このような課題をうけて、マンション居住者が在宅避難をし生活を維持継続する場合と、

外部からの避難者を受け入れ生活を維持継続する場合、また避難者受けルール等の策定を

支援し、周辺の自主防災組織と連携しながら行政とともに、地区防災計画の策定を進めてい

る。 
以上のように、地域の防災力向上のためには、住民相互の連携による地区単位の防災対策

が不可欠であるといえる。しかしながら現時点では、周辺住民との協働による地区防災計画

の提案内容の難しさや、地区防災計画に規定しなければならない行政側との調整や取組み

のあり方など課題も多い。 
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住民によるボトムアップ型の提案が地域防災計画に生かされ、マンションの防災性能の

向上のみならず、地域の防災安全性の向上につながることを期待している。 
 

10.3.6 マンション防災の専門家育成 

防災に関する資格には防災士、マンションに関してはマンション管理士などがあるが、

MALCA はマンション防災に関する専門家を育成するため、これに特化した資格として「マ

ンション防災認定管理者」制度を創設した。 
首都直下地震や南海トラフ巨大地震などが発生した直後は、消防、警察、自衛隊などは木

造密集地区などの被害大きく、多くの人命が危機にさらされているところに集中すること

となる。建物が堅固で火災の危険性が少ないマンションにまで控除の手が及びにくいこと

が考えられる。避難所も不足するため被害が比較的少ないマンション居住者を受け入れる

余地がない可能性がある。マンション居住者と管理組合はこうした事態を想定し、地震に備

えることが必要である。 
このようなことから、研修プログラム内容は、災害時マンションで生活継続するための必

要な知識として、マンション防災対策の特殊性や MLCP（マンション生活継続計画）の理

念、目的、安全計画の策定方法、マンションの組織的対応（合意形成ファシリテーション）

能力の向上、発災時にすぐに役立つ防災 BOX の活用等マンション防災に特化したプログ

ラムとなっている。 
マンション管理組合や管理会社、警備会社等を対象に、平成 28 年度より研修を実施し、

約 30 人の資格者が誕生している。 
 

10.4 建物の安全と環境等の総合的性能評価 

10.4.1 建物性能等評価マニュアルについて 

建物の総合的評価を経済価値にするため BELCA（ロングライフビル推進協会）と日本不

動産鑑定士連合会の協働で、評価ツールの開発を行い、建物性能評価等マニュアルを作成し

た。 
評価の基本的な考え方は、不動産市場における不動産鑑定に反映できるように、建物の性

能等の相対的な水準を総合的に評価することとしている。バリューアップ改修等の企画・検

討が、同種の建物との競争力を比較して、または不動産鑑定評価の精緻化については同種の

建物の相反的な優劣を明らかにして、不動産鑑定に反映するために行うものである。よって

市場における相対的な水準を総合的に評価するものである。 
建物性能等の総合的な評価についての性能項目は、基本性能、安全性能、環境性能、利便・

快適性能、維持管理状況で、これらに係るもの以外の遵法性の６つの大項目として、それぞ

れに設定した小項目に関して評価し、点数化した上で合計して得られる点数をもって、性能

等の総合的な評価とする。 
本マニュアルでは、既存建物の性能等項目についての評価結果を勘案して、原価法におけ

る概算価格及び収益還元法による収益価格を求める際の参考として活用するものである。
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（表 10.3） 
また講習会を開催し、この評価方法を用いて実務に普及できる人材の育成を実施してい

る。このような評価手法が広く普及し、建物の性能評価が経済価値に反映され、不動産市場

で活用されることを期待している。 
 

表 10.3 性能等評価指針・評価基準及び評価方法 

 

 
10.4.2 建築と不動産と金融の連携 

既存建物の売買、賃貸などにおける不動産市場においては、建物の価格は消費者にとって

は乗用車や電化製品のように建物の性能の良し悪しがわかるようになることが重要である。

建築・不動産業界において、このような評価マニュアルによって建物の性能評価が不動産鑑

定評価方法に活用され、ツールとして不動産市場で用いられることが可能となった。 
既存建物は長期的なマネジメントの良し悪しが資産価値に影響する。建物評価とマネジ

メントは、大変重要となっている。また、その際に既存建物の評価は様々あり多様である。

例えば既存建物の安全性を確保するためには、建物の耐震診断や劣化診断、補強法、改修な

ど建物の評価が必要となる。ソフト面では法制度や税制など様々な対策、そしてハート面で

は、人々の地域ネットワークやコミュニティーなど安全・安心を含めた対策が求められる。

このような中で、建築士や建築家、金融、税制など建築や不動産に係る専門家等との連携、

協力が必要である。近年の空き家問題においては解決のため、協働と連携がなされている場

合が多く見られ、今後さらに連携の促進が必要となるだろう。加えて、建物の所有者である

オーナーサイドともリンクした上で、産・官・学・民とも連携することが求められている。

今後建物評価と共に行政と建築業界、不動産業界、金融業界等との連携が益々重要になるも

のと思っている。さらなる連携が推進されることを願っている。（表 10.4） 
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表 10.4 建築と不動産と金融の連携 

