
 

「知っておこう、世界の防災文化」 
～すまい・まちづくりの視点から～ 

 
日時： ２００７年１月１８日 （木） １３：００ - １７：００ 

場所： よみうり神戸ホール 

 神戸市中央区栄町通1丁目2－10 読売神戸ビル２Ｆ 

 

主催： 国際連合地域開発センター(UNCRD) 
 讀賣新聞大阪本社 

 国際防災シンポジウム実行委員会 

  （兵庫県、神戸市、ひょうご震災記念21世紀研究機構、国際防災復興協力機構(IRP)、 

  CODE海外災害援助市民センター、アジア防災センター(ADRC)、JICA兵庫、 

国連人道問題調整事務所(OCHA)神戸） 
本シンポジウムは、「（財）ひょうご震災記念21世紀研究機構」と「ひょうご安全の日推進県民会

議」の助成を受けて実施。 

定員： ２００名（実参加者250名） 

 

背景： 

阪神・淡路大震災から１２年が過ぎ、ここ兵庫の地は目覚しい復興を遂げました。

その原動力は、災害に強いまちを作ろうという住民ひとりひとりの強い思いでした。

そして、県や市町村と地域が一体となり、それが実現したのです。私たちは、この

貴重な経験を世界中の人々に伝え、防災の大切さを広められるよう努めてきました。 

しかし、近年には、スマトラ島沖地震(2004年)、パキスタン地震(2005年)、ジャワ

島中部地震(2006年)など自然災害が相次いで発生し、世界各地の多くの人々が災害

により困難に直面しています。世界各地で生じている災害の危険性をできるだけ低

減するためには、防災を文化にまで昇華することが必要だと考えます。 

2007年度の国際防災シンポジウムでは、「知っておこう、世界の防災文化～ すま

い・まちづくりの視点から～ 」と題して、地震多発地域であるインド、インドネ

シア、ネパール、ペルー、日本の専門家が、各国における取り組みを紹介します。 

基調講演では、ワールド・ハウジング・エンサイクロペディアの編集長であり、イ

ンド・カンプール工科大学教授のC.V.R.ムルティ氏が「世界各国の住宅文化と防災

対策」に関する講演を、また前日本地震工学会会長であり、千葉大学教授の小谷俊

介氏が「誰がわれわれの住宅の耐震安全性を向上させるのか」をテーマに講演しま

す。 

加えて、今後どのように「防災文化」を築いていくべきなのかを討論するパネルデ

ィスカッション、映像の上映やパネル展示などを行い、より多くの人々が「防災文

化」を肌で感じられる機会を提供します。 
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議事次第 
 

13:00 - 13:15 挨拶 小野川和延 / 国際連合地域開発センター(UNCRD)所長 

 

斉藤富雄 / 兵庫県副知事  

 

老川祥一 / 讀賣新聞大阪本社社長 

 

13:15 - 13:40 基調講演 １「世界各国の住宅文化と防災対策」  

C.V.R.・ムルティ / ワールド・ハウジング・エンサイクロペデ

ィア編集長 

 

13:40 - 14:05 基調講演 ２「誰がわれわれの住宅の耐震安全性を向上させるのか」 

小谷俊介 / 千葉大学教授・前日本地震工学会会長 

 

14:05 - 14:20 防災教育映像「幸せ運ぼう ～神戸から世界へ 広がる防災教育～」 

松崎太亮 /（独）メディア教育開発センター共同研究員 

 

 

14:20 - 15:30 事例発表「インドネシアにおける都市・住宅の地震対策」 

アントニウス・ブディオノ/インドネシア公共事業省人間居住総局 

建築・地区開発部長 

 

       「和歌山県串本町におけるコミュニティ主体の防災」 

林勲男 / 国立民族学博物館助教授（日本） 

 

       「ネパールにおける住宅の安全教育・訓練」 

アモッド・ディキシッド / NSET事務局長（ネパール） 

 

       「ペルーにおける伝統的住宅の耐震性確保」 

ハビエル・ピケ / ペルー国立工科大学教授（ペルー） 

 

       「地震に強い住宅を広める：UNCRDの活動」 

ビスヌ・パンディ / UNCRD防災計画兵庫事務所研究員 

 

15:50 - 16:55 パネルディスカッション「新しい防災文化を築くために何をすべきか」 

 

    「防災文化のために」  

岡崎健二 / 政策研究大学院大学教授 

 

司会：安藤尚一 / UNCRD防災計画兵庫事務所長 

パネリスト: 岡崎健二及び事例発表者より3名 

 

16:55 - 17:00 閉会の挨拶_ _ _ _ _ _ _ 川島紳明 / 讀賣新聞大阪本社神戸総局長 
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発表者紹介（発表順） 
 

小野川 和延 国際連合地域開発センター(UNCRD)所長 
2002年7月に国際連合地域開発センター(UNCRD)の所長に就任。旧環境庁に入庁後、国際連合環境計画(UNEP)、国際応 

用システム解析研究所(IIASA)、国立環境研究所などに勤務。環境問題を中心に国内、国際問題に取り組む。 
 

老川 祥一 讀賣新聞大阪本社社長 
2005年6月、讀賣新聞大阪本社代表取締役社長に就任。讀賣新聞社に入社後、政治部、ワシントン支局、政治部次長、 

論説委員、政治部長、編集局次長、調査研究本部長、取締役編集局長、大阪本社取締役副社長を経て、現職に至る。 
 

井戸 敏三 兵庫県知事 (予定） 
2001年、第48代兵庫県知事に就任。国土庁土地局、自治省税務局、運輸省航空局、自治省行政局、財政局、大臣官房 

審議官、兵庫県副知事を経て、現職に至る。「参画と協働」を基本姿勢にする県政を行なう。 
 

C.V.R.  ムルティ ワールド・ハウジング・エンサイクロペディア編集長 
2005年よりワールド・ハウジング・エンサイクロペディア(World Housing Encyclopedia)編集長に就任。インド・カ 

ンプール工科大学工学部教授。専門は土木工学。 
 

小谷 俊介 千葉大学教授・前日本地震工学会会長 
2003年より千葉大学工学部デザイン工学科教授。イリノイ大学助教授、トロント大学副教授、東京大学教授を経て、 

現職に至る。東京大学名誉教授。2003年より日本地震工学会副会長、2005年には会長を歴任。専門は、地震工学。 
 

松崎 太亮 （独）メディア教育開発センター共同研究員_ 
(独)メディア教育開発センター共同研究員・神戸市教育委員会調査課主査(教育と情報化担当)。阪神大震災当日の被災 

状況を撮影し、インターネットで配信。国立教育政策研究所教育情報ナショナルセンター運営委員。 
 

アントニウス・ブディオノ インドネシア公共事業省 人間居住総局 建築・地区開発部長 
インドネシア公共事業省、人間居住総局（チプタ・カリヤ）にて、建築分野の担当部長として、2002年に制定された 

インドネシア建築法の普及に尽力。 
 

林 勲男 国立民族学博物館助教授 
1994年より、国立民族学博物館民族社会研究部助教授。一橋大学大学院社会学研究科博士課程単位取得後、シドニー 

大学人類学科客員研究員を経る。専門は社会人類学。自然災害への対応に関する人類学的研究を行う。 
 

アモッド・ディキシッド NSET事務局長 
1997年よりNSET(ネパール地震工学協会)の設立者の１人として、事務局長を務める。1973年よりネパール鉱山地質 

省、コンサルティング会社の取締役を経て、現職に至る。世界地震安全推進機構(WSSI)の研究奨励賞を受ける。 
 

ハビエル・ピケ ペルー国立工科大学教授 
1969年よりペルー国立工科大学土木工学科教授。マサチューセッツ工科大学より博士号を取得。国連災害救援機関 

(UNDRO)などのコンサルタントを務める。ペルー大学学長会より2004年度エンジニア賞を受賞。 
 

岡崎 健二 _政策研究大学院大学 教授 
2005年より政策研究大学院教授。旧建設省に入省後、国連アジア太平洋経済社会委員会(UN/ESCAP)、国連国際防災の 

10年事務局（UN/IDNDR)を経て、2002年より3年UNCRD防災計画兵庫事務所長を務める。1999年度震災予防協会賞受賞。 
 

川島 紳明 _讀賣新聞大阪本社神戸総局長 
2005年7月に読売新聞大阪本社神戸総局長就任。１９８０年に入社後、福井支局、京都支局（現総局）、大阪社会部を 

経て現職。 
 

安藤 尚一 _国際連合地域開発センター（UNCRD） 防災計画兵庫事務所 所長 
2005年10月にUNCRD防災計画兵庫事務所長に就任。1980年に建設省入省。前職は、国土交通省都市防災対策室長。 
 

ビスヌ・パンディ _国際連合地域開発センター(UNCRD)防災計画兵庫事務所研究員 
2003年より、UNCRD防災計画兵庫事務所の研究員。ネパールにて大学講師、NSETのエンジニアを経て、現職に至る。 
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あいさつ 

     小野川 和延氏  国際連合地域開発センター所長 

 

 皆さん、ようこそ、このシンポジウムにおいでくださいました。本日のシンポジ

ウムでございますが、兵庫県からは斉藤副知事にお見えをいただいております。そ

れから讀賣新聞の大阪本社からは老川社長にも、わざわざおいでをいただいており

ます。 

 兵庫県、あるいは讀賣新聞社のご協力をいただきまして、実に、この国際シンポ

ジウムも、数えまして今年がもう６年目になるそうでございまして、もう既に、か

なり毎年の催しとして定着をしてきているところでございます。こういうことを継

続して、私どもが実施をさせていただいているというのも、ひとえに地元のご支援、

あるいは讀賣新聞社という大きな力のご支援をいただくことによりまして、これが

可能になっているわけでございまして、この機会をとらえまして、改めて厚くお礼

を申し上げたいと思います。 

 さて今年、平成 19 年でございますけれども、この年は日本が国際連合に加盟を

いたしまして 50 年という節目の年でもございます。あるいは、もう昨年になって

しまいますけれども、このＵＮＣＲＤという組織が設立をされまして、昨年が 35

年でございましたので、今年が 36 年目ということになるわけでございます。 

 そういった長い時の経過を踏まえながら、そういう年の中で、私ども、こういう

催しを継続して開催していくことができているということについて、改めてお礼を

申し上げたいと存じます。 

 今申し上げましたように、ＵＮＣＲＤ、１９７１年に名古屋に、その本部を開設

をいたしました。その組織の中で、幾つかの仕事に取り組んでいるわけでございま

すが、この防災という問題も、私どもにとりまして昔からの大きなテーマであった

わけでございます。 

 その後、阪神・淡路大震災というものを契機といたしまして、兵庫県のご協力を

得、99 年でございますから、もう８年になろうといたしておりますけれども、防災

計画の部門を名古屋の本部から独立をさせまして、防災計画兵庫事務所ということ

で、ここに開設をさせていただき、このオフィスで世界を対象とした防災計画の推

進というものを進めているところでございます。 

 特に、この事務所の中で、あるいはＵＮＣＲＤが行っております防災計画の分野

の中で、私どもは、いかにして、その防災計画の推進というものを具体的に世界の

各国が実施していけるようにするかというところに心を砕いてまいりました。 

 具体的な例が、いかにそういう発想を発信していくに際して、各国の、あるいは

各町の地元の方々というものを、そういう活動の中に巻き込んでいくのかというこ

とを中心として、これまで展開をしてまいったわけでございます。 

 私ども、それを「コミュニティに根差した防災計画」というふうに呼んでいるわ

けでございますが、そういった仕事を通じまして、ＵＮＣＲＤの防災部門の仕事と

いうのが、世界にも次第に広く認識をされてきているところでございます。 
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 それ以外にも、学校というものを一つの大きな要素としてとらえまして、学校の

防災化を通じて防災対策の推進を図る。あるいは学校における教育というものを通

じて、防災というものの重要性を訴えていくというようなこともやってまいったと

ころでございます。 

 ただ、そういうことを続けている過程の中で、次第に私ども、この防災というも

のが、実際に世界の各地で取り組まれるためには、単に技術を提供する、あるいは、

学校あるいはコミュニティということを通じての仕事を展開するということだけ

ではなしに、防災に対する認識というものを、より広く市民の方々に認識をしてい

ただくということの重要性に、このところ思いを起こしているところでございます。 

 別の言葉に言い換えますと、この防災という認識を、いかにそれぞれの地域の一

つの文化といったようなところにまで、これを昇華をさせていくことができるのか。

逆に言えば、そういうことなくして、防災というものの対策というものが、実際、

真に進んでいくことは、なかなか難しいのではないかというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 今年、この国際シンポジウムを「知っておこう、世界の防災文化」と題しまして、

この国際シンポジウムを開催をさせていただく背景も、そこにあるわけでございま

して、世界各国の住まいやまちづくりといった点についての世界の防災の文化とい

うものを、今回のシンポジウムのテーマとして取り上げ、お集まりいただいた皆さ

んとの間で、その文化に対する認識の共有といったようなところを意図しているわ

けでございます。 

 このシンポジウムと共同いたしまして、私ども６か国、インド、インドネシア、

ネパール、ペルー等々からの外国のお客さんの参加も得まして、別途、私どもの、

より専門的なワークショップというものも開催をいたしておりますが、本日のこの

国際防災シンポジウムには、そういう方々のご参加も得まして、世界の中の防災の

文化ということをご紹介をいただきたいと考えているところでございます。 

 外国からお見えになられた参加者の方々、ぜひ、この趣旨をご理解をいただきま

して、このシンポジウムの成功にご協力をいただきたいと思う次第でございます。 

 このシンポジウムも、申しましたように６回目でございます。単に、この壇上か

らの話を聞くということだけではなしに、この壇上と、そしてフロアの皆さんとの

間で、出来得る限りのコミュニケーションなり、あるいはディスカッションなりと

いうものができれば、お互いの共通の理解というものを進める上で大変有意義なこ

とであろうと考えております。 

 そのプレゼンテーションの間に、折りに触れ、そういった時間というものも設け

てまいりたいと思っておりますので、ぜひ積極的に、お集まりいただいた方々のご

参加というものをお願いをいたしたいと思います。 

 本日は、ご参集をいただきまして誠にありがとうございます。どうぞ、よろしく

お願い申し上げます。 
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あいさつ 

 斎藤 富雄氏 （兵庫県副知事） 

 

 皆さん、こんにちは。国内外から、このシンポジウムのためにたくさんお越しい

ただきまして、ご盛会を心からお喜びを申し上げたいというふうに思います。 

 私が、あらかじめいただいている時間は５分でありますが、とても今の気持ちを

５分で言いあらわすことは難しいような気持ちで、この壇上に立っておりますが、

そのあとの進行もありますので、お約束は守るように努力はいたしたいと思います。 

 １月 17 日、昨日でありました。この時期になりますと私は、もう大変胸が苦し

くなります。本当に、あの時のことが昨日のように思い出されて、何か心が締め付

けられるような状況に陥るわけであります。 

 町は確かに復興いたしましたけれども、私たち被災者の心は、まだまだ元に立ち

直ってない、そのことを実感をする、きょうこのごろであります。 

 ６４３４名の尊い命を失いました。一瞬です。しかし、その尊い命を失った中か

ら、私たちは貴重な教訓も得たわけであります。その貴重な教訓を私たちが、どの

ように生かしていくか、あるいは、私たちだけではなく全世界の皆さんに、どのよ

うにその教訓を生かした社会づくり、まちづくりをしていただくか、このことが大

変今問われているのではないかというふうに思うわけであります。 

 そういう中にあって、私はＵＮＣＲＤと読売新聞社が、回を重ねて国際防災のシ

ンポジウムを開催をしていただいていることを高く評価をいたしております。まさ

に私たちが、私たち自身ができない部分についても、全国一の規模を誇っておりま

す読売新聞社と、そして国連の機関とがタイアップして阪神・淡路の教訓を発信し

ていただいている。このことを本当に高く高く評価をし、さらに、この事業が発展

することを願っている次第でもあります。 

 私たちが学んだ、その教訓の一つに、まさに備えることの重要性ということを学

びました。私たちは全く無防備、地震に対する備えのない中での、あの地震であり

ました。防災体制を高めるだけでは人の命は、なかなか守れない。しかし、私たち

が住んでいる住宅の耐震性を高める、地震に強い家づくり、まちづくりをすること

によって命が守れるということも、あの教訓の中で知ったわけであります。 

 ある統計によりますと、あの地震で亡くなった人の死因、亡くなった原因は、87・

９％の人が家屋倒壊、まさに圧死、一瞬のうちに死んでいるわけであります。 

 防災体制、私たち行政の体制もそうでありますが、防災センターをつくっても、

なかなか命を助けることには直接結びつかない。しかし、家一戸を守ることによっ

て、確実に人の命は守ることができる。まさに、その取り組みを私たちは、この震

災後の 12 年間、必死に取り組んできたわけであります。 

 ところが、どうでございましょうか、現実は、あの震災から日が経つに従って、

その意識も薄らいできつつあることを残念に思わざるを得ない。残念な思いを、あ

れだけ悔しい思いをしながら、今 12 年経った今日、その悔しさを忘れつつある社

会になりつつあることを私たちは、今一度考え直す必要があるのではないかと思う
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わけであります。 

 復興もそうであります。まさに被災者の復興、自立を促すためには住宅の復興、

あるいは、町の再建が最も重要であります。私たちは、この 12 年間、被災者自身

の力では、どうしても被災住宅を再建することができない。従って公的な支援を、

ということを政府にも呼びかけてまいりました。そうして公的支援２００万円 

制度を勝ち得たわけであります。しかし、２００万円で家が建つはずがありません。 

 今、私たちが家を建つのは何千万円の世界であります。そういう世界の中で、わ

ずか２００万円の公費行政で家が建つはずがない。しかし、それだけでは私たちは、

町の復興、自分の生活の復興をなし得ることができないということで、兵庫県は全

国に先駆けて住宅共済、みんなで助け合う住宅債権の制度を設立しました。 

 震災に遭って、あるいは自然災害に遭って、家が全壊した人には最高６００万円

が支給されるという制度であります。みんなが少しの掛け金をかけて、被災した人

たちの家の再建を助け合おうという制度であります。 

 ところが残念ながら、私たちは持ち家住宅の皆さんの加入率 15％を目指して頑張

っておりますが、わずかまだ６％にしか達していません。10 万戸の皆さんが、やっ

と加入をしていただきました。 

 そういう中で私たちは、さらに、その訴えも続けていかなければならない。私た

ちが二度と、あのつらい思いをしないためにも、しっかりとした防災文化を広めて

いく必要があるというふうに思っているわけであります。 

 そういう意味で、きょうのシンポジウムを私は大変な期待をいたしております。

このシンポジウムの成果が、きょうお集まりになっている皆さんのみならず、読売

新聞社の記事を通じて全国の人たちに発信されることを期待をいたしております

し、さらに読売新聞社、さらにはＵＮＣＲＤが防災に向けての取り組みを発展させ

ていただますことをご祈念申し上げまして、本日のシンポジウムに対するごあいさ

つに代えさせていただきます。 
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あいさつ 

       老川 祥一氏（読売新聞大阪本社社長） 

 

