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1. はじめに
最近、安全と安心が同時に語られることが多い。ア
メリカの心理学者マズローが、欲求５段階説を唱え
ているが、これは「自己実現の欲求」を高次元として、
「自我の欲求」、「親和の欲求」、「安全の欲求」そして「生
理的欲求」を低次元としている。「安全の欲求」は、
下から２番目に位置付けられているが、これは、人
間が生きる上での衣食住等の根源的な欲求であり、
これが保障されなければ、より高次元の欲求が発生
し得ないことを意味している。この「安全の欲求」
に如何に答えていくかが、建設分野においても重要
なテーマとなっている。
安全は、安心も同時に含まれている。しかし、安全
は科学的な基準に基づく工学的なアプローチでの枠
組み、安心は主観的な概念と心理的な新しい枠組み
であり安全を基にした主観的な感覚の保証である。
したがって、安全を確保しても必ずしも安心が得ら
れない。このことは、安心には受け手側の最低限度
や満足度に個人差があり一定の水準を設定するのは
難しいことを示している。この安心へのアプローチ
としてリスクマネージメントがあり、これについて
は次の論文 1) を参照されたい。ここでは、安全の視
点から述べる。

2. 災害の種類
安全を保障することは、言い換えれば“災い”を“避
ける”、“逃れる”あるいは“防ぐ”ことである。災
いには、未然に発生を妨げられない自然災害と防ぐ
ことのできる人的災害がある。自然災害としては、
地震、火災、台風、豪雨、豪雪、雷、火山噴火や異
常気象等があり結果として建物倒壊・洪水・氾濫・
浸水や地すべり等が発生する。人的災害には、火災、
爆発、交通事故、テロ、情報漏洩、環境汚染等がある。
環境汚染を更に分類すれば、土壌・地下水汚染、放
射能・細菌汚染、大気・空気汚染がある。時間軸で
　

見れば、これらの汚染には過去の遺産、発生・対策
継続中のもの、法未整備で将来問題となる可能性の
ある分野もある。

3. 建設分野に関わる安全・安心
3.1 自然災害　
自然災害と、人的災害のうちの火災と交通事故を比
較してみる。表 -１は、過去５年間の自然災害、火災
および交通事故による死者・行方不明者の推移を示
したものである。自然災害では、平均的には台風や
集中豪雨による風水害の被害割合が大きい。戦後復
興の時期には、年間数百から千人を超える規模で推
移したが、近年はインフラ整備も整い大幅に減少し
ている。2004 年は、自然災害による死者・行方不
明者が多くなっているが、これは台風の上陸回数が
観測史上最多の 10 個（例年平均３個）であったこ
とに加えて、豪雨や多雪等地球温暖化に起因する異
常気象が原因である。

表 -１　災害別死者･行方不明者数（人）
Table 1 The death and missing toll caused  by  disasters

表 -１より自然災害の被害者数は、年平均では火災の
５％以下、交通事故の１％以下と少ないが、阪神･淡
路地震が発生した 1995 年の全自然災害死者数は
6481 人となっており、一度災害が発生すると他の
災害に匹敵する人的被害となる。また、物的＝経済
被害と合わせるとどうなのだろうか。中央防災会議
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が発表している、発生が切迫しているシナリオ地震
の中から特に影響が大きいものを表 -２に示す。「首
都直下型地震」での経済被害額は約 112 兆円で、
国家予算の約 1.4 倍に達すると予測している。地震
に対しては、発生時の予測が不可能と考えられてお
り、建設分野では地震時の災害を如何に減らすか、
すなわち「減災技術」に力が注がれている。例えば、
東海および東南海・南海地震については、10 年後
の減災目標として死者数および経済被害額の半減を
目指し、住宅の耐震化率 90％、津波ハザードマッ
プ策定等の地震防災戦略を実施中である。

表 -2　シナリオ地震別被害
Table 2 The amount of damage from earthquake

注：（　）内は、10年後の減災目標値

3.2 環境汚染
建設分野の人的災害に関しては、最近特に関心が強
まっているものに環境汚染がある。
土壌汚染は、推定汚染サイト数約 30.9 万箇所、浄
化対策費用約13.3 兆円と言われている（出典：(社 )
土壌環境センター ,2000 年）。今年の３月には、油
汚染対策ガイドラインも発表され、対策件数は今後
も増大していくと考えられる。
ダイオキシンは、ごみの焼却等にともなう発生量が、
5140～ 5300g-TEQ/ 年と試算されている。ダイ
オキシンは、1997 年から大気汚染防止法施行令の
改正により規制基準が順次強化されている。
また、最近アスベストによる健康被害が問題となっ
ており、関連する建物が、製造等の特定施設
384ヶ所、飛散の恐れがある大学等487校、同医療・
福祉施設 73ヶ所におよぶと関連官庁から発表され
ている。アスベストは、2005 年に建築物に吹付け
られた石綿の管理（封じ込め , 囲い込み , 除去後再被
覆）が義務づけられ、除去作業が実施され始めたが、
処理費が高額のためリニューアル・解体工事に限ら
れているのが実情で、安易な除去作業による二次汚
　