 

 
10.4.3 空き家問題と建物の安全性評価 

（１）空き家の評価について 
近年、既存建物である空き家が増加し、社会問題となっている。空き家の問題には様々な

ものがあるが、その解決策については、空き家の評価が先ず必要である。空き家の老朽度判

定や危険度判定などあり、空き家として特定する必要がある。建物の安全性評価に関しては

空き家の危険度について、危険度の判定では、ランクⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの四段階や、老朽・危

険度判定では A、B、C、D のランク付けがなされている。このように空き家の認定におい

て空き家の評価に用いられている。 
（２）自治体の独自基準における多様な評価 
空き家の行政代執行においても、国のガイドラインに基づく自治体の独自基準に基づく

評価方法が出されている。その一例を紹介する。景観の評価について景観支障状態の制限に

関する条例（和歌山県）では建築物等の外観は景観支障状態であってはならないとしている。

景観支障状態とは 
①長期間適切な維持保全がなされていないことにより、建築物等の基本的機能が喪失し

た状態として、屋根または外壁（いずれも道路その他の公共の場所から公衆によって容易に
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望見されることのない部分及び開口部を除く。）の 10 分の 1 以上が損壊に至った状態 
②周辺の良好な景観に対して著しく不調和である状態 
としている。 
このように近年、既存建物の評価において多様な評価が必要となっている。 
以上のように、既存の建物の老朽化マンションの安全性能評価や建替えやリノベーショ

ン、そして空き家も将来増加する見込みであり、検討課題である。 
（３）空き家と固定資産税評価について 
土地の評価は、1994 年（平成 6 年）度の評価基準の告示において、評価額の水準を地価

公示価格の 7 割程度となった。家屋の評価は、「再建築価格」方式を用いている。 
課税の特例において、住宅の敷地で住宅 1 戸につき 200 平方メートルまでの部分（小規

模住宅用地）については、課税標準を登録価格の 6 分の 1 となっている。200 平方メートル

を超え、住宅の床面積の 10 倍までの部分（一般住宅用地）については、課税標準を登録価

格の 3 分の 1 となっている。これは、土地の有効活用をするために規定された特例である

が、小規模住宅地の空き家が解体されると納税額が 6 倍になるため、空き家の増加の原因

の一つとして考えられている。そのため、空き家問題と固定資産税制度の在り方の検討が必

要である。 
空き家を、資産としての視点から利活用の在り方を考えることが重要である。空き家の利

活用の具体的な事例には、様々な事例があるが、空き家再生プロジェクト、空き家バンク、

地域の集会場など様々な事例があるが、加えて、「セーフティーネットとしての住宅」など

の利活用を提案したい。仕事がなく、収入が得られず住まいのない人や、高齢者や弱者、ま

た地震など災害による被災者のための住宅、生活の場としての利活用である。 
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10.5 建物の構造性能の経済的評価と地域の安全・安心向上への活用 

 

10.5.1 建物構造性能の経済的価値評価と地域の価値と持続性の向上について 

本節では、建物の構造性能を積極的に資産価値として評価することの社会的意義とその方法論につい

て記述したいと思います。 

我国の建物の構造性能については、建築基準法等により建物が保有すべき最低限度の構造性能は確保

されますが、それを上回る安全性を有する構造性能については、一般社会において適切に資産価値として

評価されているとは言い難いと思われます。建物の資産価値に直結する不動産価値評価においても、現行

の不動産鑑定評価では、法規等で求められる構造性能以上のプラス側の性能は考慮されていません。不動

産物件のうち、投資対象の建物については構造性能に関係する予想最大損失額（PML）が参照される場合

もありますが、鑑定実務においてもその活用は現状模索状態の模様で、一般建物の価格・価値評価に積極

的に反映されるには至っていません。そのため、建物躯体の価値は、建設時の材料費・工事費に大きく依

存することになります。一方、一般消費者には、建物の構造性能に関する情報が与えられたとしても表現

が専門的なため分かり難く、地震等のリスクに対しては、 

「最先端の建物の構造性能」＝「地震で壊れない」＝「生命・財産（建物を含む）の損失は無い」 

との認識に近い場合もあります。しかし、実際には構造性能や大きな地震での被害状況に差は存在し、被

災後の復旧期間や費用などの復旧性に差が生じることが予想されます。 

 このような建物構造性能に対して経済的価値評価が可能となれば、建物の資産価値への反映として、建

物における新たな付加価値の創出となり、耐震改修などの建物性能改善行為への動機付けとなることが

期待できます。さらには、建物を構成要素とする地域の価値や持続性の向上につながる可能性も期待でき

ます。図 10.8は建物の性能を適切に経済的価値評価することが、地域の安全・安心の向上や持続性を向

上させるとともに、不動産価値の上昇をもたらす可能性があること示すもので、そのシナリオは以下の通

りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10.8 建物性能の向上と不動産価値との関係 

 