 老川でございます。皆さん、こんにちは。たくさんの方々、ご参加をいただきま

して大変ありがとうございます。また、今ご紹介ありましたように、インドあるい

はインドネシア、ネパール、ペルー、そういう遠いところからも、ご専門の方々が

ご参加をいただきまして大変ありがとうございます。 

 ６４３４人、こういう空前の大災害の発生から、きのうで丸 12 年という歳月が

過ぎたわけでございます。神戸の町、このように見事に復興をされたわけでござい

ますが、しかし、あの災害を体験された方々の悲しみ、あるいは無念の思い、そう

いうものはいささかも変わらないことだというふうに思います。 

 そうであればあるほど、この経験あるいは、そこから学んだいろんな教訓、そう

いうものを我々は語り継いで後世に生かしていかなければならないと、こういうふ

うに感じるわけでございますが、特に、あの震災の後、生まれた子どもたちが、今

年でちょうど 12 歳、中学生になると、こういうことでありますので、震災を知ら

ない新しい世代が、これからもどんどん増えてくる。そういうことを考えますと、

なおさらこの震災の体験、あるいは教訓というものを我々は伝えていかなければい

けないなというふうに思うわけでございます。 

 そういうことを考えますと、私ども新聞社の使命、役割というものは、ますます

大事になってくるなというふうに考えているわけで、毎年、読売新聞では１月 17

日を中心に、いろいろな一面、あるいは社会面といったニュースのページはもちろ

んでございますが、いろんな面での企画、連載、あるいは特集ページ、そういうも

のを通じて、さまざまな角度からお伝えをしているわけでございます。 

 特に最近は防災という考え方、地震あるいは災害の発生それ自体をなくすという

ことは、これは不可能であるとすれば、そういう震災が発生しても、その被害を極

力少なくしていく。そのためにはどういうことが必要かと、こういう観点からの切

り口で、いろいろ参考になるような情報というものを提供するというようなことで

やっているわけですが、その一環として、昨年、これは後で神戸市の教育委員会の

方からもご紹介があると思いますけれども、読売新聞と私どもの兄弟会社でありま

す読売テレビ、そして神戸市教育委員会、三者共同制作で、ビジュアル版の『幸せ

運ぼう』という、これは中学生向けの震災教育用の教材、これをつくりました。 

 これは震災のあの当時、あるいは復興過程の映像などを中心としたＤＶＤ、それ

から新聞、あるいは写真等を収録いたしましたＣＤ－ＲＯＭ、これをセットにして

つくったわけでございますけれども、今、神戸市の 83 のすべての中学校で、これ

を使って震災教育をやっていただいておりますし、また「こういうものができまし

た」ということを新聞でお伝えしたら、たくさんの全国各地から「ぜひ欲しい」と、

こういうお問い合わせ、ご希望がありまして、全国各地の大学、あるいは住民の自

治会、そういうところで使っていただいているわけでございますし、今また新しく

小学生版というものも制作中でございます。３月の末には完成しますので、また、
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できましたらご活用いただきたいと思うんですが、これが新聞あるいはテレビの新

しい試みとして非常に注目されまして、読売テレビは、昨年、日本民間放送連盟、

いわゆる民放連の「放送と公共性」という部門がございますが、そこで優秀賞を受

賞すると、こういうことにもなっておりまして、そういういろんな試みを展開をし

ているところでございます。 

 きょうは、そういったいろいろな経験というもの、あるいは取り組ということを

世界の皆さま方と共有をして、兵庫県、神戸市などと一緒に、この国際シンポジウ

ムを開催をさせていただいているわけでございます。 

 今、所長の方からもお話がございましたように、まちづくり、あるいは住宅、そ

ういう観点から、この震災というものに対する意識をさらに高めていく、そういう

努力の一環として、この場を設けさせていただいた次第でございますので、どうぞ

ご参考にしていただければ大変ありがたいというふうに思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
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基調講演１ 

「世界各国の住宅文化と防災対策」 

 ＣＶＲ・ムルティ氏  ワールド・ハウジング・エンサイクロペディア編集長 

 

 ご列席の皆さま方、まず最初に、心より深甚なる感謝の意をＵＮＣＲＤに申し上

げたいと思います。特に兵庫、この神戸の地に招いていただきましてありがとうご

ざいます。世界で起こっていることをお話ししたいと思います。 

 きょうの話の内容でありますが、これから何をしていかなくてはならないのか、

全世界的に何をすることによって、人々が家屋の倒壊によって死者が出ないように

するためにはどうすればよいかという話をしていきたいと思います。 

 そして、きょうの午後の議論のためには、このような分類を使っていきたいと思

っております。いろいろな全世界の国を分けますと、グループの１というのは、正

式の住宅建設の既成のシステムがある国であります。２番目のグループというのは、

何をしなければいけないか分かっているけれども、このような住宅建築のシステム

を実施するだけの知恵がない。３番目というのは、住宅というものが死者をもたら

さないために重要だということが十分に理解されていないというものであります。 

 日本、アメリカ、ニュージーランドが一つ目。そして２番目のグループの中には、

たくさんありますが、インド、ネパールといった、このような近隣諸国が入ってお

ります。それから３のところには、あえて国の名前を入れておりませんが、これは

あからさまに批判することを避けるためであります。 

 私の国はインドでありますが、それを例に挙げまして、どのような例があるか、

そしてグループの３の国は、こういったものがあるということを説明していきたい

と思います。 

 インドの現状でありますが、独立して 60 年経っております。そして 60％の土地

が、中度から重度の地震の危険があります。人口は 11 億です。このような、いろ

いろな状況が相まちまして、我々の地震安全性というのは、全く我々の学部学生に

対しては教育がなされていないということでありまして、特に大学を卒業しても、

地震安全性の知識を持たずに卒業することになります。ですので、やはり多くの国

におきましても、グループ３の国にとっては難しい状況であります。 

 さらに大きな問題として、こういった国が直面しているのが、都市地域の拡大で

あります。そして役割も、どんどん増えております。要するに、いろいろなところ

から人口の移動がありまして、田舎から都市に人々が移動してまいります。磁石の

ように引きつけます。 

 特に過去 20 年、過去 10 年というのは、その例が顕著であります。２０２０年に

なりますと 70％の国家のＧＤＰというのは、都市部に住んでいる 40％の人口によ

ってもたらされる。従って、片一方で脆弱な住宅があります。そしてまた都市部に

おきましても、地震の安全性が確保されていない、そういった地域が拡大している

ということであります。安全な住宅が特に国家で不足しております。国連は全世界

的に、こういった問題を理解しております。毎日々々、この住宅の補充に応えるた
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めに 10 万戸を建てていかなくてはならないということを認識しております。 

 そして毎年々々、一国の中で２５００万の住宅が建てられなくてはならないとい

うことでありまして、これは途方もなく大きな数であります。グループ３の国にと

っては大変なタスクであり、また地震の脅威にさらされている国にとっては大変な

問題であります。 

 しかし、それはチャンスでもあるわけでありまして、ＵＮＣＲＤといった組織が、

このような国にかかわり、そして脆弱な住宅問題を解消していくということが大事

であります。 

 インドで今不動産ブームがありまして、例えば、これがインドの例でありますが、

都市部ですと、こういったようなものであります。たくさんの窓がありますが、都

市開発が、このように起こっています。コンクリートの建物がたくさん建設されて

おります。 

 ここで面白いのが、特殊な構造物があるということです。これは全く都市が開放

されているところでありまして、２３０ミリメートルの柱が使われております。こ

れはレンガのサイズに合わせたものでありますけれども、例えば、病院なども、ア

パートなども、このような基準で建てられております。今でも、この２３０ミリの

ものであります。 

 柱が高さにかかわらず同じ太さであるということであります。１階建てでも、２、

３、５、７、11、14、20 階建てでも全く同じだということでありまして、２３０ミ

リの柱がスタンダードとして使われております。 

 伝統的な知識から考えますと、設計、住宅建築には当てはまらないものでありま

すが、過去１００年間、全世界的に地震があって、このような建物は安全ではない

ということが分かっております。耐震性がないということ、耐震試験に耐えること

ができない。それからまた揺れに耐えることができないし、こういった例もありま

すが、ほかの例もありますように、最近の 20 年間に起こった５、６回の地震でも

分かりますように、こういった建物というのは、耐震性の面から見て弱いというこ

とです。 

 一つは、完全に瓦礫と化しておりますけれども、一つが誇り高く建って残ってお

りますけれども、確かに、こちらが倒れて、こちらが倒壊しなかったかという理由

は分かりますけれども、一般市民の場合には、それは理解できません。どうして、

こういうことが起こったのか、インドのような国では分からないわけです。 

 今度は田舎にいきます。既にもう情報があります。石造り、あるいはレンガ造り

の建物などがありますが、このような状況であります。すなわち耐震安全性といっ

たものは全くやっていないということでありまして、工学的な配慮はなされており

ません。 

 しかしながら、例えば、特にヒマラヤですと伝統的な住宅建築の方法が行われて

おります。歴史を通じまして、こういった耐震設計の考え方が失われている、伝統

的な考え方が失われているんですけれども、こういった地域社会に取り戻していか

なくてはなりません。 
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 97％の住宅というのが工学的な配慮がなされておらず、そして３％が鉄筋コンク

リートであるということであります。そのような状態の建物が耐震性の目でどうか

ということが分かりませんが、次に地震が起こったら大変弱い脆弱な建物であると

いうことであります。 

 これは全く驚くべきことでもありませんが、また、過小評価でも何でもありませ

ん。我々のところでは、このような仮設住宅であるとか、シェルターでも建てる能

力がないということであります。そういった技術、技能というものをインドでは持

ち合わせておりません。 

 このような耐震設計でありますが、設計のスタンダードは存在しておりますけれ

ども、建物のプロジェクトでは使われていないということであります。民間が建て

ております。政府のほうでも、そのような手続きがありますけれども、民間のほう

では、そのような実践がなされておりません。 

 それから抜け穴もたくさんありまして、設計者というのは、出来るだけ設計コス

トを低減するために、安全ではない建物を建てております。 

 それから、地方自治体も技術的な能力を持っていないために耐震安全性をもたら

すことができない。すなわち地震安全性についての知識を持っているのは土木技術

者や設計者であるとか、建築家が持っていないということであります。ですから建

築基準があったとしても、それを実践することが不可能です。 

 それからまた、日本の場合とは違いまして、建物が、そのようなスタンダードに

合っているかどうか、準拠、順守を見るためのシステムがインドにはありません。 

 地震で人が死ぬのではありません。建物が人を殺すのであります。従って、この

建物を建築した人こそが死者の命に対して責任を持っています。ですから基本的に

は、住宅の安全性、技術的な問題でありますが、従って、それをすることによって

死者の数を少なくすることができるということです。 

 そして新しい建物も安全ではないものもあるし、既存のものも安全でない建物が

ある。それは我々が建築している建物によるものでありますから、安全ではないと

分かって建てている我々の責任であります。 

 そして耐震設計技術のために何が欠如しているかということでありますが、組織

も、政府省庁も、このような地震、耐震性についてのテクノロジーについての知識

がないということ。それからまた、建築家、技術者も役割を果たしていない。そし

てスタンダード以下の技術的なサービスしかしていないということで安全性が欠

如しております。 

 大地震が起こりますと死者数も多大であります。また住宅も失われます。しかし、

たとえ小さな地震だったとしても、それでも死者の数は多く、住宅を失う人も多い

わけです。従って、たとえ小規模な地震であったとしても、このような国では被害

は甚大だということです。 

 カシミールの場合でありますが、７・６のマグニチュードでありますが、８万７

０００人の人が亡くなりました。そして３５０万人の人が住宅を失っております。 

 それからジョクジャカルタ、２００６年でありますが、６０００人の死者が出ま
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した。そして住宅を失った人が１５０万人であります。小規模の地震であったとし

ても、グループ２、グループ３の国の場合には被害が甚大であります。 

 それから共通点といたしまして、一番大きな影響を受けるのが住宅セクターであ

ります。そして、その矢面に立つのがそうであります。例えば、23 万戸については

再建、95 万戸については強化が必要であります。我々は人材が必要でありまして、

損壊の度合いについて改良の必要性について新しいプロジェクトのための評価を

する人が必要でありますが、そういった人材がおりません。 

 では、これから何をしなくちゃならないのかという解決策でありますが、地震の

リスクには三つの側面があります。２番目のところに対して私たちは、変化をもた

らすことが出来、効果をもつことが出来るということで、特に住宅の脆弱性の問題

に着目していかなくてはなりません。 

 これが地震のサイクルでありますが、どのような活動をすればよいのかというこ

とをサイクルで見ております。耐震安全性について、特に二つの側面があります。

まず減災と地震に対する備えというのが地震前であります。すなわち投資をするの

であれば減災の投資効果のほうが、地震後と比べまして 20 倍以上の効果の高まり

があるからであります。 

 そして知識は日本にはたくさんあります。こういった日本の知識をグループ２、

グループ３の国に適用することができるでしょう。この知識を使って大変大きな変

化をもたらすことができるというふうに思っております。 

 それから、このような知識を吸収して、そして国内で実践するには努力が必要か

もしれませんけれども、それを実践することで家屋の倒壊を防ぐことができるでし

ょう。 

 多くの活動していかなくてはなりませんが、基本的には、この四つに分けること

ができます。意識の高揚と備え、そしてシスマティックな教育訓練、能力の強化、

それからまた、国家のスタンダードを改定すること。それから４番目というのが、

規制と実勢なんですけども、これが特に重要であります。国に対して変化をもたら

し、法的なツールを使うということが重要であります。ですので現時点では、これ

を強調していきたいと思います。 

 全世界的な教訓でありますが、グループの１、１９００年代の初め経済的にも人

命の失われた量も高かった。しかし、１００年たって２０００年になりまして、人

命の損失というのは完全に、その問題を回避することができるようになっておりま

す。 

 グループの２、グループ３の国については、人々の命を守ることも、また、財産

を守ることも、まだ１００年間でできるようにはなっておりません。やはり、これ

は避けることができる死亡であるということです。グループ１の場合には、技術を

使って人々の命を守っております。すなわち、毎日いろいろなところで起こってい

る、その地震で失われる命を守っていかなくてはなりません。 

 そして例えば、新しい構造物のほうが古い構造物よりも、そのパフォーマンスは

よいです。１９９５年の神戸の大地震以来、そういった建築基準が強化されている
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からであります。 

 そして私の国などにおいては、スタンダードはあるんですけれども、大変後れて

おりまして、国際的な最先端のスタンダードとはなっておりません。それから改造

というのはコストがかかります。しかしながら一般市民には、そのような情報を伝

えていかなくてはならないし、地震が起こる前に、それをやっていかなくてはなり

ません。 

 ですので、このような耐震技術のバックグラウンドを持った専門家というのが必

要となってきております。すなわち官僚というのは知識がありません。技術につい

ての十分な知識がないので、私たちは、そこを変えて、もっともっと、前もってコ

ーディネーションをしていかなくてはなりません。 

 最後に提案を申し上げて私の話を締めたいと思います。きょうの午後、皆さんで

話し合ってほしい内容です。 

 一つは、現在、国際的に住宅難是正についての情報が十分にほかの国にも分配さ

れていかなくてはならないという需要があります。ということでグローバルな住宅

タスクグループといったものが情報を伝える役割を果たしていかなくてはなりま

せん。 

 そして今度は、各国の国レベルの住宅のタスクグループが国家全体に対して、こ

のような知識を適用していかなくてはなりません。通常は政府がこれを行います。 

 ということで専門家の国際的なネットワークであります。いろいろな国際的な体

験をまとめて、そして、こういった情報を伝えていきます。今度は国内のグループ

は何をするのかということでありますが、リエゾンとしての役割を果たし、ロビー

活動して、そして新しいプロジェクトの中にも住宅安全性、耐震安全性を取り込ん

でいかなくてはなりません。 

 この国内のタスクグループはすべてのプロジェクトに参加することはできない

けれども、しかし、政策とストラテジーは提供していかなくてはならないし、グロ

ーバルなベストプラクティスを勧告していかなくてはなりません。 

 そして正義を実行すること、例えば、その土着の材料、土着の建築方法などがあ

るのであれば、そういったものを使っていくということであります。耐震のための

改造というのは、なかなか難しい、そしてまた十分な資金もない、しかしながら、

この国ではソリューションを求めています。ですので国内のタスクグループが、そ

れを行います。 

 それから再建築のプログラム、最近の地震が起こった後、大変大きな家屋の喪失

がありまして、多くの人たちが住宅を失っております。そして地震後、即座にそう

した人たちのための住宅が必要なんですが、それが存在していない。ですのでソリ

ューションについては、前もってリハーサルをして、その情報がきちんと使えるよ

うに備えておかなくてはなりません。 

 そしてタスクグループは国内におきまして、最後の技術的な完成を求めていく。

それからまた、グローバルな住宅グループにおきましては、我々は、ワールド・ハ

ウジング・エンサイクロペディアといたしまして、データベースを７年前からつく
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ってきております。全世界にどのような住宅建設技術があるかということをまとめ

てきました。 

 そして大変重要な相乗効果があるということでありまして、そして、それぞれの

国家政府、ＤＲＮ、それから日本の建築学会であるとか、ＵＮＣＲＤなどと、この

ような方向に向かって協力することによって重要な役割を果たすことができると

いうふうに考えております。これはグローバルな住宅のためのネットワークであり

ます。 

 最後に技術的な専門家にとっては、これは大きな挑戦課題でありまして、グルー

プ２、３では大変大きな課題でありますが、政治的な意思というのが必要でありま

す。しかし、そのような変化をもたらすための人材がないというのが、こういった

国々の問題です。例えば、インドの例なんですけれども、ヤミのお金というのが使

われたり、あるいは、アンダーワールドというのがかかわっています。 

 やはり、国家政府が変化をもたらそうとしても大変危険な状況になるヤミの世界

があるという危険性があります。従いまして、ほかの国が変化をもたらそうとした

場合に問題が起こります。技術が後れているということは、グループ２、グループ

３の国、例えば、インドにおきましては、地震工学の専門的な教育を受けた人が 11

億の人口の中で 20 人か 30 人くらいしかＰＡＧを取った人がいないということで、

これが現在の状況です。そして我々のところでは、独自の規制も文化もないという

ことです。 

 特に一番重要な戦略として何があるか、やはり一般市民のエンパワーメントだと

いうふうに考えます。すなわち耐震安全性を住宅にもたらさなくてはならないとい

うこと、そして、それは小さな場所でもできるということを知らしめなくてはなり

ません。例えば、このシンポジウムの新聞記事というのがあったと思いますが、や

はり、このようなアプローチをほかの国でもとることができると考えます。 

 教育、これは問題であり、また解決策でもあります。すなわち教育の欠如という

のは問題でありますが、教育を提供するというのはソリューションであります。で

すので教育というのが最も人々の意識を高揚させ、実を開かせるために強力な力を

持っているというふうに思います。 

 インドにおきましても技術協力に力を入れておりまして、そして将来的には変化

をもたらしたいと考えております。明らかなことに住宅の問題というのは、一国で

解決できるものでは、とてもありません。ですので国際的な要因というのがお互い

に相互に影響し合っております。ですから教育が必要であり、教育と規制というの

は、お互いに協力し合っていって、そして各国で耐震安全性をもたらすことが必要

であります。 

 最後に、グローバルなネットワークに過度な期待を寄せるのではなく、可能なと

ころから、この耐震安全性をやっていくということであります。そして持続可能な

形で着実にやっていくことが必要だというふうに考えております。時間とともに自

信をつけてやっていくことが必要だということであります。そうすることによって

将来の安全性が確保されます。 
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 最後にインドのモニュメントです。このモニュメントというのは３５０年前から

のものでありまして、このように単に２、３世代生き延びただけではなく大変古い

時代から生き延びているインドの建築物を最後に示しまして終わりたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 
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基調講演２ 

  「誰がわれわれの住宅の耐震安全性を向上させるのか？」 

              小谷俊介氏 （千葉大学教授） 

 