染防止も課題となっている。
空気汚染については、化学物質による室内空気汚染
が原因とみられるシックハウス症候群が数多く報告
されている。室内空気質は、1997 年に第一段とし
てホルムアルデヒトが規制され、順次トルエン、キ
シレン等合わせて 13 物質に厚生労働省指針値、2
物質に同暫定目標値が定められている（例えば、ホ
ルムアルデヒトの場合は、指針値100μg/m3）。室
内空気質に関しては、種々の建材・接着剤・塗料か
らのガスの発生に関するデータベース化や低ガス発
生材料の開発が進められている。

4. 当社の取組み
今回センター報は、「安全・安心を提供する技術」と
して特集を組んでいる。以下に、ここで掲載されて
いる論文の中から、「安全・安心」に関する技術の概
要を紹介する。
4.1 自然災害に関する技術
ここでは、自然災害に対する予測やシミュレーショ
ン技術を紹介する。
2 年前に発生したスマトラ沖地震の際に、モルディブ
のマレー島で堤防が津波被害を最小限に食い止めた事
実が明らかになり、その現象をシミュレーションによ
り検証している 2)。また、同年発生した新潟県中越地
震について、震源地近傍における地形の地震応答解析
を行い観測波との比較を行っており、災害状況をかな
り正確に再現できるようになってきた3)。
地震災害では、地震が到来するまでの数秒間に対処し、
減災につなげることは可能であり、気象庁は、今年の
８月１日に緊急地震速報の先行運用を正式に開始し
た。当社では、それに先駆けて地震の大きな揺れが到
達する前に、その大きさと到来時刻を５種類の機器を
使って配信するシステムを開発し、既に数箇所に導入
し運用している 4)。また、最近注目を集めているもの
に、災害時における企業の事業継続計画（ＢＣＰ）が
あり、2005 年８月には国の中央防災会議によりガ
イドラインが示されている。従来の耐震に対する考え
方は、「安全＝壊れないこと」に軸足が置かれていたが、
ＢＣＰでは「安心＝機能維持」の指標を加えて様々な
要求に応えることを可能にしている5)。同年 11 月に
当社は、「災害時における事業継続に関する方針」と
行動指針を発表し、具体的には、首都直下型地震発生
時の首都圏での展開の詳細を示した。
4.2　構造物の安全を確保する技術
減災技術として有効な耐震補強法は、アンカー打ち
　

地震名

東海

東南・南海

首都直下型

死者（人）

約9200

（約4500）

約17800

（約9100）

約11000

建物全壊（棟数）

約 26万

約36万

約85万

経済被害（兆円）

約 37

（約19）

約57

（約31）

約112
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による三悪（振動・騒音・粉塵）が解決すべき大きな
課題であるが、低減効果があり建物を使用しつつ工事
可能なアンカーレス工法の提案がなされている6)。
最近の地震で、二次部材である大規模天井の落下が多
発している。天井支持要素と耐震要素を分離した有効
な対策工法を開発し、性能確認を行なっている7)。
一方最近は、工場等跡地の有効利用と高品質化を目
指した超高層マンションの新築ラッシュである。構
造体は、建物全体の揺れや床・壁の遮音・振動の低
減に有効なＲＣ造が採用されている。使用する超高
強度コンクリート使用柱部材の構造性能把握 8) や施
工時の高品質管理技術が提案されている9)。
土木構造物においても、最近性能設計が取り入れら
れている。トンネル用セグメントの耐火性能も評価
項目の一つであり、当社施工物件での実適用を紹介
している10)。
4.3　安心できる暮らしを提供できる技術
近年大きく社会問題化しているものに土壌・地下水
汚染がある。2003 年に土壌汚染対策法が施行され
た。法の基本理念は、拡大抑制管理であり汚染土の
除去、覆土や遮水壁の設置が要求されている。土壌
汚染の除去対策として、当社では土壌ガス吸引法や
透過性浄化壁工法を開発し、多くの実績がある。最
近では自然界に存在する安全な微生物を利用する浄
化にも取組んでおり、シアンの分解 11)、白色腐朽菌
によるダイオキシンや PCBの分解12) および BTEX
ガスの分解13) 等の技術を開発している。　
空気汚染では、室内空気汚染による健康障害が顕在化し
てきている。新築・リニューアル時に国の指針値を守る
ためには、前もって予測する必要がある。室内 VOCs
濃度を長期的に予測する手法を提案している14)。
一方社会は、高齢化の一途をたどっている。高齢者
が安心して暮らす為に、福祉施設を対象とした
RFID 技術の適用実験を行なっている15)。

5.　おわりに
安全・安心の定義、災害の種類および建設分野に関
わる安全・安心な社会の構築ために自然災害と環境
汚染の現状と将来予測を示した。最後に、当社の取
組みとして本号に掲載の主な対策技術を紹介した。　
当社は、「人がいきいきとする環境を創造する」こと
を企業使命とし、「人と自然との関係を大切にする」
という経営姿勢のもと、建設活動等を通じて良質な
社会資本の形成に貢献することを掲げている。その
主旨のもと、技術センターでは、「環境の保全と創造」
に向けた技術や、新設あるいは既存施設・構造物等
の減災化技術の研究開発に取り組んでいる。
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