1)建物の構造性能に対応した経済的価値評価 

 ―＞ 2)建物構造性能の不動産価格や資産価値への反映 

  ―＞ 3)建物性能改善に対する動機付け（保険的意識から投資意識への転換） 

   ―＞ 4)地域を構成する建物群での構造性能（耐震性能等）の改善（地域への投資の導入） 
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    ―＞ 5)地域の防災性（耐震防災性）、およびレジリエントの向上 

―＞ 6)地域の安全・安心の向上 

      ―＞ 7)地域価値の向上 

       ―＞ 8)地域（土地）の不動産価値の向上（個々の建物の不動産価値にも反映） 

        ―＞ 9)地域の持続性の向上 

  

建物構造性能の経済的価値評価を行い、上記のようなシナリオを実現するに当たっては、不動産分野と

の連携が不可欠となります。特に、不動産鑑定評価の分野からの協力が無ければ実現は不可能に近いと言

えます。また、構造性能の価格評価となるため保険分野との連携も必要と思われます。しかし、建物構造

性能の経済的価値評価が社会システムに導入されることによる社会的メリットは極めて大きいことが期

待されるため、関連分野との連携・協力の方向性を探ることの意義は大きいと思われます。一方、構造性

能をより良いものにした結果としての不動産価値の上昇が固定資産税の上昇につながる現状の税制につ

いても、一考を要するかもしれません。 

 

10.5.2 建物構造性能の経済的価値評価における課題について 

前節のシナリオにおける「１)建物の構造性能に対応した経済的価値評価」の方法は、現状では確立し

ていません。建物躯体の価値は、建設時の材料費・工事費に大きく依存し、建物の構造性能に依存する災

害時の建物被害に基因して被る損失やその後に発生する生活復旧のための負担額についても考慮されて

いません。一般消費者には建物の構造性能に関する表現（例えば、構造耐震指標など）は専門的なため分

かり難く、地震リスクに対して、誤解や誤った認識を有している場合があります。リスク・コミュニケー

ションの観点からは、一般消費者に分かり易い形で構造性能を表現・説明することが望ましいですが、そ

のためにはどのような経済的指標が好ましいか、現状ではそのようなものは無いと言っても過言ではあ

りません。そのことと併せて、「良い」構造性能を有する建物躯体の構造設計に対して、「良い」対価が払

われる仕組も現状では有りません。建物の構造性能（耐震性能等）を経済的価値評価するための方法、お

よび一般消費者にも分かり易い構造性能を表現する経済的指標が求められところです。 

シナリオにおける「2) 建物構造性能の不動産価格や資産価値への反映」について言うと、現状の不動

産鑑定評価では、法規等で求められる構造性能以上のプラス側の性能は考慮されていません。不動産物件

のうち、投資対象の建物については構造性能に関係する予想最大損失額（PML）が参照される場合もあり

ますが、鑑定実務においてもその活用は模索状態の模様で、一般建物の価格・価値評価に積極的に反映す

るには至っていません。どのような手順・方法で、構造性能を建物の不動産鑑定評価や資産価値評価に取

り入れるか、また、どのような具体的手順・方法で、現行の不動産鑑定評価法に建物の構造性能への考慮

を取り込み、鑑定実務者および一般消費者が納得し受け容れやすい形で社会システムに定着させること

が可能かを検討する必要があります。法規等で求められる構造性能以上のプラス側の性能を考慮して、そ

れを価値評価するとともに建物の不動産価値に反映させることの意義を明確にし、それが社会にもたら

すメリットについて鑑定実務者および一般消費者が納得のできる説明資料を作成・提示することが重要

です。構造性能を価値評価した建物の不動産鑑定評価法の社会システムへの導入から定着に至るまでの

手順に関する方法論の構築も必要となります。 

シナリオにおける「3)建物性能改善に対する動機付け（保険的意識から投資意識への転換）」について

は、現状、所有且つ利用する建物に対して実施する建物構造性能への改善行為は、地震などの災害に対し

ての安全・安心の確保が主な目的であり、他地域での被災情報や、地元地域に関するハザード情報が動機

付けとなる場合が多く、そのような構造性能への改善行為は保険的意識が強いと考えられます。しかし、

このような保険的意識からの改善行為については、個々の価値観の違いから、必ずしも地域や建物の区分
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所有者全体の建物性能改善の動機付けになるとは言い難いと思われます。必要性は認めつつも、所得・資