 皆さま、こんにちは。私は東京ですので、地震の当日は東京で実は仕事をしてい

て、ゆっくりした揺れを感じて「あっ、どこかで地震が起こったらしい」というこ

とを知りました。実際の被害自身は、地震が終わってから１か月ぐらいしてから、

こちらに来まして、いろいろと被害の様子などを勉強させていただきました。 

 きょうの話題というのは「誰が我々の住宅の耐震安全性を向上させるのか？」と、

これは人ごとではないということを最後に申し上げたいと思います。 

 この地震というのは、これは単に日本だけの問題ではございませんで、ここの今

出ている写真というのは、アメリカの土木学会の雑誌の表紙を飾ったものでござい

ます。神戸で起こった地震というのが、これは日本だけの問題ではなくて、世界の

問題である。世界を震撼させたものであるというようなことでございます。 

 もう改めてというような感じもしますけれども、この阪神・淡路大震災によって、

どれだけの損失が生じたのかということを見ますと、大体、10 兆円の損失でござい

ます。そのうちの約 60％が建物の崩壊などによる損失でございます。非常に建物の

崩壊による損失が大きかったということができます。 

 死者の数ですけれども、これは現在の段階で６４３４人というような数になって

おりますけども、地震直後でいえば約５５００人ぐらい。その後、いろいろな間接

的な理由、その他で亡くなられた方を含めますと６４００人、倒壊した住戸の数で

いえば、10 万戸を超えるというような、そういう数でございます。 

 それで、この地震によって、地震の直後に、どういうような救出活動が行われた

かというのが、この図でございまして、横軸の方が地震からの日数が書いてござい

まして、縦軸の方が救出された人間の数、黄色い方が、これが見つけられた時には、

もうお亡くなりになってしまっていたというのが黄色い部分でございまして、赤い

ところが救助することによって生命をぶり返すことができたという方々の数でご

ざいます。 

 ４日目、５日目を過ぎますと、もう救助作業をしましても、生きて救助すること

ができるというような状態ではなくて、もう救助してもというか、捜し出したとし

ても、そのまま生きてということではなかった。 

 この中で重要なのは、第１日目、これは兵庫県がまだ自衛隊に援助を求める前の

段階ですけども、これだけのたくさんの数の方が生きて救助をされている。これは

お互いに助け合いをして、そして、これだけの人間の方を救助することができた。

非常に重要なことではないかと思います。圧倒的に第１日目に救われた方、救助さ

れた方が生き残っているというようなことになります。 

 地震直後、約５５００人の方が亡くなっておりますけども、その時に先ほどの斎

藤副知事がおっしゃいましたように、このうちの 87・９％、一番右側の欄のところ

に割合が書いてございますけども、87・９％の方が建物の倒壊の下敷きでもって亡
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くなられている。火災でもって亡くなられた方が約 10％いらっしゃます。これは亡

くなられた方の、いろんな検査をしまして、例えば肺の中に、どれだけの煙が入っ

ているか、土が残っているというような、そんなようなことから死因を判断してご

ざいます。 

 とにかく、この地震では建物の下でもって、たくさんの方が亡くなられた。今、

ムルティ先生がおっしゃったように、地震が人間を殺すんではなくて、建物が壊れ

ることによって、死者が出てしまうんだということが、この地震でもって極めて顕

著に出ております。 

 それと同時に、ここでもって注目していただきたいのは、一番下の欄に家具の転

倒によって亡くなられた方というのがございます。約１・２％、65 人の方が家具の

転倒でもって亡くなられている。これは日本の住宅事情が非常に悪いために、寝室

の高い所に重い家具、例えば、テレビをたんすの上に置くというようなことをして

いて、それが地震の時に落下してきて、そのために亡くなったという方、この方の

割合が１・２％というような数になっています。これは日本特有の問題なのかもし

れません。 

 先ほど申し上げた 87・９％の方が建物の下でもって亡くなられたということを申

し上げましたけれども、これは、このような伝統的な木造家屋が倒壊したために亡

くなったということでございます。 

 これ、なぜ、この伝統的な木造の家屋が倒壊したかといいますと、ご覧になるよ

うに瓦葺きの屋根、瓦葺きをつくるためには日本の伝統的な工法として、瓦の下に

葺き土という土を使いまして、瓦の並びをよくするというようなことを行っており

ます。こういうような屋根の重い構造というのは、地震が来ますと、その重さに対

して地震の力が作用しますので、非常に大きな力を誘発してしまう、そのために建

物が壊れてしまうというような、そんなことが起こっております。 

 それでは、なぜ日本の伝統的な工法で屋根を重くするようなことにしたのかと申

しますと、これは私の推測がかなり入っておりますけども、まず日本の夏というの

は非常に暑い、この暑い夏を少しでも涼しく過ごすためには屋根に断熱材を使うの

が一番いい。断熱材として一番効果のあるもの、それは重い材料です。土のような

もの、瓦のようなものを使う、そうしますと断熱材効果がありまして、少しでも日

本の暑い夏を過ごすことができるようになる。 

 次に、毎年必ず秋には日本では台風が来ます。台風で屋根が飛んでしまいますと、

もう建物の中に雨が入ってきてしまって生活ができない。その台風によって屋根が

吹き飛ばされないようにするためには、屋根を重くすることが重要である。だから、

屋根に瓦を使うとか、あるいは葺き土を使うということにして、屋根を重くすると

いうようなことが行われた。 

 これは非常に地震の時に悪い影響をする。神戸のこの地震の前に同じ規模の揺れ

を生じたのは約４００年前のことでございます。そうしますと、４００年に一遍、

あるいは数百年に一遍という地震の時に、その安全性を考えるのか、あるいは、毎

年々々の夏の暑さ、それを少しでも快適に過ごそうとするのか、毎年必ず来る台風、
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一つや二つではなくて、複数の台風が来ます。その時に屋根が飛んでもいいから屋

根を軽くすることが重要なのか、これは過去の日本人たちが自分たちの知恵を使い

まして、そして屋根を重くすることを選んだのではないかと私は思っております。 

 そのために非常にたくさん方が亡くなる結果になってしまった。これは人間が、

どういうものを選ぶかという、そのチョイスにかかわってきているものだと思いま

す。 

 ただし、現代の建築の技術を使いますと、例えば、この建物、この建物の手前に

何か白いところがございますけれども、これは古い建物がつぶれたものでございま

す。その背後にある新しい建築技術でもって建てられた住宅、これは残りました。

屋根を軽くしても台風でもって吹き飛ばないような、そういう構造ができている。

夏の暑さに対しては、冷房を使いまして、そして夏を快適に過ごすことができるよ

うになっている。 

 屋根が軽いために地震のときには大きな力が作用しないで生き残ることができ

た。こういう技術を我々は持っているのでございます。その技術を使わない限りは、

私どもは地震に対して安全な生活をすることができない。 

 これは淡路島の北淡町における被害の割合を示したものでして、横軸の方が建物

の古さを示している。右に行くに従いまして、新しい建物である。白いところが無

被害で建物が残ったもの、黄色いものが軽微な被害、斜めの線があるのが半壊で、

真っ黒に塗ったところが全壊の建物。だんだん、だんだん、新しくなるに従って建

物の総数に対する無被害の割合というのが増えているのがお分かりになると思い

ます。 

 新しい建物で、新しい技術でつくった建物ほど被害を受けることが少なかった。

この中には当然、古い建物は材料が老朽化するために弱くなっているということも

あるかと思います。だけども、総体的に見て新しい技術で建てられたものほど被害

が少なくなっているということも事実ではないかと思います。 

 このグラフは、亡くなられた方の年齢構成を示したものでございます。横軸に亡

くなられた方の年齢が示してありまして、縦の軸に死者の数を示しております。明

らかに 50 歳以上、私の年齢も含めまして年が上の方ほどたくさん亡くなられてい

るというようなことが出ております。 

 この中で 20 歳のところに、ちょっとしたピークがございますけども、これは大

学の学生さんたちです。大学の学生さんたちが非常に安い下宿に生活しておりまし

て、その安い下宿というのは、木造の古い住宅である。それがつぶれてしまったた

めに、この 20 歳のところに一つのピークが出ております。大変残念なことでござ

います。 

 だけども、どうしてお年寄りの方たちが、これだけ亡くなられたのか、それは当

然、体が動けなくて逃げられなかったというのも確かなことだと思います。だけど

も、この辺になりますと、そうすると収入がなくなってきてしまう。そのために建

物を補強しようとか、そういうようなことをしようとしても、お金がない。また、

補強したり建物を建て替えたりしようとしても、長い間、その建物に住んでおりま
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すと、ここでもって子どもが成長したとか、いろんな思い出が、その建物には残っ

ているんではないかと思います。 

 そんなこともありまして、なかなかお年寄りたちが住んでいる建物というものを

地震に対して安全なように補強するということが難しい、そんなことがあったので

はないかというふうに私は考えております。 

 じゃ建物のこれは、私の専門が鉄筋コンクリートなもんですから、鉄筋コンクリ

ートの建物の被害というものが、どんなものであったのか、これを建物が建設され

た年度ごとに示したものが、このグラフでございます。 

 １９７１年のこの年に一つ大きな設計に関する規定が変わりました。これは非常

に簡単な規定の変更なんですけども、それから、１９８１年にいわゆる新耐震設計

法という非常に総合的な耐震設計の方法が導入されております。これで見ますと、

やはり新しい建物、新しい技術で出来た建物ほど被害が少ない。薄い黄色のところ

が、この地震が終わった後で、もうすぐに建物を使うことができた。そういうよう

な建物でございます。 

 オレンジ色のものがひどく大きな被害を受けたもの、赤いものが倒壊してしまっ

たものです。その割合を見ますと、やはり新しい建物ほど、つまり新しい技術でつ

くられた建物ほど被害が少なかった。倒壊した建物の一番新しい１９８１年、新耐

震設計法でつくられた建物のうち、使えなくなってしまったのは７％でございます。

93％の建物が、これはそのまま使うことができる状態であった。 

 これぐらい日本の技術は進んだものでございます。先ほどムルティ先生がおっし

ゃいましたけども、第１グループ、先進国では、かなり建物の地震による被害が減

ってきているというようなことをご指摘されましたけども、これは明らかに、その

状態を示しているということができるのではないかと思います。 

 ただし、鉄筋コンクリートでも、この建物のようなもの、この建物のようなもの

というのは、２階から上がアパート、あるいはマンションになっておりまして、１

階が駐車場あるいは店舗になっているような、こういう建物。２階以上には一つの

ユニットと別なユニットを区切るための壁が入っております。壁というのは非常に

地震の時に強い、地震に対して大きな抵抗力を示す。 

 ところが１階を駐車場として使うためには、そこに壁があると駐車場としては使

い勝手が非常に悪いということで、１階には、その壁を除いてしまう。そうします

と、先ほどムルティ先生も、こういうような写真をお見せになりましたけども、１

階が柱だけしかないような構造物というのは、非常に地震に対して弱い。そこのと

ころに大きな損傷が集中してしまいまして、大きな被害が出てしまう。 

 これは先ほどと同じように建設年度によりまして、１階が柱だけしかない建物の

被害の割合を示しております。１９８１年に新耐震が導入される前に建設された建

物では、被害の割合が非常に高い、約 40％ないし 50％の建物が大きな被害を受け

ております。 

 それに対して１９８１年以降の建物では被害の割合が少なくなっています。少な

くなっていると申し上げても、これは普通の鉄筋コンクリートに比べれば、非常に

 20 



 

被害の割合が大きい。これに対して法律が改正されております。こういうような柱

だけしかない建物に対する安全性を高めるような法律の改正が行われております。 

 どなたがご覧になっても、この写真、これはもう明らかに建物がつぶれている写

真だと思います。 

 私が、この写真と次の写真は、建築の構造を専門とする方によくお見せする写真

なんですけども、建物の構造というものは、単に安全性を守るだけのものなのだろ

うかというようなことを常に申し上げております。この建物の被害の状況を見て、

皆さまは、どんなふうにこの被害の割合であるだろうかというふうに判断されるか、

これは私から見ると、というか構造の専門家から見ると無被害なんです。 

 構造というのは、建物の重さを支えるのは、この柱、この柱というのが建物の重

さを支えます。その床に作用している建物の重さというのは、この梁を通じまして、

梁でまず一回支えて、そして梁に作用した力を、この柱が支えるというような、そ

ういう構造になっています。 

 この柱と梁の被害を見ますと、ほとんどヒビ割れが、ほんのちょっと見つかるぐ

らいの被害です。だから、建物は全然、この崩壊というものに対しては、もう全く

被害がない状況である。だけども、こんなに窓が壊れて、あるいはドアがつぶれて

しまって出入りもできないというような状況になりますと、これはもう住宅として

使用することができない。建築の構造というものは、今まであまりにも自分自身構

造自体の安全性、損傷のなさというところに注意を払い過ぎてきて、地震の後に建

物が使い続けられるかどうかということに対する関心が非常に薄かった。この点は

我々も非常に反省しているところでございます。 

 だけども現在は、これは免震構造といって基礎の下のところに軟らかいゴムを敷

きまして、そこに、すべての地震の変形を集中させるような、そういう新しい技術

でございます。 

 こういうような新しい技術を使えば建物の中に大きな揺れ、大きな力が作用しな

くて、そして建物自体、あるいは窓だとか、ドアだとか、そういうものにも被害が

生じないような、そういう状況になっております。 

 私どもは、現在こういうような建物の安全に関するる技術を持っております。し

かしながら、建物に関する安全な技術を持っているということ自体には、必ずしも

皆さまたちの住宅、あるいは建物を保護するということにはなりません。 

 左側にテレビがあって、右側に携帯がありますけども、こういうような技術は私

どもは持っています。だけども携帯を皆さんがお買いにならない限りは、あるいは

携帯のスイッチを入れない限りは、この技術の恩恵を受けることはできません。 

 私は携帯を持っていませんけども、だけども、こういうような物を買って、そし

て使うことによって、はじめてその技術というものを我々が享受することができる

わけです。建築の安全性に対する技術というものを私たちは持っております。だけ

ど、それを皆さんが使っていただけなかったら、それは社会に技術があるというこ

とが建物を保護するわけではない。それをぜひお考えいただきたいと思います。 

 最後になりますけども、もしも、皆さんが５００万円のお金を何か天から与えら
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れたと、地震に対する耐震補強というのは極めて重要な問題だということも皆さん、

非常によく分かっていると思います。私ども学者は常に耐震補強というのは重要で

すよと、建物がつぶれることによって人が死ぬということを避けるためには、ぜひ

古い壊れやすい建物を補強して下さいということを申し上げます。 

 それは非常に簡単なことなんです。というのは、そういうことを言う時に全然、

自分のお金に関しては何も言ってないから、簡単に皆さん補強しましょうよ、しな

さいよということができる。だけど皆さんが、もし５００万円のお金をもらった時

に、そのお金を使って耐震補強をしますか、やあ、５００万円があった。じゃ、ち

ょっと女房が台所をきれいにしたいと言っているから、うん、じゃちょっと、その

金を使って台所を改修しようかとか、自動車を買おうかとか、あるいは、子どもが

今、幼稚園に行って非常に重要な時期だから、ちょっと幼稚園の費用を払おうかと、

そういうところにお金が消えてしまいませんか、それを解決しない限りは。 

 だから自分のお金の問題として耐震補強ということを考えない限りは、耐震補強

なんて実現できません。自分のお金を使って耐震補強をするんです。その時に本当

に耐震補強をしてくれるかなというのが私の疑問です。 

 そういう意味で人のお金の話をすることは非常に簡単であるけれども、自分のお

金を使うということはなかなか難しい。私の一つの提案としては、人の金の話しし

かしない政治家にぜひお願いして、税金を使って耐震補強をどんどん促進するとい

う方向にいかない限りは、皆さんのお金で自分の家を耐震補強して下さいと言って

も、私は何か実現しないんではないかという気がしています。 

 以上で私のお話は終わります。ぜひ皆さん、耐震補強をして下さい。（拍 手） 

                         終わり 
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 防災教育映像 
  「幸せ運ぼう ～神戸から世界へ 広がる防災教育～」 

    松崎大亮氏 （独）メディア教育開発センター共同研究員 

 

 皆さん、こんにちは。独立行政法人メディア教育開発センターの研究員、かつ神

戸市教育委員会で防災教育、情報教育を担当しております松崎です。どうぞよろし

くお願いします。本日は「幸せ運ぼう ～神戸から世界へ 広がる防災教育～」と

いうことで、防災教材について発表させていただきます。 

 12 年前の阪神大震災により、神戸の教育現場というのは多くの被害を受けました。

多くの子どもたち、それから教師、それが亡くなり、それから校舎の 85％がダメー

ジを受けました。また学校は避難所となり、多くの方々が避難生活を強いられまし

た。こうした中、教育現場の懸命な努力により、神戸の教育というのは復興の道を

歩んできたわけです。 

 震災以降の防災教育について、少し理念をお話しいたします。基本理念として、

神戸が教育再出発したときの理念として、「震災の経験と教訓を生かそう」という

ことで始めました。そして、その教育の視点としては、ここの図にありますように、

知識、それから技術、それから命と絆というところです。 

 この知識というのは、いわゆる防災に関する知識です。例えば、地震災害のメカ

ニズムの話であるとか、歴史の話であるとか、そういった知識を学びます。 

 それから第２に技術です。技術といいますのは、これも震災で得られた教訓なん

ですけれども、「自分の命は自分で守る」という、この一番基本的なことなんです

けども、こういったことを学校で学んでおります。 

 それから３番目は命と絆。これはハート・アンド・マインドと書いているんです

が、震災で知ったのは、命の大切さ、それから共に助け合うことの大切さというこ

とです。こういった三つの要素を持って防災教育にあたっています。 

 しかし、この 12 年間、さまざまな教育をしてまいったわけですけれども、いろ

んな課題があります。 

 一つは、風化との戦いです。やはり震災を知らない世代というのが、どんどん、

どんどん入ってきております。そして震災を知らない教師が、震災を知らない子ど

もに教えなければいけないということで、学校防災教育もいろんな課題をもらって

います。 

 それから三つ目なんですが、かつては地震災害であるとか、火災災害だけの防災

教育だったんですけれども、そうではなくて、自然災害以外の例えば人的災害、そ

れから、その他の災害に対する対応というのも学校で求められるようになってきま

した。 

 それから、こういった背景の中で、学校教育と社会教育、ですから学校教育だけ

では駄目で、地域との防災連携であるとか、地域との教育というのが非常に必要に

なってきました。ですからこそ、より効果的な防災教材、防災教育教材というのが
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求められたというのが、この今回のビジュアル版の教材がつくられた背景にあった

わけです。 

 そして防災教育教材ビジュアル版『幸せ運ぼう』というのをご紹介いたします。

これは読売新聞大阪本社様、それから読売テレビ様、それから神戸市の教育委員会

の三者が、昨年の３月なんですけども、中学生版をつくったのがこれです。この中

に豊富な報道映像、いわゆる読売テレビの報道映像があるんですけども、そういっ

たもの。それから厳選された新聞記事や写真の資料というのがあります。それは、

こういった形で、学校でＣＤ－ＲＯＭからプリントアウトすることができますので、

学校ですぐに教材として使うことができます。 

 それから、こういった資料だけではございません。やはり学校の現場の先生方、

教師が指導していくためには、指導案がないと駄目です。そういった指導案という

のが、このＣＤ－ＲＯＭの中に収録されていますので、このセットがあれば、すぐ

に学校で防災教育を始めるということができるというところが特徴です。 

 そして、この制作にあたりましては、学校現場の教員、いわゆる復興担当教員と

か、心のケア担当教員という実際の最前線で防災教育にあたってきた人たちが、い

ろんな知恵を絞って、資料の厳選をしてつくったということです。 

 そしたら一応映像を見ていただきたいと思います。今このビジュアル版の中に、

三つ単元があって、一つは「こんなことがあった」という、その過去の分なんです

けども、その一つを見ていただきたいと思います。 

     （映像上映） 

 次の単元なんですけども、学校が避難所になったというところで、「そのとき学

校では」というところをご紹介いたします。学校の様子です。当日の様子です。 

     （映像上映） 

 次は、この単元の中で「地震のメカニズム、災害のメカニズムを知る」というと

ころをします。理科の授業でも使っている津波のメカニズムというところです。 

     （映像上映） 

 最後は「共に生きる」という単元があるんですけども、その中で、「子どもたち、

私たちにもできる支援は何か」というところをお見せいたしたいと思います。 

     （映像上映） 

 

 こういったように防災教材、『幸せ運ぼう』というのは非常に大きなところで反

響をいただきました。神戸市内の学校はもちろんのこと、それから他の地域の学校

で、それからまた地域の住民の皆さま方に使っていただくようになりましたし、二

つ目にありますように、教員研修教材としてという形でも使われるようになりまし

た。 

 それから例えば、大学研究機関、それから例えば、神戸への修学旅行の事前学習、

広島の方々、これはある学校の方々なんですけども、神戸に防災学習をしに来ると

いうことだったんですが、それの事前に「神戸であったことを勉強したい」という

ことで、これを借りて事前に学習して修学旅行に臨まれたということです。そのほ
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か、防災誌、看護専門学校の研修生の研修であるとか、自治体企業の危機管理研修

という形でも使われて広がっております。 

 それから、この広がりというのは、今国内だけではありません。海外にも、今広

まろうとしております。 

 一つは、１９８８年に大きな地震災害があって、２万８０００人もの方が亡くな

った東欧にありますアルメニア共和国というところがあるんですけども、そこも防

災教育というのは国の急務でして、今急速にそういった防災教育のカリキュラムを

整備しております。 

 そして昨年 11 月なんですけども、防災教育、この『幸せ運ぼう』を持って行っ

て、向こうで演示しましたところ、教員、生徒に対しても、すごくインパクトがあ

ったようで、「これからも、そういった教材を一緒に神戸とつくっていきたい」と

いう話を伺っています。 

 それから二つ目は、アルジェリア民主人民共和国、これも２００３年に大きな被

害があったアフリカの国なんですけども、そこでも、この教材をアラビア語または

フランス語に翻訳して、今後、防災教材としてつくっていきたい、国で使っていき

たいというふうな動きが今あります。 

 そして、こういう形で見ていきますと、防災教育に関して、いろんな共通点が出

てくると思うんです。やはり先ほどの知識であるとか、体を守る技術、それから命・

絆の大切さというところが、やっぱり共通だと思いますので、そういったものを防

災教育の要素として入れていこうということになるんじゃないかなと、そういった

形でお互いの教育支援ができるんじゃないかなということを考えています。そうす

ると、まさに「防災教育に国境はない」ということが感じ取られます。 

 今聞いていただいています曲というのは、これアルメニア共和国で地震災害が 88

年に起こったときの復興の歌です。小さな国なので、彼らはすべての人たちが、こ

の歌を歌うことができます。いわゆる復興の歌で、不死鳥のように蘇って国をつく

り直そうということなんですけども、こういったものというのが我々も持っていま

すし、各地域に、そういった形で、文化の形で出来始めているんじゃないかなと思

います。 

 そして、こういった伝える知恵であるというのは、学校でも同じです。例えば、

幼稚園で『森の防災駅』というのがありまして、森の妖精が動物たちに向かって「今

に危ないことが来るから、動物たち気をつけなさい」という話をすると、例えば、

ウサギは自分の草の家をもっと補強しようとか、そういったことを幼稚園のところ

で児童劇としてやっております。 

 こういったものというのを、やはりキーワードにして、教育の教材としていくと

いうところが大事じゃないかなと。 

 そう考えていきますと、こういった防災教育というのは、人類の共有財産になっ

ていくんじゃないかな、お互いの固有の知恵を教え合うということが大事じゃない

かなと思います。 

 次は、これ神戸の学校で行われている例です。左側はキャタピラみたいな形で競
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争をしているんですけども、これも避難競争です。なぜかといいますと災害が起こ

ったとき、火災が起こったとき、地面を這って真っ暗なところを行かなければいけ

ない。それで音が鳴るほうに歩いていかなければ自分の命は助からないということ

で、こういったキャタピラ競争をやっています。 

 右側というのは、非常用持ち出し袋のカードを書いたところを、みんな集めてい

くわけです。いかに早いこと集めていくか、必要なラジオであったり、例えば水で

あったり、そういったものを、いかに早く集めていくかというところを競争してい

るんですけども、非常に子どもたちが地域のことを楽しんでやっております。 

 ここから思うんですけども、何が始まってるのかというと、やはり楽しく学びな

がら、学校で、地域で楽しく学びながら、こういったものを次の人に伝えていこう

と。 

 この子どもたちは、震災のことはほとんど知らない。もう若い、10 歳ぐらいの子

どもですので知らないはずなんですけども、どうしたい意味で、これをやっている

のかというのは分からないんですが、でも、この防災運動会の意味というのを聞く

と、本当の意味を知ると、やっぱり自分の身を守る意味なんだとか、それから阪神

大震災の教訓を伝えていかなければいけないということが若い世代にも伝わるん

じゃないかなと。 

 ですから、こういったものというのは、だんだん学校教育から、防災教育から防

災文化になっていくんじゃないかなというのが私たちが感じ取っているところで

す。 

 それで最後なんですけれども、こういったお互いが持っている、先ほどご紹介し

ました外国でも、いろんな防災教育の知恵がありますし、我々も見習うべきところ

は、まだまだたくさんあります。 

 そういったお互いの教え合い、学び合いということが、今私たちが一番心配して

います防災教育、防災に対する意識の風化とか、知識の風化とかいうところを止め

ていくんじゃないかなと考えております。 

 それでは最後に『幸せ運ぼう』という神戸の子どもたち、きのうの１月 17 日な

んかは、ほとんど神戸の子どもたちが学校で歌っている歌をご紹介いたします。 

   （歌合唱） 

 ありがとうございます。それでは今現在ですけども、３月に、この中学生版の後

に、小学生版を今制作が進んでおります。こういったものというのも、やはり世界

の地への、世界の方々に使っていただきたい神戸のある意味で恩返しでもあります

し、我々の経験と教訓というのを忘れないがための、これからのメッセージだと思

っておりますので、私たちはこれからも、こういったものをつくりながら、教材を

つくりながら防災文化を広く後世に伝えていきたいなと思っております。 

 以上です。ご清聴ありがとうございました。（拍 手） 
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  世界の防災事例発表 
 

 

 「インドネシアにおける都市住宅の耐震性確保について」 

アントニウス・ブディオノ氏 （インドネシア公共事業省建築・地区開発部長） 

 

 ご来賓の皆様方、ご列席の皆様こんにちは。このようなシンポジウムで話すこと

ができて大変うれしく思っております。 

 本日は、インドネシアにおける住宅と建築物の安全性についてであります。バリ

も含めて１万７０００の島からなる島しょ国でありますが、ご存じのように２億１

３００万という人口を擁しております。そして、60％の人口が都市部に居住してお

ります。残りが田舎に住んでおります。 

 インドネシアにおきましては、このような問題に直面しております。住宅と建造

物の安全性についてでありますが、このような状況になっております。大体４５０

ぐらいの地方自治体がありますけれども、地方自治体では、このような建築許可と

いう制度をとっております。しかし、すべての建物がそうではないということであ

ります。住宅、建物が倒壊するのは建築許可基準に合っていないというような建物

が原因であります。 

 それから、たとえ建築許可を受けた建物であったとしても、その多くが実は耐震

性の基準を満たしていない、あるいは技術基準を満たしていないということであり

ます。例えば、ジャカルタでは火災が多くあります。毎日 70 回ぐらいの火災があ

ります。年間で大体７０００ぐらい、それからまた地震も多くインドネシアでは発

生いたします。 

 過去３年間を振り返りますと、インドネシアではナジャ？、ナルギリ？、そして

ジョクジャカルタで大地震が起こりました。そして多くの人たちが命を失い、アチ

ェにおきましても２０００人以上の人たちが死亡しております。ジョクジャカルタ

は６０００人ぐらいの死亡者が出ております。１万人の人口の中においてでありま

す。 

 それからまた、津波の影響も受けやすいところでありまして、歴史的にも、この

ような津波の体験がインドネシアではあります。スマトラの西、ジャワの南、バリ、

それからガチムル、パプア、セレベスといったところですが、こういったところは

津波のリスクが高い地域であります。 

 さらには既にガイドラインや基準など、地震に関しては１９９７年から実践して

おります。そして、２００２年には既に改定も行っています。国家の基準を設けて

いるわけです。これが２００４年に起こったもの、あるいは２００３年のもの、そ

れから２月ジョクジャカルタで起こったさまざまな災害の写真です。 

 アチェの場合ですが、多くの建造物や住宅というのは地震ではなく、津波で倒壊

いたしました。すなわち津波がなければ地震だけでは倒壊は免れた建物もあるとい
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うことであります。例えば、アチェの伝統的な建物などでありますが、アチェの人

たちがまだ住み続けることができるものもあるわけですが、とても伝統的な住宅で

す。地震だけでは倒れなかったものです。ですので、かなり耐震性を持った伝統的

な建築があります。 

 ジョクジャカルタでも地震がありました。多くの人たちが住宅を失っております。

倒壊した建物、住宅の写真であります。技術的な基準を満たしていなかった住宅や

建造物が倒壊をしております。中でも一つの建物がここにありますが、河川の河岸

にあったものでありますが、まだ存在しております。とても新しいもので、設計に

ついても耐震設計をしていたということで、この川沿いの建物については被害を受

けませんでした。 

 スマトラ島のマンダリンでありますが、こちらでもインドネシア、ジャカルタで

もありますが、土石流やそういった災害が起きています。山崩れ、土石流といった

災害が起こっております。このような地域におきましては、災害後の住宅や建造物

の再建築が重要になっています。 

 このような状況の中、地域社会のエンパワーメントのために古い住宅の再建など

を図っております。すなわち伝統的な建物がここにご覧いただけますが、こちらの

ほうがより安全性の高い住宅です。 

 そして、近代建築を求める人は多い。すなわち、住宅を建築するときに例えば、

鉄筋コンクリートの建物を建てたいというニーズもあります。アチェでもジョクジ

ャカルタでも、そういうような近代建築を求める人は多くあります。 

 ２００２年以来、私どもインドネシアにおきましては建築法というのがあります。

日本では建築基準法が１９５０年にできたものでありますが、しかし我々の場合は

１９６４年から、こういった建築基準というのをやってきましたが、初めて建築法。

法律の整備は２００２年に初めてできたものであります。建築基準なども耐震性な

ど加味いたしました。そして、そのようなスタンダードもつくっております。 

 インドネシアの建築基準、スタンダードというものもできました。そして、イン

ドネシアにあります地方自治体が協力をいたしまして、どうやってインドネシアの

建造物の建築についての援助をするか、そして地域社会の人たちの生活の質を上げ

るためには、どのように住宅建築の助けができるかという活動をしているわけです。 

 インドネシアの将来の建築でありますが、やはりすべての法律、規制などについ

ては定期的に見直すことが必要であります。２０１０年、先ほど同僚の方もおっし

ゃった、なかなかこれは達成するのが難しい野心的な計画だとされましたけれども、

少なくとも、すべての公共の建物だけは建造物としての適合証明書を出そうという

ふうにしております。すなわち、安全な建物だということの証明書をすべての公共

の建物で達成したいと考えています。 

 また、２０１０年、同じ年でありますが、すべての地方自治体が、その地方自治

体レベルの建築法をつくるということで、なかなかインドネシアでは、それは困難

なものであります。今までのところ、既にこのような建築法を持っているのは半分

に満たないという状況であります。 
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 しかし、インドネシアにおける地方自治体の建築法を整備していこうということ

で、毎年々々地方自治体に援助をしております。少なくとも 33 の地方自治体に対

して行いましたし、また今年、さらにそれぞれの地方自治体のレベルにおきます建

築法が完成させることができるように協力をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

 これが現在のインドネシアの状況でありますが、少なくとも私どもはインドネシ

アの状況を改良したいということで努力をしております。 

 そして、よりよい住宅、よりよい建物、そして安全な住宅や建物をつくっていき

たい、そしてその結果としての安全な地域社会をつくっていきたいというふうに考

えております。人々の生活をより安全にしていきたいというふうに考えております。 

 短い発表でございましたが、理解の助けになれば幸いです。ありがとうございま

した。 

 

 

 

 29 



 

 「和歌山県串本町におけるコミュニティ主体の防災」 

           林 勲男氏（国立民族学博物館助教授） 

 

 皆さんこんにちは。国立民族学博物館（民博）の林です。 

 ご存じの方もいらっしゃると思いますけれども、民博（国立民族学博物館）とい

うのは世界のさまざまな地域の文化、人々の暮らしについて研究し、それを展示し

ている博物館であります。 

 私も本来は太平洋地域、オセアニアを専門としているんですけれども、ここ３年

ほどは日本国内の災害の被災地、それから、きょうお話しします串本もそうなんで

すけれども、近い将来に大きな災害に見舞われる可能性があるところの防災という

ことについて調べております。きょうはその一つ、和歌山県串本町の防災の取り組

みについてお話をしたいと思います。 

 私が、このシンポジウムにお招きいただいた最大の理由というのは、やはり文化

ということについて扱っているからではないでしょうか、そこでまず、文化という

考え方について短くお話ししたいと思います。 

 文化という言葉、英語のカルチャーというのは、さまざまな意味があり、それが

時代とともに変遷してきたという研究は、これまでにもなされてきています。それ

は日本語でもそうだと思います。非常に大ざっぱな分け方ですけれども、きょうは

二つ、文化というもののとらえ方を見ていきたいと思います。 

 一つはちょっと難しいかもしれませんけれども、記述的概念としての文化という

ことです。ある社会の人々に共有されているもの、生まれつき備わっているもので

はなく、学習によって後天的に後から身につけられたもの。それから、一つひとつ

の習慣や行動よりも一段抽象的なレベルの考え方であるということ。それから、も

ろもろのさまざまな習慣や行動を組織する原理のようなものを指すという、そうい

う考え方です。そこには特殊性とか、個別性とか再生という意味合いが込められて

いると思います。 

 それからもう一つ、これは後でまたスクリーンに出てきますけれども、伝統文化

とか、あるいは文化・芸術という言葉を皆さん聞かれたときに、何となく感じる、

ちょっと価値があるものというニュアンスが込められたものとしての文化です。 

 若い方々は、その言葉すら知らないかもしれませんけれども、かつては文化住宅

とか文化包丁とか、文化鍋という言葉がありました。文化人という言葉は現在でも

時々使われていますけれども、それは何か近代的で洗練されたものをあらわす、そ

のために文化という言葉がつくられたものです。そこには先進性、それから洗練性、

あるいは普遍性といったニュアンスが込められていると思います。 

 きょうこのシンポジウムでテーマとなっております「防災文化」といったときに、

皆さんはどちらのニュアンスを感じられるでしょうか。もちろん、現在でも文化と

いう言葉は両方の意味で使われております。 

 先ほど、個別性とかというところで記述的な概念であるということをお話しいた

しましたけれども、現在でもよくメデイアなんかをにぎわしている言葉の中に若者
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文化とか、会社文化とかサブカルチャー、あるいは民族文化などという言葉で使わ

れる場合には、最初にお示ししたいわゆる記述的な概念としての文化というニュア

ンスです。それに対して先ほどもちょっと触れました伝統文化とか、文化芸術とい

うのは価値評価的なものだというふうに思います。 

 きょうお話ししたいことは、これから具体的に和歌山県の串本町の事例について

お話ししていくわけなんですけれども、私のきょう申し上げたいことというのはこ

のスライドにあることです。 

 防災文化といっても、そこに全く新しい文化をゼロから出発させるということは

不可能です。それ以前に防災文化というものを生み出す、あるいは育てる以前にも、

そこには人々は住んでおり、生活をしているわけです。当然、文化というものはあ

るわけです。 

 その基盤となる、あるいは地盤となる文化というものを理解し、さらにそこに住

む人々が暮らしの中で災害というものをどういうふうにとらえているのか、あるい

は災害というものを過去に、どのような形で経験し、それを記憶し、日々の生活の

中で何をどういう形で実践しようとしているのかということを、それらをやはり踏

まえた上ではじめて防災文化というものが育つのではないかと思います。 

 この１月 17 日前後というのは、神戸を中心にしまして全国で災害、防災関係の

さまざまなイベント、会議、シンポジウムなどが開かれますけれども、いろいろ見

てみますと、災害文化という言い方と、それから防災文化という言い方、両方とも

出てきております。確か皆さんのお手元の資料の一つには、防災文化についてのシ

ンポジウムが近くまた開かれるというようなチラシがあったかと思います。 

 そうしますと、今このスライドにありますように、防災文化というもの、ここに

は恐らく先ほど私が疑問を投げかけましたけれども、一つの価値というものを認め

ていくような、そういう姿勢というものがあるわけです。いわゆる防災というもの

はまさに人間の行動であるわけですから、それを育むためには、先ほど申し上げま

した災害文化、さらには人々の暮らし全般、ものの考え方から行動から生活様式す

べてを含めるんですけれども、やはり文化というもの、それを正確に把握するとい

うことが重要のように思います。 

 さて、先ほどもＤＶＤの中で紹介がありましたけれども、日本では東海、東南海、

南海地震が今後マグニチュード８以上のクラスで起きることが懸念されておりま

す。 

 きょうお話しします和歌山県串本町というのは、これまでにも何度も巨大地震、

それに伴う津波の被害を受けてきたところです。１９４６年 12 月 21 日、60 年前で

すから阪神・淡路大震災の 12 年前に比べると、ちょうど５倍の年月がたっており

ます。 

 その昭和 21 年の昭和南海地震では、それは和歌山県紀伊半島の南端にあります

潮岬から、約 50 キロメートル離れた海底を震源として起きた地震なんですけれど

も、日本の中部地方から九州地方に至るまで甚大な被害を及ぼしております。亡く

なった方、それから行方不明の方を含めて約１４００名、全壊・半壊の家屋２万５
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０００棟、それから津波による流失家屋が１４００棟に達しているわけなんです。 

 和歌山県というのは、日本のほぼ真ん中の本州の最南端の潮岬を持っているとこ

ろなんですけれども、この和歌山県内だけでも昭和南海地震のときに死者、行方不

明者は２６９名、全半壊や流失した家屋というのは約３８００棟に上っております。 

 今ご覧いただいていますのが串本町の中心街になるわけなんですけれども、ここ

の大部分というのが１９１８年に始まって、１９７５年まで行われていました 13

の埋め立て事業によって生まれた土地なわけなんです。これは北のほうから見た写

真ですけれども、逆に南から見ると、このようなところに位置しております。 

 串本町全体では約２万人の人口、それから世帯数が約９４００ほどです。今、日

本の各地で問題になっております高齢化の問題というのも進んでおりまして、今、

30・７％ほどが 65 歳以上というふうに呼ばれているところなんです。 

 １９４６年の南海地震のときには、この串本では市街地で海抜４メートルから５

メートルまで、最大で７・９メートルまで津波が押し寄せております。死者は９名

出しております。災害直後に、地元の串本国民学校は地震調査班を編成いたしまし

て調査をしております。 

 それから、１９７７年には地元の串本高校の歴史部が、この昭和南海地震の経験

者の方々にお話を聞いて「１９４６年南海地震の記録――体験者の証言から」とい

う冊子にまとめております。これは後に南紀州新聞にその一部が連載され、現在で

は町のホームページに掲載されております。串本町としては、この南海地震の津波

到達点を示す標柱を町の中に設置するということを１９９６年に行っております。 

 それから、新しいところでは串本町の中学校の一つ、田並中学校では、やはり地

元の南海地震の経験者、体験者の方々からお話を聞いて、南海地震の調査研究報告

書というものをまとめています。 

 こうした町とか、学校の取り組みというのが、この 60 年の間続いてきているわ

けなんです。それとはまた別の形で、個人の方でも南海地震当時のさまざまな記録

というものを保管し、それを時々使って子どもたち、若い世代の人たちに話をした

りということを続けております。これは罹災証明書なんですけれども。これを大事

に、大事といいましても60年たっていると大分傷んできてはいるんですけれども、

そういうものを、このような形で現在も保存していらっしゃる方もいます。 

 串本町には、現在 21 の自主防災組織、それと規約を持たない組織１を加えます

と 22 あります。私は、この２年ちょっとの間に、そのうちの約半分、10 の調査を

してきておりますけれども、それぞれの自主防災組織の規模も違います。それから、

その結成のいきさつというものも違いますし、住民構成、そういったものもさまざ

まです。その結果として活動も決して一様ではないわけなんです。 

 時間の関係ですべてをご紹介できませんけれども、これは、これまでにも日本の

メディアに取り上げられた例なんですけれども、大水崎自主防災会というのがあり

ます。ここがあるのは、大部分が海抜３メートル未満の埋立地に位置しているとこ

ろなんです。 

 ここの区長さんは、１９９５年に北海道の奥尻町長が串本町に講演にいらっしゃ
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って、その中で津波災害に備えて「避難路というものは何本あっても多過ぎるとい