産・年齢・ライフスタイルなどの理由から、建物構造性能への改善行為が「負担」と認識され、建物構造

性能の改善には消極的な個人・層も存在します。しかし、都市における建物の場合、その損傷・破壊は個

人の損害に留まらず、その地域におけるインフラの部分的寸断や火災発生の起点、災害瓦礫等の発生、第

三者への人的・物的被害をもたらす場合があり、個人の選択の結果が地域の災害時耐力や復旧・復興能力

に影響を及ぼす場合があることは否定できません。一方、建物構造性能への改善行為を「投資」と捉える

場合もあり、そこでは建物に対しての安全・安心の確保に加え、改善行為に伴う付加価値を期待するもの

です。現状では、耐震改修に伴う補強は法規上の適格建物への改善であり、他の改修建物と比較して格段

に構造性能を向上させたとしても、投資額を超えて不動産価値に反映されることは考え難いと思われま

す。しかしながら、その構造性能向上の効果は地震災害時においては如実に現れるかもしれません。レリ

ジエントな性能向上が図られた改修建物の場合には、災害後の建物の早期復旧や継続使用により、そうで

なかった場合に比べて損失額を大幅に減らせることが期待でき、結果として「投資」額以上の差が期待で

きるかもしれません。特に、人的被害の有無を考慮すると、その差によるメリットは極めて大きいと考え

ます。これは大きな地震等の災害を被った場合における差であるため、大きな地震等が発生しない場合、

現状では「死に金」と捉えられるかもしれません。しかし、当該建物には大地震時において上記の損失額

の差を生み出す構造性能を有すると考えられるので、このような潜在的構造性能を適切に評価し、建物の

不動産価値に反映させることが可能となれば、社会システムにおいて建物構造性能への改善行為が「投

資」として位置づけられ、建物構造性能への改善行為の促進につながることが期待できると考えられま

す。以上のような建物構造性能への改善行為を「投資」として社会に位置づけるためには、その意義を明

確にし、それが社会にもたらすメリットについて鑑定実務者および一般消費者が納得のできる説明を提

示するとともに、構造性能を価値評価した建物の不動産鑑定評価法の構築が求められます。 

 シナリオにおける「4)地域を構成する建物群での構造性能（耐震性能等）の改善（地域への投資の導

入）」から「9) 地域の持続性の向上」については、上記で述べた「投資」としての建物構造性能への改善

行為が、地域の建物群に対して行われた場合、それが大地震などに対する地域の防災能力の向上につなが

ることを期待できることを意味します。この場合、「投資」は誰が行うかが問題となりますが、それは「投

資」によりメリットを享受する人や団体、でしょう。構造性能が改善された建物の所有者や利用者は直接

的な利益享受者となります。しかし、地域の防災能力（耐震防災性）の向上は、災害後の早期復旧を可能

とする地域のレジリエントの向上につながるため、地域の安全・安心の向上をもたらし、結果として当該

地域の価値を高め、地域の不動産価値の向上が期待できるかもしれません。それによって利益を享受する

のは当該地域の住民です。一方、地域の自治体は、建物構造性能の向上や防災能力（耐震防災性）の向上

により、災害瓦礫の発生の低減が図られ、そのための処理費用が抑えられると共に、災害復旧支援に掛か

る公的資金の支出が押さえられることになります。これらは地域の持続性の向上につながるものです。結

果として、地域住民と地域自治体は間接的な利益享受者となると考えられます。地域自治体に取っては、

「投資」を行わなかった場合に発生する可能性のある災害時の支出を前倒しで「投資」することにより、

地域の持続性の向上を図ることにつながることが期待できるのです。 

 

10.5.3 建物構造性能の経済的価値の評価法について 

上記の節で掲げた建物構造性能を経済的価値評価するための方法について、以下では一つの方法論に

ついて紹介します。 

 

 

大谷ら[6]は、建物における地震被害がもたらす損失額の差が建物の構造性能の差に基因すると考え、
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計画期間での損失期待値の差で構造性能の差を経済的に評価する手法を提案しています．地震被害によ

る損失の経済的評価には PML（予想最大損失）が参照される場合もあるが、そこでは被災後の復旧性につ

いては考慮されていません。そのため、鷺森ら[7]は被災後の復旧性を考慮した集合住宅建物及び事務所

建物の構造性能を評価するための経済的指標を地震 LCC に基づいて作成し、その有効性の検証を行って

います。なお、建物所有者の経済的損失の観点で、集合住宅の場合では生活復旧性を、事務所ビルにおい

ては事業復旧性を考慮しています。 

 地震 LCC の基本式は以下の式で定義します。 

地震 LCC =
𝐸𝐸𝑇𝑇 + 𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑀𝑀𝐼𝐼

𝑅𝑅𝐼𝐼
× 100 (%)  