うことはないんだ」というお話を聞いて、何とか自分たちの地区から安全に高台に

避難する道を町のほうに整備してほしいという要望を出すんですけども、なかなか

町が重い腰を上げてくれないということがありまして、そこで自分たちでつくって

しまったわけなんです。 

 町指定の避難路というのはあるんですけども、それを使いますと、南海地震が起

きますと、やはり 10 分以内に４メートルから７メートルの津波がやってくるとい

うところですので、安全に逃げるということが難しい。そこでいわゆるショートカ

ットのルートをつくってしまいます。それも町の期待というのがなかなか、かなわ

なかったので、自分たちの区費を使ってつくります。そうした住民の方々の努力に

動かされて、結局は町のほうがその住民の方たちがつくった避難路を延長する形で

完成させます。 

 それから、もう一つの地区では、ここはフクロク（？）というところなんですけ

れども、ここは南海地震で串本町の中では最も被害が多く出たところなんです。こ

こは指定の避難場所というのはありません。それから、避難路というものもほとん

ど未整備のままだったんですけども、やはり住民の方々が自分たちで避難路を整備

し、昭和南海の津波到達点をこのように国道の擁壁にペンキで書くということ。そ

れから、防災資機材倉庫というものを自分たちで設置する。中には着の身着のまま、

この避難路を使って逃げても、そこに衣類が置いてあるということまで考えており

ます。 

 これ以外にも各地区の津波防災の取り組みというのは、まずは海抜表示プレート

というものを設置するというところから始まったんですけれども、これもそれぞれ

の地区、自主防災会がばらばらに行われていたわけなんです。それに対して、中学

生たちが自分たちで共通した津波防災の海抜表示プレートというものを設置しよ

うとする動きが生まれました。 

 このように中学生たちも自分たちの地域の地理的な環境というものを意識、そし

て自分たちが行動を起こすことによって、大人たちも津波防災ということに関心を

持ってくれるということを期待して、こういう活動を展開したわけなんです。 

 もちろん、町のほうも和歌山県と協力いたしまして、地域の防災というものをソ

フト対策、それからハード対策で、これまでもさまざまな形で推進してきておりま

す。 

 そして今、行政それから住民の方々が共通して自分の地域の脆弱性、さまざまな

形での弱さというものを認識するために、このような地図をつくっております。こ

こには津波が起きたときの浸水の深さですとか、避難場所の位置とか、そういった

ものを表示しておりますし、先ほどの中学生たちのつくった海抜表示もそうなんで

すけれども、地震津波災害に備えて常に自分が現在いる位置というものを意識する

というようなことに役立っているわけです。 

 もちろん行政主導で、このような図上訓練とか避難訓練、それから救護訓練など

も行われているわけですけれども、同時にそれぞれの地区、自主防災会ではアイデ
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アを凝らして防災かるたをつくったりとか、あるいは防災スタンプラリー、これは

実際にその避難路をさまざまな障害物の危険性などについて、皆で話し合いながら

歩いてみるというようなことを行っているところもあるわけなんです。あと個人の

お宅では、これから発生する地震、津波ということに対しての備えというものも進

んでおります。 

 ハードの面では、こうした津波避難タワーの設置などということも行われている

わけなんですけれども、最後にお話ししたいのは、先ほど一番最初のほうで触れた

ことにまた戻るんですが、異文化理解といいますと、よく習慣とか行動の違いとい

うのは互いの文化の違いに由来するということを言われると、何となく分かったつ

もりになります。 

 しかし、この分かったつもりというのは、実は理解しようとすることを停止して

しまい、やめてしまうということにもなってしまうんです。何が必要なのかといい

ますと、やはり個々の文化の個別性というものを理解する努力が必要なんです。そ

れは防災についても全く同じことだと思います。 

 地区ごとの防災意識とか活動というものはそれぞれ違います。それは串本の場合

には昭和南海地震を含めた、これまでの災害体験の違いであるとか、自然社会環境

条件の相違ですとか、それからリーダーたちの持っているモチベーションとその持

続性、そうしたものに依存しているわけです。 

 先ほど、最初のほうで三つの輪を重ねたものをお示ししましたけれども、個別性、

ここでは災害文化の理解に基づいて、さらに先進性や洗練性を持った、いわゆる防

災文化に向かうということが求められているわけです。 

 防災ということになると、自助、共助、公助の三つの枠組みというものが重要だ

ということは再三、いろんな方が言われてきているわけですけれども、その中でも

まず自助あって共助、公助だというふうに言われますけれども、ちょっとその見方

を変えて、その防災に地域として取り組むということをきっかけにして自助、きょ

うのお話で言えば、住宅、自宅の耐震補強ですとかに取り組むということを活性化

していく。そして、そういう枠組みに対して行政が支援していく。あるいは、そう

いう取り組みを行ったところに対して、よりその防災ということで行政が支援をす

るというようなこともあってもいいのではないかというふうに考えております。 

 ちょっと時間が超過いたしましたけれども、以上です。ありがとうございました。 
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  「ネパールにおける住宅の安全教育訓練」 

       アモッド・ディキシッド氏（ＮＳＥＴ事務局長） 

 

 このような素晴らしいシンポジウムにご招待をいただきましてありがとうござ

います。このようなミーティングに出席させていただくことをとても光栄に思って

おります。 

 兵庫県、この神戸市におきまして、特に齋藤副知事からのお言葉に感銘を受けま

した。もう既に非常に多くの支援をいただいております。私自身が関与させていた

だいたようないろいろなプログラムに多くの支援をいただきましたし、またカトマ

ンズとそれから神戸の交友の関係の中から、舞子高校のスエハシ？先生のほうから

のご支援も多々いただいております。 

 神戸市、そして兵庫県のサポート本当にありがとうございます。このプログラム

が本当に素晴らしい業績を残してきているということを申し上げまして、それでは

私の発表をさせていただきますが、私の発表はネパールにおきます教育、そしてよ

り安全な住宅についてということであります。 

 既に前のスピーカーの方から多くの点が触れられておりますので、もちろん私、

スライドを使いまして話をしたいとは思うんですけれども、それほど深く入るとい

うことではなく、より革新的なプログラムといいますか、私たちのネパールで行わ

れているネパール以外の近隣諸国でもそうなんですけれども、そちらのほうに力を

入れていきたいと思います。 

 さて、ネパールそのもの、この国は非常に地震に襲われやすい、そういったリス

クが高い国となっています。ネパールは世界におきまして、地震に襲われるリスク

が高い国 11 位となっていますし、またカトマンズ盆地は最もリスクの高い都市の

うちの一つであります。世界において地震のゾーンで 21 都市という特定があるん

ですけれども、そのうちの最もリスクが高い国でありますし、また人材開発という

点におきまして、経済的に非常に脆弱な国の一つでもあるということが言えます。 

 さて、建物なんですけれども、非常にエンジニアリング、技術的な考慮がなされ

ていないという状況があります。多くのネパールの人々というのは、もちろん私ど

ももそうなんですけれども、この分野、すなわち 90％以上の建物がエンジニアされ

ていないということ、すなわち非公式でオーナー主導型で建てられるということな

んです。 

 ということで、技術者の関連というのが非常に薄いものがあります。技術者が入

って建物を建てるというのが都市に限られていますし、また、もちろん主たるアド

バイザーは地域の職人たちであります。 

 そして、その建物に使われる主な材料なんですけれども、れんが、石、そしてコ

ンクリートもあるんですけれども、非常に粗末なコンクリートしか使われていない

状況があります。社会的に見ていきますと、多くの人々はあまりこの地震であると

か、あるいは地震のメカニズム、プロセスについてはたけていません。すなわち、

アウェアネスが非常に低いということであります。 
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 そしてまた、これも政策決定者のほうにも広がっています。また、専門家にも広

がっているということなんです。ただ単に一般大衆がアウェアネスが低いというこ

とだけではないということです。それから、運命論というのがありまして、一般的

に人々は地震というのは神の行いなので、何もすることができないんだという観念

があります。しかし、経済が弱いということです。そういったことが原因であると

いうことが言えるでしょう。 

 また、やはり近代的な知恵であるとかスキル、材料いろいろあるんですけれども、

それに対するアクセスがないということでギャップがあります。非常に残念ながら、

このギャップを何とか埋めることができる人があったとしても、それを実施してい

ません。学術機関、地方のニーズであるとか、例えば、この 90％の住宅の問題、こ

れを扱おうとはしないということがあります。社会的、経済的あるいは文化的、こ

ういった建物のメカニズム、これを取り扱っていこうということはしていません。

大学であるとか、あるいは技術訓練校のようなところでの訓練というのがなされて

いないということがあります。 

 それから、地震に対応するということで、一応それに対する考え方あるいはマテ

リアルというのがあるんですけれども、しかしネパールのそういった固有の技術に

対しての認識が足りないということがあります。もちろん、地域のみならず世界的

にも知識があるわけです。しかしながら、それを伝達していこうというプロセス、

これが技術的な高いレベルにはあるかもしれませんけれども、それがなかなか下ま

でおりてこないということがあります。 

 それから、建物の許認可ということなんですけれども、これはやはりコントロー

ルされた収益を注入するための方法として実際に実働はしていますけれども、現実

きちんと機能していないということがあります。 

 この建物の認証のプロセスですが、強度の条件というのはきちんと提供はしてい

ませんし、ネパールにおいては例えば、数年前なんですけれども、首都のカトマン

ズにしか、この認証システムというのがなかったということがありますし、また市

町村というところで、それだけの能力がなかったということがあります。 

 リスクは非常に高いにもかかわらず、これは不思議なんですけれども、それに対

して何かやっていこうということができないというジレンマがあるわけです。非常

にユニークな問題があって、そのユニークな問題解決策というのが必要なわけなん

です。 

 もちろん、ある程度ユニークな解決策というのは、確かに私たちのアプローチの

中には出てきています。例えばネパールの建築規則というのがありますが、例えば

近代的な構造の配慮のなされたビルというのがもちろんあるんですけれども、95％

のそういったビルというのは近代的とは言えません。伝統的です。ルールはあるん

です。条例もあるんだけれども、しかしながら工学的な配慮ができていない。エン

ジニアのされていない建物が多いということがあります。 

 また、ガイドラインというのもあるわけです。これも国家の条例、これは必ず守

らなければならない条例ということですが、その中の一部になっておりまして、そ
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のガイドラインでは特に農村部の建設にかかわる人々に対するガイドラインとい

うのがあるわけです。そして、やはり減災ということになりますと地域主体で進め

ていかなければならないということは言うまでもありません。 

 そして必要なのは、この関与させる人というのは、ただ単に地震の準備という観

点からのみならず、どのようなリスクがあるのかという評価も含めてやっていかな

ければなりません。そして、その中には、もちろん子どもも関与させていくべきだ

と思います。意識を上げていかなければなりません。やはり子どもというのは将来

の市民なわけです。 

 そして、先生、親、コミュニティのリーダー、地区のリーダー、そして社会を動

かしていけるような人材、そしてまた政策決定者すべての人々にアウェアネスを上

げていくということが必要です。ということで申し上げたように、ユニークな問題

に対してはユニークな解決策が必要ということで、幾つか私たちがやっていること

があります。 

 まず、地域の問題に対しては健全なエンジニアリングが必要であるということで

す。いわゆる地震に対して耐震の建築ということがうたわれますけれども、やはり

工学的配慮のないようなビルディングに関しても、やはり科学的な技術的な知識と

いうものが必要になります。 

 例えばれんがです。石工の技術がありますけれども、そういったものを、どのよ

うにして改築していくのかということです。やはりこの改築をやっていかなければ

ならないわけですけれども、それをどのようにしてやっていくのか、やはり高い専

門性を持って、そして誠実性や完全性を持ってやっていかなければならないわけで

す。そしてさらに、よりよいポリシー、よりよい環境を立てていくということが必

要でしょう。そしてまた、地震脆弱性の軽減を図るための投資というものが必要で

す。 

 もちろん、何十年にもわたってこういったことを話をしてきました。１９３４年

以降、幾つかの大きな大地震がありまして、それ以降何度も何度も話をしてきたわ

けですけれども、ようやく話をすることをやめて、そろそろ行動しようと、行動す

る中でいろいろなことを学ぶことができるということを言っています。 

 さて、皆さんにいろいろ悲しい話をさせていただいたわけですけれども、少し明

るい話もさせていただきたいと思います。革新的なプログラムということでありま

して、15 万人の人たち、これはシンプルなツールでラディアス（ＲＡＤＩＵＳ）と

いうツール、岡崎先生がチームリーダーでこのプロジェクトがあったわけですが、

予測を立てているわけです。 

 例えば私たち、建物が壊れたときに、どれだけの人たちがダメージを受けるかと

いうことを知って示唆するものなんです。そういった評価がありますし、また評価

が実際にシェアリングされますと、それではそれに対応してどういったことをすべ

きなのかと、自分たちの市、自分たちのコミュニティのために何をするのかという

ことでアクションの計画がなされるわけであります。 

 二つのセッションがありまして、このようなグループ写真を撮ったんです。小さ
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な市町村で実際に行われたものです。ネパールの小さな場所でやりました。それか

ら、学校でのプログラムでありまして、実際に耐震性の建物が建っているか、ある

いは改築をしていくかということをやっていくわけです。 

 誰もネパールが改築をすることができるとは信じていないんです。そんなことを

言うとクレージーだな、やめなさいという人もいるんですけれども、しかし例えば、

安全な建物を建てるということではなくて、やはり学校を取り巻くコミュニティの

ほうが、より安全だという場合があります。例えば、この写真で見せますように、

非常に面白いイメージを見せております。左ですが、実際にどのように改築を行う

のかということです。そして、実際に改築ができたところでセレモニーをしている

写真があります。 

 次ですが、実際に改築ということで、これは小さなプロセスにしかすぎません。

というのは、例えば石工職人が来て、そしてトレーニングを受けます。そして、確

かに人々はいろいろな知識を得るわけです。そして、こういった演習を得ることに

よって、非常に知識が伝達されるということがあります。それから、石工と小規模

のコントラクター、土建業者との間で能力開発のセッションが行われています。 

 私たちが提供できるものというのは、志ということが技術と一緒に与えることが

できるものだと思います。やはり技術だけではない、志が一緒にならないといけな

いと思います。それが出来れば、貧しい粗末なものが結果としては出てこないと思

うんです。 

 私たちの石工職人というのは、この家主に対して、こういったやり方でやってく

れということで説得をしています。20 年、30 年かけまして、石工職人であるとか、

あるいは先生、そしてこの親御さんたちも十分に、このことを学んできています。

石工職人から学んできているということです。 

 それから、さらに地区レベルの災害管理委員会というのが出てくるんです。これ

は草の根です。実際にこれを自分たちでやっていこうということで、草の根で始ま

るということ、これが自然にできてくるということです。 

 それから、安全の日というのを立てています。地震の安全の日です。１月 15 日

あるいは 16 日なんです。皆さんの１月 17 日の１日あるいは２日前なんですけれど

も、これは私たちの経験した地震の日にかんがみてということになっています。き

のうでありますけれども、いろいろな式典が行われているのを私は目にいたしまし

た。 

 私たちの場合なんですが、例えばパレードがあります。ラリーがあってスピーチ

がありますけれども、しかし、この真ん中のスライドの写真、モニュメントを立て

ています。これは 72 年あるいは 71 年前、カトマンズの中心地に立てられたモニュ

メントです。誰もが例えば政府のトップの人であるとか役人も、それからプロフェ

ッショナルもいろいろな人たちがここに来ます。つまり、みんながここに来るんで

す。例えば、もちろんモニタリーなど、軍なども入ったりするんですけれども、つ

まり誰でもが来る場なんです。そして、ここに来て地震について思いを話すという

ことです。 
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 それから、デモンストレーションを見せていますが、これはシェイクティーブと

いうことで、実際に家をこのような形でつくります。そして、家をもっともっとシ

ンプルにつくりましょう。テーブルに乗せて揺らして、デモンストレーションをし

て、どれだけ破壊されるのかということを見せるわけです。 

 次であります。さて、さらに情報伝達のやり方ということなんですけれども、最

近あるいは数年前からなんですが、実はいったん家の家主に建築に関与してもらう

といったときに、きちんとしたオリエンテーションをしてはどうかと、つまり、こ

れはある市町村レベルでのミーティング、会議室で行われていたオリエンテーショ

ンなんです。実際に家を建てるという許認可を得るときにデザイナー、設計者であ

るとか、あるいは石工職人と一緒にオリエンテーションをこのような形で受けるわ

けです。 

 これは非常にいい結果をもたらしているんです。これは技術だけではありません。

やはり志というものを与えています。もちろん、これは十分ではなくて、例えば都

市部や郊外の地域でも、家を建てる際に幾つか考慮しなければならない点というの

があるわけです。 

 例えばオリエンテーションを与えるだけではなくて、モバイル、携帯のクリニッ

ク的なものをやってはどうかということです。つまり、実際に建設が行われている

現場に行って、そしてコンサルタントをするわけなんです。その現場で例えば、非

公式的な建物であったとしても、この人たちが、もしかしたらきちんとした正式な

プロセスや建物のやり方についての情報を得ることがないといった場合もありま

すので、そういった建築現場に行って、そしてモニターをし、そして一体どれだけ

の人たちがその声を聞いたかどうか、そしてこのクリニック、またアドバイスが欲

しいということで、私たちを呼んでくれた人が、その後にいたかどうかということ

ももちろん調査していくんです。 

 そうすることによって、ただ建物を強くするということだけではなくて、やはり

自分の家だけではなくて、隣の家も強いんだという確信を持つことができる。そし

て、コミュニティとして例えば、何かあったときに、地震があったときにほかの人

の家が自分たちの家に落ちてこないように、コミュニティとして安全な地域をつく

ることができるようにということで、これは非常にうまくいっているプロジェクト

なんです。実際にこういった携帯のモバイルのクリニックで学生がそこに行って、

そしていろいろ回ってクリニックといいますか、相談を受ける、あるいは情報を与

えるというようなこともするわけです。 

 それから、もう一つやっていることがありまして、これは脆弱性について知識を

上げていくためのツアーなんです。日本でもいろいろやられていると思います。先

ほどのスピーカーの方がおっしゃっていたいように、いろいろ歩いて、いろいろな

場所について学ぶということが多々行われているようですけれども、実際にこのツ

アーでは説明がついています。情報を聞きますと、人々はようやく心の扉が開くよ

うな状況が起きるわけです。いろいろなことが必要です。心の扉を開くということ

です。それから、いろいろな出版物があります。マニュアルがあります。ビデオも
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ありますし、とても効果的なものがあります。 

 私自身、先ほど見せていただきましたビデオにも、とても感銘を受けましたけれ

ども、こういった出版物、私たちの国においてはとても効果的なんです。ポスター

もあります。ハンドブックもしかり。また、カレンダーなどもありますし、また漫

画本などもあります。子どもたちというのは漫画がとても好きです。その後、いろ

んな質問が出てくるんです。地震て何なのとか、出版物がこのような形で利用可能

です。 

 それから、もう一つ、二つあるいは三つ、日本の出版物を小さなハンドアウトに

翻訳をいたしまして、そして使っています。ラジオ、テレビは非常に強い媒体です。

テレビはとても高価です。ラジオは非常に安い。ＦＭラジオなどをコミュニティで

使われています。毎年々々そのラジオを聞く人たちの人数が増えていますし、コス

トはあまりかからないけれども、非常に効果的です。ＮＧＯで、いわゆる利益を期

待しないような組織が、このラジオ媒体を使いまして情報伝達をするということ。

インタビューなどもいたします。特に今週はＥＳＤは、私どもの地震の安全の日に

は、特にインタビューなどがラジオで流されます。 

 ということで、いわゆる政策を決定するという人たち、例えば建築であるとか準

備をする。水の供給を確保するというようなこと、もちろん市町村も水であるとか、

あるいは救援物資、救援の制度を立ち上げるであるとか、シャベルであるとか、い

ろんな工具を準備するといったようなこと、こういったことが非常に重要です。 

 いろいろな方たち、また地区の委員会だけではなくて、ロータリークラブである

とかライオンズ、ＪＣ、それから残念ながら、ネパールの経済状況というのは海外

からの開発のための支援がなければやっていけない、そういった国なんですけれど

も、インフラ整備などといったときには、やはり実際にお金を差し出してくれるド

ナーに対しての教育、啓蒙が必要ということもあります。ですから、ご存じないか

もしれませんけれども、やはりドナーに対してのエジュケーション、教育啓蒙も必

要だということも言っておかなければなりません。 

 それから、これが最後の日でありますが、すなわち建築が終わって、改築が終わ

って人々がこのようにして集まっています。学校が改築を終わりまして、本当にこ

こにいることでみんなが幸せになりました。つまり、こういった人々、やはり心が

かかわったということなんです。それが本当に人々の心が一つになった瞬間であり

ました。 

 やはりトレーニングを波及させていくということ、そして特に工業的な雇用がな

されていない人たち、そういった家に住んでいる人たちにとって素晴らしい結果が

生まれてきているということであります。最低 60％、最高 80％、新しい建築のそ

れだけの割合で、こういった安全性を実際に考慮して家が建てられているというこ

とです。 

 こちらにあります写真がその例なんですけれども、より建物は強化されています

し、縦方向、横方向いろいろ強化がされているということです。非常に前向きない

い結果が出てきているということを申し上げたいわけです。 
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 よりよい家というものができてきているということです。しかし、最も重要なの

は技術的な社会的、文化的、そして経済的な、地震によります災害の軽減というこ

とが、実際に目にして見られるということです。政策決定者の意思によって、これ

ができてきたということがありますけれども、しかし多くのことがネパールで実践

されているということです。 

 ネパールは、総括的なポリシーを立てまして減災に取り組んでいるということで

あります。非常に素晴らしい影響が出てきているということですが、しかしながら、

まだまだ道のりは遠いということも言わなければなりません。このプロセスは止め

てはならないということであります。必ず続けていかなければならないということ

です。以上です。ありがとうございました。 
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 「ペルーにおける伝統的住宅の耐震性確保」 

       ハビエル・ピケ氏 （ペルー国立工科大学教授） 

 

 こんにちは。初めて日本に来たのは 88 年、とても親切な方にめぐり会うことが

できました。また、きれいな国である、そして正直な国民であるということです。

このようにきれいで親切な人たち、正直な人たちの国に来ることができ、うれしく

思っています。ＵＮＣＲＤの皆さん、ご招聘ありがとうございます。 

 ペルーの体験について申し上げます。南アメリカの西南部にペルーはありまして、

そしてインカ帝国の中心でありました16世紀から19世紀はスペインの統治下にあ

りました。この中のエクアドル、ペルー、ボリビア、チリの北部が入っておりまし

た。そして、中央ペルーのアンデス山脈に人が住んだ最も古い記録はＢＣ１万７５

００年、カラル文化というのもあります。５０００年ぐらいの古さのある一番古い

文化でありますチャビン、ワリーといった文化もあります。 

 太平洋岸のペルー沿岸というのは砂漠になっております。見て分かりますように、

このような河川が流れております。そうしてアンデス山脈が領土の３分の２を占め

ております。そして、このアンデス山脈の峡谷が人々の生活を支えております。 

 そして、アマゾン川の流域もありまして、気候は熱帯、それからまた、さまざま

な伝統的な建築が住宅に施されておりまして、日干しれんが、そして泥の壁、それ

からまたは土といったものがあります。そして、ジャングルの中におきましては木

材などを使った建築がなされております。そして、このような建築技術というのは

場所によってさまざま、そして時間とともに変わってきました。 

 そして、ペルーの沿岸におきましては、インカの前、スペイン統治前におきまし

ては基本的には泥土でありました。チャンチャンというのが最も古い泥の町という

ことでありまして、ＡＤの 13 世紀から 15 世紀で大体 10 万人が住んでおります。

アメリカの中でも最も古いものでありまして、日干しれんがと泥壁であります。と

ても大きな町であります。日干しれんが、そして泥の壁、そして大きなピラミッド

もあるということでありまして、そしてセラミックも素晴らしいものがあります。

チャンチャンです。それから、日干しれんがを使うことによりまして壁を装飾した

り、またセラミックを使っていますが、人の形をしたもの、動物の形をしたもの、

いろいろなものがあります。 

 ここがペルーなんですけれども、ちょうど真ん中のところにリマがあります。こ

れがリマの写真です。この中にはインカの前の建造物が残っているものがあります。

ちょうどこの都市の真ん中に残っている古い建物があります。このように日干しれ

んがの建物があります。チェンチェンはもう少し北のほうなんですけれども、大体

北、南のほうに行きますと、このような要塞があります。リマがここに写っており

ます。 

 そして、高い土壁があります。同じリマの中においても、このようなものがあり

ます。古い建造物が残されております。ちょっと見えていないところもありますけ

れども、こういったものはすべてカバーされているところもあります。 
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 そして、リマの南のほうには寺院もあります。例えば、こういったものです。で

すので、沿岸沿いにはこのような建造物の例があります。日干しれんがと泥でつく

ったものです。南のほうに行きますと、ナスカの地上絵があります。 

 最初、興味を持ったのはこの表面ですが、このように石がきれいに並べられて、

それが線状になっているということです。もともとは砂漠なんですけれども、もう

ずっと宇宙人がつくったわけではなくて、古代のペルー人がつくったものが残って

いるということであります。それから、色鮮やかなテキスタイル、織物もあります。

また、色鮮やかなセラミックもあります。これはインカ前のものであります。 

 高地に行きますと、このような写真をご覧になったことがあるかと思いますが、

これはクス湖の北側の写真です。これが詳細にわたっての建造物です。寺院もあり

ます。一番頂上には大きな石がありますけれども、これが太陽とつながっていると

考えられています。 

 そして、ここでも石を使って、ほかのアジアの地域でも使われておりますように、

農業目的での石の使用というのがあります。アンデス山脈の高地におきましては、

基本的には石を使っていますが、植民地の時代には同じような建築様式でありまし

た。そして、沿岸におきましては日干しれんがと木材が使われております。大切な

建物についてはれんがが使われ、また砂、石灰モルタルなどが使われております。

アンデスにおきましては、重要な建物、公的な建物は石を使った材料であります。 

 それから、住宅については日干しれんがと土壁であります。これはスペインの教

会が上にありますが、これは新しい建物でありまして、古代のペルーと新しい文化

が融合したもの、そして１００万？人を超えます日本人もペルーにおります。この

ような建物でありますが、これは石を使ったものです。全くモルタルを使わずに石

だけでつくったものです。このように十二角の石を使っています。 

 それから、スペイン様式の建物もあります。新しい建物ですが、現在のペルーは

このような状態になっています。 

 それから、スペインの統治下にあったということで、多く石を使った建造物があ

ります。それから高地はコウリョウ（？）も高いということで、それに適応した建

物になっております。伝統的な建物というのは、クロイワ教授の分類によりますと

全く強化されていない屋根の軽い石、れんが、コンクリートブロックといったもの、

それから枝や木材を使ったもの、そしてコンクリートブロックやれんがを使った強

化した石造りもあります。 

 ２００５年の調査によりますと、46％が石造り、ブロックであるとかコンクリー

トブロックであるということ。36％が日干しれんが、３％が木材とその枝を使って

プラスターで固めたもの、これはキンチャーと呼ばれております。８％が木材です。

それから火山石も使われています。それ以外についてはセメント、泥で２％であり

ます。 

 リマにおいては、このようなれんが造りの建物があります。そして、石灰のモル

タルを使っております。そして、２階部分については木材と、それから網枝を使っ

たもので泥で固めてあります。そういうふうに見えないかもしれませんが、それか
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ら火山岩を使ったものですが、これはその伝統的なものです。大変バラエティーに

富んだものとなっております。 

 れんがを使った石造りの建造物は、大変一般的に使われているものでありまして、

そしてかなり十分な強度を上げるための強化をやりますと、十分対応するというこ

とであります。そして、強化いたしますと同じだけの地震の強度であったとしても

生き延びることができるということであります。 

 そしてメルカリースケールで７を超えます地震の場合には、日干しれんがや泥で

造った建造物はダメージが大きいということであります。特に地盤が重要でありま

して、地盤が強固だといいんですけど、軟弱地盤の場合にはダメージが増えます。

キンチャーと先ほど申し上げましたけれども、これはマス（？）が少ない、それか

ら延性が高い、フレキシブルが高いということでパフォーマンスが良好であります。 

 石造りについて強化しない場合にはダメージがありますが、ちゃんと制限した場

合においては大変よい挙動を示すものであります。・・・・の 70 年の地震で６万７

０００人が死亡しました。特に日干しれんがが被害を大きくしております。そのと

きにスタンダードが作られ始めまして、このような建造物は当初はまだ残っていた

ということで被害の原因となっております。 

 日干しれんがですが、コーナーのところが崩落している。あるいは面外のところ

の崩落が見られている。あるいは上の部分が崩壊しています。ここを強化すること

で、例えば、いろいろな対策がとられております。まず、高さを低くするというこ

と、壁を低くするということと、それからエレメントを使ってその壁をつなぐとい

うことです。すなわち二重張りを使うということであります。 

 その他にもいろいろなところで使われているテクニックがあります。コーナーの

ところを強化するためのものです。網枝などを使ったり枝を使ったりすることもあ

ります。そして、壁の高さ方面に向かって耐震性を高めるための強化が行われてお

ります。 

 既存のものを強化する場合ですが、その家屋の数はとても大きいんですけれども、

80％についてはまだ日干しれんがの建物が大半を占めているわけでありまして、ク

ワイワ先生が開発したテクニックなんですけれども、このように強化をしておりま

す。このように木材を結びつけることで、実験室での結果も良好で性能がよいとい

うことが確認されております。 

 例えば、これがそうなんですけれども、０・８Ｇの地動、加速度に耐えることが

できるということを示しております。このような家に住むと、結局、崩壊すると命

を失いますけども、このような簡単な策をとることによって人々の命を救うことが

できるということであります。リマのカトリック大学の建物においても成功してお

ります。すなわちコーナーのところを強化しております。１階建て、２階建て、１

階の部分のところがスチールのメッシュを使って、コンクリートのモルタルを使っ

て強化されております。こちらが地震に耐震性があって、こちらがないというよう

な強化による差があります。 

 シスミッドにおいては、また別の単純なテクニックを開発いたしました。その例
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を示します。これは実は網枝、つるや枝などをコーナーのところだけに使ったもの

です。それからまた、米を運ぶための袋なんですが、それを角につけているだけと

いうことであります。これは全く強化されていない壁に対して強化しております。 

 延性についてその結果を示しております。とても単純な材質でできる技術がそこ

にあるということは既に分かっております。 

 キンチャーと申し上げましたが、これもまた網枝と壁塗りの材料、泥を使ったも

のでありまして、代替案といたしまして低層の建物の強化によいものであります。 

 耐震性というのは、やはり壁の密度に依存しております。言い換えますと、やは

り耐震強化といたしましては、コーナーのところで壁を制約しているものを強化し

なくてはならないということです。 

 すなわち、崩壊の危険があるところも、そのコーナーのところを強化して、制約

をしておけば崩壊は免れるということです。いろいろなテクニックが建築ガイドの

中にありますが、これは２階建ての建物で日本からの協力を得て建てたものですけ

れども、このように適切な挙動を示すようなものとなっています。 

 これは、この本の中からとってきたもので、技術的な情報が示されております。

簡単な冊子なんですけれども、その中に情報が書いてあります。もともとは英語で

書かれたものでありますが、出来ればスペイン語にして、この技術を共有したいと

いうふうに考えました。これをマニュアルとして使うことで、建築のこのようなや

り方を広めていくことができるでしょう。 

 伝統的な住宅の耐震性は、適切で多様性に富んだ強化技術を実践することによっ

て改善が可能であります。そして、既にスタンダードがあります。強度と延性の最

低基準を保障するものであります。 

 今、ペルーでは長期的なプロジェクトがなされている途中でありまして、開発計

画の中で開発計画の段階から例えば軟弱地盤といった危険なところと取り組まな

くてはならないということであります。やはり長期的な解決策というのは都市開発

計画に依存する。そして、クロイワ先生の提唱されている持続可能な都市ブログラ

ムというのは大変重要な戦略であります。意識を高揚しなくてはなりません。一般

市民、政策決定者の意識を高めていかなくてはなりません。 

 そして、これまで技術に基づいてなかった建物を技術に基づいた建物にしていか

なくてはなりません。経済の成長に従って、それを行っていくというのが長期的な

ソリューションだと考えております。ご清聴ありがとうございました。 
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  「地震に強い住宅を広めるＵＮＣＲＤの活動」 

   ビスヌ・パンディ（ＵＮＣＲＤ防災計画兵庫事務所研究員） 

 

 こんにちは。ビスヌ・パンディと申します。ＵＮＣＲＤ防災計画兵庫事務所の研

究員をしております。 

 我々、地震に負けない住宅計画というイニシアチブを与えられておりますけれど

も、このコンテンツの中で住宅の安全性の文化づくりについてお話をしたいと思い

ます。 

 これには幾つかの側面があるわけでありますけれども、一つは、もちろん文化と

いうのはライフスタイルであり、また習慣や行動であるということがあります。こ

の文化を守るということは、その遺産を守っていくことでもありますし、それから

また、その住宅に関する文化という場合には、これは住宅というのは単なるその物

理的な環境で人々が、そこに住んでいるということだけではないと。しかしながら、

基本的に住宅というのは、そこで人があらわれているということであります。すな

わち、そこに文化がやはりブレンドされて具現化しているということが言えます。 

 そういうことで、今９分私に時間が与えられているんですけれども、そういった

ことに関しましてお話をしていきたいと思います。 

 まず、防災ということを言う場合に、ＵＮＣＲＤに関しましては、防災計画では、

やはり持続可能な開発ということが一つの柱となっております。ですので、ＵＮＣ

ＲＤにおきましては、持続可能性ということとリンクさせた上での防災計画という

ことになりますけれども、兵庫南部地震、神戸での地震の後、こちらへ参りまして、

そしてコミュニティベースのアプローチのよかった例、そういったものを世界中に

広めようということで参りました。 

 そして、またＩＤＮＤＲ、国際防災の 10 年という、こういったことも支援をし

ていこうと。ベストプラクティスは、ある国から別の国へ伝えられる、そしてまた、

いろんなそのコミュニティの人たちが全国的に、あるいはまた、その国を越えてそ

ういった普及活動をしていくということが重大というふうに考えて活動しており

ます。 

 基本的に、今お話が出ましたけれども、人命が失われるのは、神戸の地震の場合

には 90％以上でしたし、またほかの地域ですと 99％の場合もありますけれども、

やはり建築物、住宅が崩壊するということによってやはり被害者が出るわけです。

これはもう今の我々の理解です。ですので、ＵＮＣＲＤでもその住宅の安全性とい

うイニシアチブを始めたわけです。 

 防災計画におきましては、これはその防災計画自体といいますよりは、むしろそ

の人々の安全が守られていないという観点からアプローチをしています。これはや

はり、貧困の問題がこの根底にもあります。貧困があると、やはりその対策を打て

ないと、ですので、貧困対策も必要になってきます。そこに、まず人の保障をしま

しょうというようなコンセプトがある。そこから始めるわけです。そして、やはり

ライフスタイルや文化であったり、経済的な側面、いろんな問題に対しての対策が
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必要ということになってきます。 

 ＵＮＣＲＤのこの地震に負けない住宅づくりというイニシアチブでありますけ

れども、ここでオフィスを構えまして、まずはモデルケースとしてそれを示し、情

報を普及していこうと、ここで知識を得ようということで、まず始めました。 

 特に住宅に関して、どういったところが弱かったのか、そういったことは、ほか

の地域にも広めていくことができる。そして、その地元や国の政府が適切な技術を

採用していくように、それを促進していくということが我々のアプローチです。そ

のいろんなアクションがとられております。 

 特に多くのアジアの国、インド、インドネシア、アフガニスタン、ネパール、い

ろんなところで民間のイニシアチブがとられておりますし、また、リスクの評価の

イニシアチブ、これもインドにおいて、あるいは、アフガニスタンにおいて行われ

ております。そして、また昨年こちらで行われました国連防災世界会議でも情報普

及活動をしております。 

 住宅ということに関しまして安全性ということを考える場合には、やはりその地

元、その土地でどういった住宅になっているのかということをよく見る必要があり

ます。やはり、文化的にライフスタイルというのは、これが随分住宅にはブレンド

されているわけですので、それを無視するわけにはいきません。住宅で見ますと、

もう鉄骨での設計にすればいいんだと簡単に考えがちかもしれませんけれども、し

かし、やはり耐震性のある住宅を設計するということは非常に難しいことでありま

す。大変なことであります。 

 今、住宅というお話でありますけれども、我々自身もいろんな世界での経験があ

ります。フィールドサーベイも自分の国以外でも行っております。いろんな状況を

見ているわけでありますけれども、もう焼成していないれんがが使われているのは

石づくりのものですと、このように大変なことになります。それから、前回パキス

タンで地震があったときにも、基本的に石造りの建物であったということから住宅

が崩壊しています。 

 ですので、こういった特有の問題があるということが知られている。しかしなが

ら、それに対するまだ完全な、じゃ、ソリューションをどうするのかということで

あります。鉄筋の入った強化ということになりますけれども、こういうふうに、イ

ンドの場合、例えば人口密度が非常に高いわけです。このような条件下では人々の

リスクが非常に高いわけです。人口密度の非常に高い町の中でこのような状態です。 

 また、グループセッションで住宅の安全性について話がありました。鉄筋コンク

リートの建物をというような新しい文化ができてきているというようなお話が出

ました。この左側の写真、これはバングラデシュの写真ですけれども、これはＲＣ、

鉄筋コンクリートなんですけれども、ですからこれは安全だと。しかし、本当に鉄

筋コンクリートでさえあれば安全なのか、そうとは言えません。 

 右側、これはネパールのＲＣ、鉄筋コンクリートの建物です。 

 今度は下、これは鉄筋コンクリートで、新しい文化でございますけれども、もと

もとの建物が石造りであって、れんが造りであって、そしてそれを今度ＲＣにしよ
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うというような写真が見られます。 