𝐸𝐸𝑇𝑇：T 年間の経済損失期待値 
IC：初期改修費用 
MC：耐震関連装置のﾒﾝﾃﾅﾝｽｺｽﾄ 
RC：再調達価格 

 𝐸𝐸𝑇𝑇については以下の式で算出します。 

𝐸𝐸𝑇𝑇＝𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 × 𝑃𝑃𝑓𝑓𝑇𝑇  
𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀：地震による経済損失の最大費用 
𝑃𝑃𝑓𝑓𝑇𝑇：T 年での損傷確率 

  
通常、PML は建物一棟あたりについて算出するが、分譲型集合住宅についての地震 LCC は、所有者

の経済的損失を評価するため 1 住戸あたりを基準に各種仮定を行い算出しました。経済的損失は「建物

被害額」「什器被害額」「移転費」「賃貸費」「解体費」の 5 つの項目から発生するとし、算出対象住戸につ

いては以下のように仮定しました。 
 

 

 

 
① 1981 年以前に竣工（旧耐震基準）、②1 棟の全戸数は 50 戸で 10

階建て、③70 ㎡、価格は 3500 万円のファミリータイプの住戸、

④核家族 4 人での居住を想定。その上で、図 10.10 のように、

改修による 3 種の構造性能、3 つの計画期間で地震 LCC を算出

することとしました。さらに、使用する地震ハザード情報は、

傾向に差が見られた主要都市（札幌、仙台、大阪、広島）の市役

所の所在地としました。それぞれの都市に対して用いたハザー

ド曲線（50 年超過確率）を図 10.11 に示します。1 つの都市で

0、50、100 年の地震 LCC に注目し、直線補間した結果は 
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図 10.11 50年超過確率 
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図10.12 100年間での地震LCC推移 

 

図 10.12 のようになる。縦軸はいずれも初期費用 3500 万円に対する割合を示します。 

算出結果より、地震ハザードの違いによって損失期待値の値は大きく変化することが読み取れます。各

地域での同一年における縦軸方向の差が構造性能の違いによる損失期待値の差です。大阪のようにハザ

ードが高い地域では、耐震工法の違いによって損失期待値に大きな差が生じるが、ハザードが小さい地域

では耐震工法による違いが小さく、むしろ改修を行わないことの方が一見経済的に見えるが、ここでは人

的被害を考慮していないことに注意が必要です。また、図から評価対象地域によって、または建物の計画

期間によってどのような改修を行うことが最適であるかは異なると考えられます。 

上記では、建物の構造性能の違いによりもたらされる損失額の差を構造性能の経済的価値として評価

する方法を紹介したが、その実現性についは、さらなる検討が必要と思われます。  

 

10.6 まとめ 

本章では安全・安心な社会を目指して、建物の安全・安心な建築や都市の低炭素社会に向けて、まず、

前半の 10.2～10.4 節では地球環境問題からの環境負荷低減と、マンションの災害時に対する防災・安全

問題の 2 つの取り組み実践から、建物の性能評価について論じた。既存建物の環境負荷低減に向けたエ

コチューニングの実践による省エネルギー、二酸化炭素削減の可能性を検証しました。また専門家の人材

育成（資格制度、認定制度）、そしてビジネスモデルの実施状況から、建物のオーナー、管理会社、エコ

チューニング技術者の協働により、環境負荷低減の可能性が実現できました。また、マンションの防災対

策における取り組みについて、中間支援組織の必要性と MLCP の策定の実施状況など述べ、各事例から

防災対策と社会的役割の重要性について論じました。 
そして、建物の安全性能と環境性能など総合的評価のツールなど近年の社会的問題である空き家問題も

含めて評価の在り方について論じました。 
また、後半の 10.5 節では、建物の構造性能を資産価値として社会システムに導入することの意義と課

題について論じました。また、構造性能をどのように経済的に評価するかについて、一例を紹介するとと
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もに、建物の耐震性能に関しては耐震工法および地域のハザードに基づいてその経済的価値を検討する

必要があることを示しました。 
実践事例から、法制度や人材育成、そしてビジネスモデルとしての可能性を社会システムの中で広く普

及し定着していくことが望まれます。 
 上では建物環境性能や建物構造性能の経済的価値を社会システムに導入することが、建物における新

たな付加価値の創出と、耐震改修などの建物性能改善行為への動機付け、さらには、地域の防災性や価値

や持続性の向上につながる可能性があることについて、記述しました。このような社会システムにおいて

は、構造性能がある意味建築物に対するラベリングの対象となることを意味します。既に建物の環境性能

に関しては、省エネ性能のラベリング制度が導入されており、建物の資産価値との連動性が考慮されてい

ます。 

 構造技術者は、将来、構造物の設計に当たって構造性能や環境性能に対して配慮した結果が建物の資産

価値に反映されることを想定しておく必要があるかもしれません。その結果、「良い」性能を有する建物

躯体の設計に対して、「良い」対価が払われる仕組ができるかもしれません。その際に、「良い」性能とは

何かについて、熟知しておくことが求められます。 

 一方、「良い」性能に熟知することは、建物の性能が経済的価値評価された場合において、不動産関連

分野や保険関連分野との連携・協力において、また、一般消費者や建物を運用管理する団体とのリスク・

コミュニケーションにおいて重要となり、専門教育分野においてもそのための準備が重要となるかもし

れません。 

今後、実現方策としてハード・ソフト・ハートの側面からのアプローチによる、建築と不動産と金融と

の連携と協働、産官学民の連携が必要不可欠である。（表 5） 
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表 10.5 安全・安心な建築・都市と低炭素社会に向けて 

 
 

 

 

安全・安心な建築・都市と低炭素社会に向けて 

社
会
的
課
題 

地球環境問題 

温暖化対策 
2050 年まで削減目標 
既存建物の環境負荷低減 
省エネルギー 
二酸化炭素低減 

エコチューニング 
による方策 

・人材育成（専門家） 
・資格制度、認定制度 
・ビジネスモデル 
・契約スキーム 等 

マンション防災問題・管理 

ハード 
建物・設備の安全性、家具等 

・耐震診断、耐震補強 
・マンション生活継続計画作成 
・専門家育成、防災管理者 
・地区防災計画作成 等 

産 

官 

学 

民 

― 管理会社、関連業界 

― 行政、自治体 

― 大学、研究者、学会 

― 利用者、テナント 
ビルオーナー、所有者 

環境負荷低減と 
低炭素化建物へ 

資産価値向上 
安全・安心な社会 

安全なマンション 
地区・都市へ 

 

産
官
学
民
の
連
携 

社
会
シ
ス
テ
ム
の
再
編 

ソフト 
管理規約等の制度・仕組み、 
防災マニュアル等、税制度 

ハート 
コミュニティ、地域連携等 

 
中間支援組織 
による方策 

産 

官 

学 

民 

― 管理会社、関連業界 

― 行政、自治体、警察、消防

 
   

― 大学、研究者、学会 

― 区分所有者・居住者 
管理組合・町会・自治会 

建物の社会性能評価 
建物の環境性能評価 

 

経済的価値へ 
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11 木質ハイブリッド建築の事業モデル  

11.1 はじめに  

最近建築分野では、CLT（直交集成材）を活用
した中大規模建物の建設に、注目が集まっている。
海外では、オーストリアの首都ウィーンの郊外で、
２４階建ての木質構造と RC 造の混合構造の超高
層ビルの建設が進められており、近々完成の予定
である（図 11.1）。我国においても、佐賀県では、
鉄骨フレームに CLT の床を用いた、6 階建てのオ

フィスビルが今春完成した（図 11.2 参照）。仙台
市では、鉄骨と木質柱の混合構造フレームに CLT

の床を用いた、10 階建ての集合住宅が建設中であ
り、来春には完成の予定である。  
このような状況となった背景として、戦後、植

林された木材が資源として利用可能な時期を迎え
る一方、木材価格の下落等の影響により森林の手
入れが十分に行き届かず、国土保全など森林の多
面的機能の低下が懸念されること、および、地球
温暖化対策の観点からも、植林することにより再
生可能という点でエコマテリアルである木質材料
を、再評価しようという機運が盛り上がっている
ことが上げられよう。  
本論では、従来我国では、殆ど木質構造が適用

されることがなかった、非住宅中大規模建築物（特
にオフィス等）に着目して、そのような建物に木
質材料、特に CLT を活用することにより、木材
需要の飛躍的拡大を目指すことを提案する。  
 
11.2 我国の森林の現況と歴史的経緯  

 今日、我国の国土は豊かな緑に覆われているが、
しかし聞く所によれば、戦後暫くは、復興のため

の森林伐採が進み、我が国の森林資源も危機に瀕
していたとのことである。当時は、森林資源を守
るため、新築建物の面積制限が行われたり、法律
上使用可能な柱の太さを９ cm に緩和したり、森
林資源を過伐から守るため、様々な施策が行われ
ていた。そのような中でも、当時の我国の先人達
は将来のことを思い、植林を進めることを怠らな
かった。そのような努力が稔り、今日の緑に覆わ

図 11.1 ウィーン郊外で建設中の 24

階建ての超高層ビル  

図 11.2 佐賀の６階建てオフィスビル  

図 11.3 我国の森林蓄積の推移  

図 11.4 我国の木材需給量の推移  
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表 11.1 新たな木材需要拡大の可能性  