 これはインドネシアの写真ですけれども、やっと最近になりまして、こういった

ＲＣ自体をつくるということについて、これが知られていないということがあるわ

けです。これは、学校の建物を建てようとしているわけですけれども、これは柱と

梁によってつくろうとしているわけです。これはアチェでの再建でも、こういった

構造が使われようとしているわけです。 

 これも、アチェの北部でありますけれども、こういったところへ行きますと、ど

ういった方向性を目指しているのか、もうこのように、ちょっと曲がった道のよう

な、こういった構造になっているわけです。これも学校です。 

 そうなりますと、幾らその枠組みは鉄筋コンクリートだといっても、もうひどい

状況です。こういった状況はインドでも見られます。これは、やはり文化がかかわ

っているわけです。その文化ができてきたんだけれども、耐震性ということからい

えば誤った方向に来たと言わざるを得ません。ですので、もうそのれんがではなく、

石ではなくというと、今度はもう全部のミックスになってくるわけです。その枠組

みのところはＲＣを使っている。そしてまたれんがが使われている、石を使ってい

る。これはハイブリッドだということだけです。 

 ですけれども、これでは意味がないわけです。ですので、こういったものはやめ

なくてはならない。非常に合理的な設計が必要です。特に地元にある資材を使って、

材料を使って、しかしながら合理的な設計をしていく必要があります。 

 随分話が出ましたけれども、こちらはネパールのある大学が行った調査の結果で

すけれども、ネパールには建築基準があります。そして、これはエンジニア、建築

家の間で、どういった設計をしているのかということに関して調査をしているわけ

です。「建築基準にのっとった設計をしていますか」ということに関しましての答

えが「ノー」と言っている人がこれだけいるわけです。ですので、これもやはり大

変な先行きの暗い状況です。 

 しかし、実際にそういった資材、そういった文化の建築物が建てられますと、や

はり大きなダメージが出てしまいます。ですので、これに対しては「ノー」という

必要があります。そして、地域社会において、やはりその地震直後、多くの人はそ

れを認識するわけなんですけれども、実際には、その生命を失うということは、や

はり随分予防ができる。また、そういった被害者の数というのは随分減らすことが

できるわけです。これは、ムルティさんがおっしゃったとおりであります。我々は

それをやる必要があります。 

 そのアプローチといたしまして、概念モデルをこのようにつくっています。そし

て、我々そのモデルプロジェクトを示す、またデモンストレーションをするという

ようなことが、国連などからの提供によりましてやっていくことが必要であります。

我々自身は家を建てることはできなくても、技術があります。そして、技術に関連

して、その技術支援をしていくということで地元の人たちの能力づくりをしていく。

そして、それはまたいろんな設計者であったり、あるいは建築家であったり、また

政府であったりするわけですけれども、トレーニングをし、また政策決定にも介入
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し、そしてその専門家のサービスも提供するという形でこれができると思います。 

 たとえ技術があっても、また能力があっても、これはもう本当に当たり前のこと

として行われるという規範になっていかなくては意味がないわけです。ですので、

そういったモチベーションも必要です。これはやはりその認識を高める、またそれ

を実際にきちんと理解をするということ、これが重要です。それで初めて持続可能

な災害に強いコミュニティができてくるということであります。そういったコンセ

プトでもって、我々はこの行動をとっていくということをやっております。 

 これは、非常にシンプルに実際に行うことができます。こういったシンプルなモ

デルがあるわけです。例えば、これは石造りのもともとの家を、このように強化す

ることができるということで、神戸でも、このようにデモンストレーションをして

おります。 

 それから、また、土着の文化や知識、これはもう 10 年単位ではなくて、世紀単

位で何百年というふうに残っているわけです。例えば、これはネパールであります

けれども、こういったやり方がある。 

 それに対して今度新しい技術、新しい資材が使えるようになるということになり

ますと、新しい技術の使い方がわからない、新しいその建築材料をどう使っていい

のか分からない。 

 しかし、自分たち自身が培ってきた伝統的な知識、伝統的な材料というものがあ

るわけですから、そういったものをうまく使って、そしてそこに新しい技術を導入

することによって耐震性のある強い建物をつくることができると思います。 

 ですので、リスクについての認識を高めるということがまず重要だということで、

コミュニティの中で、地域社会の中で、これはアフガニスタンの写真ですけれども、

またあとネパールの写真ですが、もともとこちらのほうから出てきた形で世界中に、

その情報供給を図っています。モデルをこのようにつくる。そしてシンプルに揺ら

すことによって、その一つの家は壊れてしまう。一つの家はきちんと耐震性がある

ということが示される。また、実物大のモデルでも見られるようになっています。 

 ということで、今このような地震に強い住宅を広めるというようなイニシアチブ

を一つやっているわけでありますけれども、これには社会的な、経済的な、また環

境的な側面があります。これを組み合わせてやっていきます。持続可能な形で、そ

の家をよりよい、より安全な家にしたい、住宅にしたいと。この目標といたしまし

ては、現在の建築基準自体、それからまた関係者での認識度合いを高めていくとい

うこと、そしてまた効果的に、また効率的にその政策をつくっていく、関係者の中

には、もちろん専門家も入ります。 

 そして、それからその地元の人たちの建築に関する能力を高めていくということ

ですね。これは特に地元政府がそうですし、またそこでの行動にもそれを反映して

いただくためにも能力をまず強化していくということがあります。 

 実施面、またその基準の遵守でありますけれども、ただ非常に厳しい基準をつく

っただけでは十分ではありません。遵守があって初めて生きてきます。そうでなけ

れば、我々の目標は達成できないわけです。ですので、そういったものもあわせて
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見ていきます。 

 ということで、ここでバランスが必要だと。すなわち、コントロールする側と、

それからそこに参加する側とが必要です。単にコントロールするだけではなくて、

その人々、その当事者たちの参画が必要です。 

 ということで、これが参加している様子ですけれども、その家を所有している人

たちに対しましてのエンジニアであったり、あるいはまた、これはインドネシア、

アフガニスタン、またそれ以外の場所でも行われているんですけれども、エンジニ

アや建築家が、このようにデモンストレーションをして見せている、教育をしてい

る様子です。 

 ですので、我々の目標といたしましては、その地震があるような地域におきまし

ての建物、これはきちんと耐震性がある建物だということ、こういったことを確立

していくということです。 

 そして、自然災害があるというこの環境の中で、天然のものとして地震はあるわ

けです。そういったところにある地域は必ず耐震性がある建物にすると。アフリカ

へ行けば、あるいは西ヨーロッパへ行けば、地震はないわけです。けれども、イン

ドやアジアの国々であれば地震はあるという、もうその地域であるということです

から、やはりそこにある建物というのは、すべて耐震性のある建物であるというこ

と、これを達成するために、やはりその個々人の、また地域社会のレベルでの防災

文化、認識を高めていく、またモチベーションを高めていくということが非常に重

要であると思います。 

 非常に我々、高い犠牲を払って、神戸の地震でもそうです。その後、やはりそう

いった悲劇から学ぶというよりは、やはり教育を通して防災、地震への備え、災害

への備えといったものを育てていきたいと思います。これは教育のみならず、その

認識を高めていく、そして最終的にはモチベーションまで上げていくような、本当

にその人々が敏感に反応して、またその動機があって取り組んでいくようなものを

やっていければと思います。ありがとうございます。（拍手） 
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    「防災文化のために」 

           岡崎健二氏（政策研究大学院大学教授） 

 

 皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介いただきました政策研究大学院大学の岡崎と

いいます。私は、一昨年までこの国連地域開発センターで防災を担当していました

ので、そのせいもあって呼ばれたんだと思います。 

 議論を進めるために私なりに防災文化をこれから育成していくために、どういう

ことが必要かということを整理してみましたので、発表をしたいと思います。これ

をもとにいろいろ議論が進んでいけばありがたいと思います。 

 まず最初に、過去 30 年の自然災害で一番死亡者数の大きかったのをピックアッ

プしたのがこの表でして、地震を黄色で示しています。ご覧になったら分かります

ように、もう最近は半数以上、ワースト 10 の半分以上は地震によるものだという

ことで、いかに地震による災害を減らすことが世界的な課題になっているかという

ことが分かると思います。 

 先ほどから、いろんな伝統的な工法の紹介がありましたが、実は我が国でも、阪

神・淡路で明らかになったように、伝統的な木造というのは、やっぱり危ないんだ

ということがはっきりしたということでございます。 

 我々専門家は、地震が起こるたびに、何でもっと事前に安全な住宅にできなかっ

たのかと、これを繰り返して反省しているわけです。そう言いながらも何度も繰り

返されるということは、一体どういうことかなということで、ちょっと整理してみ

たんですが、結局、今はいいサイクルになってなくて、むしろ負のサイクルがある

んではないかなということで、地震によって大きな被害が出ると、その地方の政府

はもちろん中央政府、それから国際社会、いろんな救いの手を差し伸べます。 

 そして復旧していくんですけれども、災害が起こると援助の手を差し伸べますが、

安全な住宅に前もってしようということにつながらないと、住宅が倒れていろんな

お金をもらえるんだったら、もう放っておけという、むしろ逆の方向の影響も出て

くるぐらいでございます。 

 そういうことで、危ない住宅がいつまでもよくならない。危ない住宅がどんどん

増えていくと。そうすると、ますます多くの人が地震で亡くなって、ますます国際

社会あるいは、いろんな人が災害後の対応に追われるということで、これがいわゆ

る悪い方向の循環になっているんではないかな。 

 これを何とか変えたいと、どうしたらいいのか、まあ簡単といえば簡単なんです

が、地方政府、中央政府、国際社会が安全な住宅ということにコミットすると、も

うそれをとにかく支援するんだというメッセージを発し続けるということで、実際

にもいろんな財政的な支援もするということにすれば、安全な住宅へのインセンテ

ィブというのが、個人ベースでも出てくる。それから地方、国でも出てくるのでは

ないかなというふうに思います。 

 その結果、安全な住宅が増加すると、地震によって壊れる住宅が減る。亡くなる

方も減るということで、復旧、復興のための費用がガクンと減ると、それをさらに
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安全な住宅のほうに回せるということで、うまい正のサイクルになっていかないか

なというふうに期待するわけです。 

 そうは言っても、現実にはいろいろ問題が大きいということで、実際の防災、今

お金の使い方はどういうふうになっているかということで、これも簡単に整理しま

すと、まず、予防防災と災害が起きた後の対応についての資金配分はどうなってい

るか、資源配分。これはお金だけじゃなくて、いろんな人的な資源も含めてなんで

すが、今のところは、やっぱり国際社会は特にそうなんですけれども、災害が起こ

ると非常に多くのお金が集まる、人が集まって対応をしていくと。ところが事前の

対応については、ほとんど誰も関心を示していないと。 

 ということは実際には、救われる命とか生活を考えると、災害が終わった後の対

応というのは当然人が亡くなった後行くわけですから、もうそれ以上救える命とい

うのはあまりない。予防のほうは事前の対応ですから、ちょっとお金をかければ非

常に効果は大きくて救える命も非常にたくさんあるということで、予防防災に力を

入れるべきだというのが頭で分かっているんですが、実際には災害が起こったとき

に、みんな対応するというのが現実でございます。 

 それから、これも先ほどから出ていますように、エンジニアドとノンエンジニア

ドの違いということで、超高層ですとか耐震、免震とか、いろいろな研究者は一生

懸命研究していますけれども、普通にある住宅についてはほとんど研究者は関心を

示さない。ところが、先ほどから、インドとかネパールは９割以上がノンエンジニ

アだということですが、世界的に見ても８割以上がいわゆるノンエンジニアドの建

物だと言われていますが、そこに多くの人が住んでいるということですから、ここ

をさわらないことには地震のときの被害を減らすことはできないということです

けれども、現実には、そこにはなかなか研究者の関心も行かないしお金も行かない。 

 さらにいうと、同様に新築対既存というのがありまして、多くの人は新築には非

常にお金をかけるんですけれども、建った後のメンテナンスにはほとんどお金をか

けないということでございます。 

 ところが、実際には山ほどある既存住宅をちょっとさわるだけで安全性が増える

ということで、救われる命はやっぱり大きく増えるということですので、そこらあ

たりのパラダイムシフトといいますか、転換が行われると大分防災文化に近づくの

ではないかなというふうに思います。 

 私なりに防災文化は何が必要かということで、一つは、一人ひとりが自分の家の

リスク、自分の家族のリスクを理解するということが、まず非常に重要だろうとい

うふうに思います。 

 もう一つは、当然ながらその安全対策のコストを下げていく。これは技術開発で

下げる、あるいは、いろんな政府の支援で下げるというようなこと、いろんなやり

方があろうかなと。それから、いろんな大工さんとかを訓練で、そういう技術を身

につけていただくというようなことも必要かなというふうに思います。 

 それから、私が一番必要だと思うのは、政治的なコミットメントといいますか、

責任のある取り組みというのが必要だろうというふうに思います。なぜか、先ほど
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小谷先生の話にもありましたけれども、個人の住宅の持ち主は理解をすれば、ある

程度耐震補強もしてくれると思うんですが、全部はやらない。人間の死亡率は長期

的に見ると１００％でございます。もう必ず死ぬということでございますので、30

年に 40％ぐらいの地震の確率というのは、自分の死亡率から見ると何でもないとい

うような人もいるわけですね。たばこを危ないからやめろと言ってもやめない人が

結構いるのと一緒で、個人レベルでは結局、１００％耐震改修をしろと言っても、

それは実現しないだろうと。 

 一方で、政府は災害、地震で住宅が壊れると膨大な支出を強いられるわけです。

阪神・淡路大震災のときも、瓦礫の処理、それから仮設住宅の建設ですとか、復興

公営住宅の建設とか、ものすごいお金を使いまして、最終的に１戸壊れるごとに国

費で１５００万円以上の支出をしています。１軒建てるのと同じぐらいの支出をし

ているということですから、これほどの巨額の金を事前に使えればかなり被害は防

げるし、もちろん人の命が亡くなることもなかったということで、結果的に、耐震

補強等で安全性を確保することのベネフィシャリーは、その個人住宅の持ち主では

なくて政府のほうにあるんだと。税金の使い方としても、より安く使える。人の命

も救えるということで、やはり政府のほうがきちんとやっていくべき立場にあるん

ではないかというのが私の考え方でございます。 

 それから、防災文化を進める基本は、やっぱり個人々々が防災対応力を身につけ

るということになると思うんですけれども、リスクコミュニケーションというのが

非常に大事だと思います。これは環境問題でもよく使われることですけれども、個

人々々とコミュニケートすることによって一人ひとりが、そのリスクを学んでいく

と、それは必ずしも専門家から一人ひとりへの一方的なコミュニケーションじゃな

くて、両方学びながらお互いを理解していくという中で、それぞれが、それぞれの

立場でその防災リスクというものを理解していくというのが非常に重要だろうと

いうふうに思います。 

 そういう中で、例えば、信頼感も出てきて、それから参加型の意思決定によって

問題のオーナーシップが出てくる。それから対策のオーナーシップが出てくるとい

うことで、いろんないい効果が出てくるというふうに思います。もちろん、そうい

うことによって自己対応能力も向上していくということが期待されるというふう

に思います。 

 いろいろプロジェクトの紹介もありましたが、国連地域開発センターでは、特に

コミュニティ防災を進めていこうということで、ガイドラインというものをつくり

まして、これも発行しております。ケーススタディーに基づいて発行したというこ

とです。 

 これも紹介がありましたけれども、いろんな啓発活動をしていくといったこと、

あるいは国連で実施しましたレディスプロジェクト？というものも、コミュニティ

の防災ということで自ら考える過程を通じて自らの計画、対策を立てていくという

ようなことでやってきたプロジェクトということで、かなりうまくいったプロジェ

クトだと思います。 
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 あと最後に、やはり教育というものも、先ほどからいろいろ重要性が言われてい

ます。もちろん、自分のリスクを理解するという意味で、まずは非常に重要だと。

それから、特に政府研究機関で教育によって専門家を育てて適切な政策を展開して

いくのにももちろん必要だということですが、特に３番目を強調したいんですが、

専門的な知識と一般的な理解というのは非常に乖離があって、そこをどう埋めてい

くかというのが非常に大きな課題なんですが、そういう専門的な知識でもって平易

な言葉で普通の人とコミュニケートできるような専門家を育成すると、ここが一番

重要で欠けている部分ではないかなというふうに思います。 

 最後に宣伝みたいになりますけれども、教育に関連しまして、私どもの政策研究

院というところでは、建築研究所、それから国際協力機構と協力しまして、地震リ

スクマネジメントプログラムというものを実施しております。途上国の研究者ある

いは行政機関の人を呼んで１年間勉強してもらって修士号を出すというプログラ

ムでございます。これはもともと建技研で長いことＪＩＣＡの研修としてやってい

たものが修士プログラムになったわけですが、ちょっと図で示していますように、

これまでの卒業生はもう既に世界で１２００名以上ということになっていますし、

いろんな地震国から来ています。こういうネットワークも生かしながら、これから

国際的な防災にも取り組んでいきたいと思っていますし、先ほど言った、普通の人

とコミュニケーションできるような専門家の育成、これはちょっとまだなかなか難

しいと思うんですが、そういうものにも力を入れていきたいというふうに思ってお

ります。 

 以上でございます。どうもありがとうございました。（拍手） 
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  パネルディスカッション「新しい防災文化を築くために何をすべきか」 

 

        パネリスト 

             アントニウス・ブディオノ氏 

             林  勲男氏 

             アモッド・ディキシッド氏 

             ハビエル・ピケ氏 

             岡崎 健二氏 

        司 会  安藤 尚一氏 

 

 安藤 それでは、最後にパネルディスカッションということで、今まで事例発表

をしていただいた４か国と今発表をいただいた岡崎教授に登壇いただきまして、ま

ず初めに皆さんから３分ずつ、すべての事例発表と岡崎教授の発表を聞いたことに

ついて一言ずつ感想といいますか、印象といいますか、コメントをいただければと

いうふうに思います。 

 そしたら、ブディオノさんから、今までのきょうのシンポジウムを受けてコメン

トをお願いします。 

 ブディオノ ありがとうございました。座長の先生、ありがとうございます。 

 もちろん、このセッション、うれしく思います。多くのことを学ぶことができま

した。日本の方々、その他の国の方々から学ぶことができたからです。 

 そして、私の観点としては、インドネシアではたくさんの地震へのリスクがある

ということです。そして、インドネシアで建設された家屋や建物などについては、

そういったリスクがあります。ですので、このようなセッションを通じて私たちの

知識を高め、それをこのシンポジウムの後実践していくことができるというふうに

考えております。 

 この結果を踏まえてインドネシアの基準や規制などを決めることができるし、日

本その他いろいろな国だけではなく、インドネシアの地域社会の人たちの生活の質

を高めることができるというふうに思います。ありがとうございます。 

 安藤 ありがとうございます。そしたら、続きまして林先生にコメントをお願い

できればと思います。 

 林 きょうの皆さんのご発表というのは、やはりコミュニティベースで防災とい

うものを考えていく、その防災というものを文化という形で浸透させていくには、

どうしたらいいのかというテーマに関してだったと思うわけですけれども。 

 例えば、住宅の耐震改修を行うにしても、その必要性、それから技術もそこにあ

るというのは、これは誰でも分かっている。しかし、それがなかなか進まないとい

う現実をどうするかというところは、やはり人々の意識といいますか、その文化の

問題。もちろん、そこには、先ほど岡崎さんがお話になりましたように、どういう

形での経済的な支援が必要なのかということも関係してきますけれども、やはり必

要だから何かしようということだけではなかなか難しくて、もちろん制度的な面も
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ありますし、それともう一つ、やはり重要なのは、それが、言葉は難しいですけれ