れた豊かな国土が形成されたのである。  
しかし、豊かな資源に恵まれた今日の我が国の

状況も、手放しでは喜べない現実もある。林野庁
の統計によれば、我国の人工林の蓄積は 30 億 m3
に達しているが（図 11.3 参照）、一方年間の木材
の需給量は 2000 万 m3 に過ぎない（図 11.4 参照）。
このままでは、蓄積された人工林を使い切るため
のサイクルとしては 150 年ということになるが、

これは明らかに長すぎる。  
図 11.4 によれば、1950 年代半ばまでは、我国

の木材需給量は 4000万 m3を超えるレベルに達し
ていた。現状 2000 万 m3 までに落ち込んだ国産木
材生産を、かつての 4000 万 m3 の水準にまで戻す
ことができれば、我国の森林資源の抱える状況は、
大きく改善されるはずである。  
試算によれば、仮に年間に建設される全ての非

住宅建物の床の構造体を木質化すれば、丸太ベー
スで約 1000万 m3超の木材需要の拡大に繋がるが
（表 11.1 参照）、現況における年間の我が国の国
産木材需要が約 2000万 m3であることを考慮する
と、非住宅建物の床の構造体の木質化が如何にイ
ンパクトのある試みであるかがご理解頂けるであ
ろう。   
これが、我々が非住宅中大規模建物への木材活

用を提案する理由である。  
 
11.3  我々が提案する建築システム 

前節で述べた非住宅建物への木材活用の
具体的イメージとしては、表 11.2 のよう
な構成の建物のことである。柱梁、耐震
要素については、従来の鉄骨構造建物と
全く同様である。提案したシステムが従
来の鉄骨造建物と異なるのは、床の構成
と梁と床の接合方法である。図 11.5 に提
案する建築システムの床の構成の一例を
示す。図 11.6 に、提案する建築システム
の梁と床の接合方法示す。  
 我々が提案する建築システムのメリッ
ト・デメリットは以下である。  

表 11.2 我々が提案するシステムの部

材構成  

図 11.5 鉄骨梁と CLT 床の接合方法 

図 11.6 床と鉄骨梁の耐火被覆の構成  
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①  建物の軽量化：  耐震性の確保を考える場合、建物の軽量化は極めて有効な方法の一つ
である。  

②  施工性の改善：  木床シス  
③  テムの大きな利点の一つは、施工性の改善・工期の短縮である。  
④  建築計画上の自由度の拡大：  超高層オフィスビル等では、上下隣接する２層のフロア

を階段で繋ぎたい等のテナントニーズが潜在的に存在したが、床を木質化することによ
り、そのようなニーズに対しても、建物竣工後も柔軟に対応が可能となる。④製品化の
容易さ：  オフィスビルの床は、デッキプレート等の納まりの関係から、モジュールが
３～４m にほぼ統一されており、製品化を進めることは比較的容易である。  

一方、現状におけるデメリットは以下である。  
①  防耐火の問題：  基本的に中大規模建築が対象となることから、５階建て以上の建物へ

の対応も必要となり、２時間耐火の実現は必須となる。  
②  建設コスト：  永年の努力により徹底的なローコストが図られている RC 床に比べると

CLT 床はまだまだ高価である。  
 
11.4  CLT の可能性と限界  

それではここで、CLT の持つ可能性と限界について、考えてみたい。表 11.3 に私が考え
る構造種別と適合用途から見た、建物の分類を示す。この表を参考に、木材の市場拡大の観
点から、どこに CLT のニーズがあるか考えてみたいと思う。  
我が国の建築市場において、資材量から見た場合、大きな市場となり得るのは、以下の３分
野である。  
A. 戸建て住宅分野  

表 11.3 構造種別と適合用途から見た、建物の分類  
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B. 柱梁Ｓ造床 RC 構造による多層大部屋型非住宅建築分野（所謂貸しオフィス）  
C. RC 耐震壁内蔵ラーメン構造による多層中大規模集合住宅分野（所謂マンション）  
これら３分野について CLT の適用可能性について考えてみたい。  
 
（１）戸建て住宅分野における CLT の可能性  

戸建て住宅分野で最も大きなシェアを占めるのは在来軸組工法である。テレビのコマーシ
ャル等でお馴染みのハウスメーカが主体となる工業化住宅のシェアは全戸建て住宅分野の２
０％程度に過ぎない。CLT がこの工業化住宅分野の一つとして、今後新たに登場してくる可
能性は無いとは言えないが、それほど大きな市場となるとは考えにくい。なぜならば、CLT
構造を望むユーザー層の価値観としては、その構造性能の優位性、例えば高い耐震性等に魅
力を感じる人たちと思われるが、先行する工業化住宅は最近の地震被害等の状況から見ても、
既に充分の耐震性能を備えている。工業化住宅として見ても、CLT はそれほど大きな優位性
を持つとは言えないとすれば、まして、CLT が在来軸組工法の市場を脅かすような存在とな
ることは、あり得ないと思われる。  
従って、CLT が今後市場を開拓する可能性のあるのは、３つの分野の内、Ｂ．多層大部屋