ども、先端的であるというか、あるいはファッショナブルであるとか、何かそうい

う一つのイメージというものをつくり出すものが必要じゃないかなと思うんです。 

 環境ということを考えれば、それは分かると思います。ここ 10 年、20 年の間に

やはり環境というものが大きくクローズアップされて、いろんな取り組みというの

が、個人から、地域から、学校から、さまざまなレベルで行われるようになってき

たわけなんですけれども、やはりそれを環境、地球の環境ということを考えること

は、もちろん人類のこれからの生存にとっても重要です。 

 しかし、環境問題を考えるということに一つのファッショナビリティーといいま

すか、そういうものを感じるような、そういう雰囲気づくりというのは、ここ 10

年、20 年の中で、いろんな媒体を使って出来てきたのではないかと思います。それ

と同じようなことが、どうしたら出来るかというのは難しいですけれども、やはり

一つの方向性として考えていくべきだというふうに考えます。 

 安藤 どうもありがとうございました。ディキシッドさん、お願いします。 

 ディキシッド ありがとうございます。科学技術、そして数十年にわたってのテ

クノロジーというのがあるにもかかわらず、まだこの橋を渡ることができていませ

ん。このような文化を根づかせる、岡崎先生がおっしゃった、このような地震サイ

クルを再定義し、再解釈するという一つの提案をなされました。 

 それから、新しい考え方も出されました。どのように資源が分配されるかという

ことについてです。そして、新しい資源分配方法を提示されました。このようなソ

リューションというのが、その環境と同じような形で減災、防災へのソリューショ

ンとすることができるのかという指摘もありました。アプローチを再定義し、そし

て我々の信念を強化し、そして、それをテコにして我々のすべての努力を行ってい

くということ、これは科学技術に対する盲信を解くためにも必要であります。 

 これまで科学技術というのは神秘的なものであって十分に浸透してこなかった。

このような神話化を解いていかなくてはなりません。問題を再認識し、ほかの人た

ちが苦しんでいる問題を理解し直さないといけません。そして、集団としての解決

策が求められています。 

 中でも啓蒙的であったのは、きょうの午後伺った話の中で、小谷先生がおっしゃ

った、住宅に対して誰が耐震安全性をもたらすのか、それは本人以外にいないとい

うことです。というふうに理解しました。それを達成するためには、新しいアプロ

ーチ、新しい定義を人々の心、考え方を変えるための駆動力とならなくてはならな

いということです。 

 そして、私たちは賢くなくてはならない。すなわち、チャンスを見て、決してこ

こで負けてはいけないわけです。特に発展途上国というのは、災害の直後というの

は、いろいろなことを話すわけでありますが、しかし、それをチャンスととらえて

減災に向けて生かしていかなくてはならない。これはパキスタンにおける大変厳し

い教訓でありました。どうもありがとうございました。 

 安藤 どうもありがとうございました。最後のコメントとして、ピケ先生からお
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願いいたします。 

 ピケ ありがとうございます。幾つかの側面で指摘したいことがあります。やは

り、その悪い場所というのは被害との相関関係が高いということが分かっています。

ですので、都市計画においても、どこに建築するかということがとても重要な問題

です。地震のほうだけの問題ではなく、ほかにも災害があります。土石流の流れの

道筋に居住している人が多くいるわけです。それは、そこに居住することをコント

ロールすることはできないので、そのような土石流の流れの道筋に住んでいる人た

ちに対しての援助が必要です。 

 特に当局は、その援助が必要だということを認識すべきです。ほかの人もおっし

ゃった、そのとおりだと思います。認識、意識というのがとても大事です。 

 そして、非工学的タイプの建築物というのが、やはり低所得者層の中では最も大

きな割合を占めています。やはりこのような家屋の安全性を高めるための何らかの

インセンティブが必要となります。 

 岡崎先生が大変明確におっしゃったように、資源分配というのは、実際に災害が

起こった後、再建をするよりも、災害の前に予防のために使ったほうが資源という

のは少なくて済む。それはすべての場合に適用できればということで、予防に対し

て投資をするということが必要です。非工学的な従来の住宅に住んでいる人たちの

を改良するほうが安くつくということです。後で家を建て直すよりも、前もってや

るほうが役に立ちますし、安くつきます。 

 それから技術移転ですが、ペルーにおいては、大体 28 ぐらいの土木工学部とい

うのがありまして、地震工学などもその中に含まれているわけです。それでも、も

ちろん技術改良というのは、これからも可能でありますし、一番新しいスタンダー

ドからも分かるように、技術でより安全性の高いものもあるし、崩壊するものもあ

るということが分かっています。ですから技術者に対して、特に建設、設計にかか

わっている人たちに、これを教育していかなくてはなりません。 

 それから、一般市民の意識というのも大事です。それほど技術レベルの高くない

人であったとしても、岡崎先生がおっしゃったような悪循環に陥らないようにする

ことが大事です。 

 安藤 どうもありがとうございました。今の４人の事例発表者のコメントも受け

まして、最後に岡崎教授のほうから、もう一言コメントをお願いいたします。 

 岡崎 林先生が環境問題のことをおっしゃったので、私もちょっとそれに触発さ

れて一言発言したいと思います。 

 防災問題と環境問題は非常に似た側面があると思います。つまり、環境問題とい

うのは科学技術を中心とした人間生活が自然環境に与える、ある意味では悪い影響。

一方、災害というのは、自然活動が科学技術を中心とした人間社会に与える悪い影

響ということで、逆の関係にあるだけで、実は根っこは同じかなというふうに思っ

ています。 

 環境問題のほうがＮＧＯを中心にした活動が非常に活発で、なかなか防災は活発

にならないのはなぜだろうかというふうに思うんですが、一つはやっぱり環境問題
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というのはリスクを共有できる問題だというふうに思う一方、災害というのはリス

クがなかなか共有できないと、あなたのリスクと私のリスクは違う。一方、環境問

題は金持ちも貧乏人も同じ将来のリスクを抱えているということで、そういう意味

では非常にリスクコミュニケーションもやりやすいし、共有化もしやすかったとい

う問題があるので、そこが防災問題を進めていく上で一つハードルの高い部分かな

というふうに思います。 

 安藤 どうもありがとうございました。実は、このパネルディスカッションのテ

ーマを「新しい防災文化を築くために何をすべきか」というふうに設定してござい

ます。ただ、非常に幅の広い設定の仕方なので、実は今のお話も含めて、基調講演

も含めて、今回のキーワードを考えてみますと、やはり一番大きなキーワードとし

ては、主役は誰か、誰が行動すべきか。いわゆるステークホルダーという言い方に

なりますが、まさに小谷先生のテーマである「誰が我々の住宅の耐震安全性を向上

させるのか？」を借用させていただきますと、「誰が防災文化を築くのか？」とい

うことになるのかなと。 

 林先生からもありましたが、自助、共助、公助。つまり、自助というのは個人が

防災文化を築く、共助というのはコミュニティもしくは地域が防災文化を築く、公

助というのは政府が防災文化を築く、どれもあろうかと思いますが、小谷先生のご

講演の中で最後に政府に期待するお話がちょろっと出たことを思い出しますと、こ

こにおられるパネリストの方が、「誰が防災文化を築くべきなのか」という質問に

対して、どのようにお考えなのかというのを、やはりまた順番にお聞きしたいとい

うふうに思います。 

 よろしいでしょうか。今の順で、ブディオノさんからお願いをいたします。 

 ブディオノ 安藤さん、ありがとうございます。この耐震性あるいは防災という

ことに関して誰がメーンプレーヤーなのかということに関しまして、もちろん我々

全員がそうです。一つはもちろん政府ですけれども、例えば、建物が建設される際

のコントロールをきちんとするとか、あるいは、いろんな規制や基準づくり、また、

そういったことを地域社会では実際にしていく。そしてまた、さらにそのリソース

の分配に関しても、政府には責任があります。そうすることによって、より安全な

建築物にしていくというような、そういう責任はあるでしょう。 

 それからまた、もちろん建築家やエンジニアも重要な人たちです。この人たちも

重要なアクターであると思います。よりよい設計、よりよい住宅あるいは建築物を

建設をするということではです。ですので、そういう意味で我々全員がということ

になると思います。 

 そして政府に対しても、防災計画、防災について働きかけていく責任があると思

います。ありがとうございます。 

 林 そういう問いを発せられると、やはり皆がそれぞれにと答えざるを得ないん

ですけれども、やはり重要な点は、それぞれの地域社会に応じた形で三つの組み合

わせを、どのようにつくっていくのか、どこがイニシアチブをとり、どういったプ

ロセスを踏まえながら防災文化をつくっていくのかということは、ケース・バイ・
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ケースでやはり考えていって、一つの答えというのはなかなか難しいのではないか。

ケース・バイ・ケースといっても、それが国単位とは言えないところが、それぞれ

の国が、民族のことですとか、宗教のことですとか、地域のさまざまな実情という

ことを考えると、それはお分かりいただけるというふうに思います。 

 安藤 ありがとうございました。ディキシッドさん、お願いいたします。 

 ディキシッド 全体的な行動といたしましては、やはり防災に関しまして、その

防災の文化を築く、生み出して、また築いていくということ、これももちろん、そ

の国の責任がまず第一にあると思います。特に途上国の場合には政府ということに

なってこようかと思います。 

 ただ、その政府に対して文化を生み出していくということをやはり働きかけない

と、うまく成功はしない、そしてまた長い道のりであるということになります。で

すので、これは一種の論議があるところだと思いますけれども、今、私の頭に浮か

んだことといたしましては、まずは国あるいは政府だろうと思います。 

 それから、岡崎先生がおっしゃったことに関してでありますけれども、その災害

のリスクというのはそれぞれ個々にあるわけです。しかし、文化の担い手というの

は、また最終的に恐らくはほとんどが個々人であろう、またそれが集まって地域社

会をつくるというふうに考えます。 

 ですので、個々人からその先駆者、リーダーや社会の変革者、そういう人が出て、

そこから始まるべきであると思います。そして、そういう人たちが文化を生み出す

ことができる。ですので、そういった先駆者、その個々のすべての人たちから地域

社会へと広めていく、そういった形で、本当にその世界を変えていくということが

必要だと思います。 

 例えば、世銀などでは、今リスク軽減というようなことを話をしております。５

年前にはなかったことです。ですので、今は時期的にも我々の意識を改革するとい

うことが求められている時期だと思います。そして、そういう意味で、あらゆるス

テークホルダー、関係者がこの文化づくり、安全という文化をつくっていく上でか

かわっていく、参加していく必要があると思います。 

 安藤 ピケ先生、お願いいたします。 

 ピケ ３年前、クロイワ先生、また私の大学のセミナーの最初のディレクターが

一緒になりまして、学校の先生なんですけれども、その先生たちの教育訓練の冊子

を準備し始めました。 

 その戦略といたしましては、これはすべての教師を対象にということで、教育省

がまずは先生を教育して、そして、それから今度は生徒を教育できるようにしよう

としたわけです。そうすると人々ができるわけですね。我々にだけでなく、その子

どもたち、子どもたちは小さいですから、先生、教師を通して、その人たちが今度、

次の将来の世代になるわけですので、もしその子どもたちが大きくなったときに将

来、よりよい防災ができるということで、今高校生の方がいらっしゃっていますけ

れども、この点はぜひ認識をしてほしいと思います。 

 これは本当に長期的なソリューションになります。すなわち、まずは教師を教育
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して、それから子どもたちを教育をする。そうすると、20 年とか 50 年とか、もっ

と長い期間かかるかもしれませんけれども、文化がやっとできてくるというわけで

す。 

 今、ワールドバンク、世銀やインターアメリカンバンク、そういったところが資

金を出してプロジェクトは進みますけれども、やはりその自然災害については、例

えば、新しい学校を建築する。災害のリスクがある場合には、事前に研究をしてそ

れだけの投資をするということが必要。まず、すなわち資金も必要なわけです。そ

して、また教育を通して、また新しい投資を通して、そういった要素を入れながら、

そうすることによって、よりよい未来が築けるのではないかと思います。 

 岡崎 環境問題がグローパル、地球規模で発生するのに比べまして、やっぱり災

害というのは非常にローカルな現象でございます。地域の地形とか地盤、あるいは

ライフスタイル、所得水準ですとか、そういうもろもろのを反映しますので、災害

対策というのはやっぱり非常にローカルなものでなきゃいかん。そういう意味では、

やっぱりコミュニティの人たちが中心になって防災文化を築いていくべきだと思

います。 

 中でも、その地域の事情をよく知って専門性もある地域のＮＧＯといった人たち、

アモッドさんがやっているＮＳＥＴのようなＮＧＯが代表的なんですが、そういっ

たところがやっぱり地域の人々の信頼を得ながら進めていくというのが基本だろ

うと思います。 

 そうは言っても、文化を育成するにも金はかかります。その金はどこから出るか

というと、さっき言ったように、私は防災文化が広まることで裨益をするのは政府

のほうだというふうに思いますので、政府がパトロンになって、いろんなＮＧＯの

活動ですとか、耐震補強ですとか、そういうものにどんどんお金をつぎ込むと。そ

のことが結果的に人の命を救うし、政府の災害のときの支出も減るということで、

みんなハッピーになるということで、いいことではないかなというふうに思います。 

 安藤 どうもありがとうございました。誰がというのは、基本的にはブディオノ

さんが言いましたように、あとは林先生もおっしゃったように、すべての人がとい

うことではありますが、それぞれの地域で誰がそのリーダーシップをとるのか、地

域、社会、文化、それらの条件でリーダーシップのとり方、その仕組みのあり方と

いうのも異なってきますが、それぞれきょうは政府の方、それからアカデミーの方、

それからコミュニティというか、アモッドさんはＮＧＯの方、いろいろな立場でや

はり基本的には手を組みながら、お互いに連携を図りながらやっていく必要がある

なというのを感じました。 

 実は、きょう、会場から質問を受けております。お二人の方からそれぞれ三つず

つ質問を出されているんですが、まずは、時間の関係もありまして、大学のマスタ

ーコースにおられる方からブディオノさんに、昨年８月にインドネシア・ジョクジ

ャカルタに行った際に、まだテント暮らしの方がたくさんいて、地震はたしか５月

にあったと思うんですが、３か月たって行ったときに、まだテントで大分暮らして

いて、その方たちにヒアリングをしたそうです。そうしたら、防災や耐震のことに
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ついては、ほとんどの人が起こる前は知らなかったということだったようなんです

が、今回の地震被害を受けて、インドネシアでは、そのジョクジャカルタだけでは

なくて、インドネシア各地で防災教育というのを始めたのでしょうかというご質問

です。 

 ブディオノ ありがとうございます。確かに、先ほど申し上げたとおりなんです

けれども、ほとんどのインドネシアのエリアというのは、地震が起こりやすいエリ

アなんです。ですので、毎年、政府の役人等のスタッフがインドネシア全国を回り

まして、そして地方自治体とともに専門家もあわせてコミュニティのところに行き

ます。そして、教育をするということなんです。非常にいい経験です。 

 ジョクジャですが、そしてさらには１万戸の家屋が建ち、実際、ジャワ島では 20

万戸の家が倒壊しましたので、確かにこういった経験がありましたので、私たちと

してはシンプルなガイドラインをつくって、そして地域のほうに持っていくという

ことをしています。そして、コミュニティの人たちが地方自治体を通して、そうい

った情報を得るということで、実は今年から、よりよいシンプルなガイドラインを

コミュニティに届けていこうという、そういったイニシアチブが始まったというこ

とです。ありがとうございます。 

 安藤 ありがとうございます。一刻も早く復興なりますよう期待をしております。 

 それから実はもう一人の方は、住宅のかなりご専門の方なものですから、やや高

度な技術的な質問も入っているんですが、その中で文化に関して、小谷先生に質問

なんですが、日本の伝統木造建築の文化というのが、貫（ぬき）工法とか、そうい

うのが否定されてきたような感じを受けるんですが、そういうのも本当は地震に強

いのではないか。近代的な技術を否定しているわけではないんですが、伝統的な文

化、技術と近代的な技術を融合させるようなことができないのでしょうかというご

質問なんですが。 

 小谷 私の答えられる範囲でお答えいたしますけれども、私が新しい技術でつく

った建物は被害がなかったというようなことを言ってプレハブの住宅の写真をお

見せしましたけれども、現在の日本の状況を見ますと、１００年前には地方に行け

ばほとんどが茅葺き屋根の住宅だったのが、今はもう全部プレハブの住宅に変わっ

ています。こういうことを果たして私どもが認めていっていいのか、こういうこと

を、確かにこういうプレハブの住宅にすれば、夏を快適に過ごすだとか、地震に対

して安全な建物ができるとか、そういう意味で非常にいい方向に進んでいるとは思

いますけれども、だけど、我々は文化を失っているのではないかという気がいたし

ます。文化というか、文明になるのかもしれないけれども、林先生に使い方で叱ら

れるかもしれませんけれども、現在は伝統的な木質構造の見直しが非常に行われて

おります。そういう意味で、改めて日本の伝統的な技術を見直す。 

 それから、きょうもいろんな地方の国々で、どういうような努力をしているかと

いうことで、いろんな補強の例を見せていただきました。２００５年でしたか、イ

ランの非常に古い地域でもって大きな地震がございまして、そして伝統的な土でつ

くったユネスコの遺産にもなるような、そういう建物群、あるいは砦だったもの、
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それがもう完全に崩壊してしまいました。 

 そのときですけれども、その地方で鉄筋コンクリートで出来た建物は非常に性能

がよかった。被害も非常に少なかった。それじゃ、我々はこういうような土でつく

った建物を全部やめてしまって、鉄筋コンクリートの建物に置き換えるんだろうか、

そしたら、やはり我々は、そういうような今までの文化を失ってしまうであろう。 

 それから、世界中がもしも全部の建物を鉄筋コンクリートの建物に置き換えて地

震に対して安全にするなんていうことをもしもやったとして、あるいは、やろうと

したときに、地球上にはそんなに天然資源が残っておりません。それはもう無理な

ことです。 

 だから、我々はやはり、その地方その地方、それぞれの国の材料を使って伝統的

な工法をいかに利用して地震に対しても、より安全な技術を育成していくか、そこ

に力を持っていかない限りは、こういうような問題は解決しない。 

 環境問題というものを我々は持っているわけですけれども、それを常に意識しな

がら、やはり対策を考えていかなければいけない。単に新しい技術、鉄骨を使うと

か鉄筋コンクリートを使う、そういう方向だけに進んでいくのが解決ではないと私

は思います。 

 日本のいろいろな高度な技術を持ったところが、３のグループ地域を助け合えな

いかということを一番最初の基調講演でムルティ先生がお話しされましたけれど

も、残念ながら、日本の技術をインドネシアへ持っていって日本のつくり方、例え

ば、貫（ぬき）とか差（さし）とか、いろいろ木造の技術がございますけれども、

それを提案したとしても、きっとインドネシアには、それに対応するような技術が

ない、あるいは材料がないかもしれい。それよりは、やはりインドネシアの特有の

材料、工法をいかにして地震に対して安全なものにしていくかという方向に進んで

いく、それが私は必要なことではないかというふうに考えております。 

 安藤 どうもありがとうございました。パネリストではなかったんですが、質問

がございましたので、ある意味では先生の今のお答えが、きょうの結論になってい

るのかなというふうにも思いました。 

 ほかにも質問を受けたいところなんですが、時間の関係もございますし、あらか

じめ質問用紙をいただいた方のみということで、今回は申しわけないんですが、こ

れでパネルディスカッションを終了させていただきたいというふうに思います。 

 どうもありがとうございました。 
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