型非住宅建築分野と、Ｃ．多層中大規模集合住宅分野の２分野ということになる。この２つ
の分野が、今後 CLT の市場開拓の主戦場となることは間違い無いと思われる。  
 
（２）多層大部屋型非住宅建築分野における CLT の可能性 

ここでは、まずＢの可能性について検討する。この分野は、我々が CLT が有望と主張す
る、柱梁 S 造床 CLT 構造の対象分野であり、今後超高層オフィスビル等に適用が期待され
る分野である。S 造建物の RC 床を CLT 床に置き換えることによるメリットとしては、製品
化の容易さが上げられよう。CLT 工法の課題として、過大な設備投資の必要性が指摘されて
いるが、木床の製品化を考える場合、オフィスビルの床は、デッキプレート、エレベータ等
の納まりの関係から、モジュールが３～４ｍに、ほぼ統一されており、例えば 4m×2m 程度
の定尺の床の製品化を進めることにより、比較的少ない設備投資額で受注生産によらない製
品の供給を行うことができる可能性がある。  
 
（３）多層中大規模集合住宅分野における CLT の可能性  

３つの分野の内、Ｃの RC 耐震壁内蔵ラーメン構造は、多くのマンション等で採用されて
いる構造形式であり、これもまた、CLT の大きな市場が期待される分野である。海外の CLT
建築もこのタイプのものが殆どであり、我が国においても今後、CLT の市場拡大の主戦場に
なることは、間違い無いと思われる。CLT を構造体に使った場合のメリットは、本来は
12m×6m 程度の大きな板を用いて、短工期で大型の建物の建設が可能となることである。こ
れは、最近の熟練技能者の不足を考慮すると、CLT が建設業の労働集約型産業からの脱却の
切り札となる可能性も考えられ、今後が大いに期待される。その他、本来木の持つ独特の雰
囲気や、木材の持つ調湿効果など、住宅としての機能面から、市場の支持が得られる要素を
多く含む。しかし一方、大型の板を生産するためには、大きな設備投資を伴うことや、住宅
の場合、重量衝撃音への対策など、気になる課題もいくつかある。  
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11.5  我々が提案する建築システムの社会的意義  

日本創生会議の「破綻する地方都市」の予測が、大きな話題を集めた。超人口減少と大都
市圏一極集中がもたらす我国の未来の問題、中でも地方都市の疲弊の問題は、特に大きな衝
撃を持って受け止められた。かつてのモータリゼーション等により市域が拡大した地方都市
は、少子高齢化と大都市圏一極集中により人口・税収が減少する中で、広域に拡大した社会
インフラの維持に悩まされている。さらに、高齢者の増加や、それに伴う福祉関連費用の増
大は、地方都市の財政をさらに圧迫している。地方行政の疲弊に伴う経済破綻をいかにして
食い止めるかは、我国にとっての重要の課題である。  
大都市圏と地方では、経済の状況は大きく異なる。大都市圏では、一極集中により集積し

た潤沢な資金を背景として、好循環の経済が成立している。外資系企業の進出等も盛んであ
り、好条件のビル供給の不足もあって、事業用オフィスの家賃水準は高レベルで維持されて
おり、再開発事業が成立する素地はまだまだ堅調である。  
筆者らは、この大都市圏の好循環の経済から生み出される潤沢な資金を、我国の豊かな森

林資源の介在により、地方に還流させることを構想してきた。具体的には、第一に、大都市
圏の超高層建物を含む中大規模非住宅建築（オフィス等）の床構造を、国産木材を活用して
木質化を図ることにより、国産木材市場の飛躍的拡大を図ることである。次に、このように
して市場から生み出された資金を、地方に還流させることにより、地方都市の再生に活用す
る。このようにして、大都市圏と地方都市の双方にとって有益な協力関係を生み出すことが
できれば、この問題の解決の一つのプロトタイプとなり得るのではないかと考えるものであ
る。  
 
11.6  最後に  

 ここで述べた内容は、林野庁の２５年～２７年度委託事業「ＣＬＴ等新製品・新技術利用
促進事業」の一環として進められた研究の成果に基づくものである。この技術は今後のＳ造
超高層ビルを初めとする非住宅中大規模建築の建設に大きな技術革新をもたらすものと信じ
ている。この技術に関心をお持ちの方は、是非ご一報頂ければ、直ちにご説明に伺う所存で
ある。  
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