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1. はじめに
　未曾有の被害となった東日本大震災の発生から 1 年半余りが

経過した。特に被害が激甚であった東北三県の被災地では，イ

ンフラの復旧，震災瓦礫の処理，除染が粛々と続くなか，復興・

再生へ向けた様々な取組みが行われつつある。一方，以前から

大地震発生の切迫性が指摘されてきた首都圏や西日本太平洋沿

岸域では，そのことの現実味が否応なく増し，防災・減災の備

えが急がれている。ほかにも日本は今，エネルギー政策の見直し，

グリーン社会の実現，地域社会の復活など，多くの課題を抱え

ている。

　こうした厳しい状況を乗り越え，東日本大震災以前よりも魅

力的で活力にあふれる国家として再生しようと，日本再生の戦

略が打ち出された1)。また折しも，「レジリエンス」あるいは「レ

ジリエント」という語が，いろいろな意味で日本を強くすると

いう文脈の中のキーワードとして広まっている。

　今号の大成建設技術センター報では，この語を借りて，「レジ

リエントなまちづくりに応える技術」と題した特集を組んだ。

前号の特集「平成 23年東北地方太平洋沖地震 被害概要と予測・

対策技術」で，当社の研究開発になる地震対策技術の数々を紹

介したが，今号ではそれを引き継ぎ，大震災からの復興と，災

害に強く持続可能な日本の再生（レジリエントなまちづくり）

につながる研究開発の取組みを紹介したい。

2. 「レジリエント」をめぐって
　初めに，「レジリエント」の意味であるが，” 弾力性がある”，” 回

復力がある”，という説明もあれば，” しなやかで強い”，” 強靭な”

などとも言われる。それぞれでニュアンスがだいぶ違うが，案

外どれも同じようなことを言っているようでもある。本題に入

る前に，この語の意味と周辺事情を整理しておきたい。

　このカタカナ語が日本で広まったのは，比較的最近のことで

ある。「現代用語の基礎知識」を調べてみると，初めて採録され

たのは 2006 年版である。巻末の最新カタカナ・略語辞典に，「レ

ジリエント▽弾力的な，柔軟な。」と説明された（このカタカナ

語としての説明は 2012 年版に至るまで変わっていない）。それ

が用語として独立の項が設けられたのは，2011 年版である。

心理学ジャンルの「子どもの心理学」の項に，レジリエンスと  

して，” 原義は物性の弾力，復元力を指すが，転じて心の弾力性，

回復力を指す。…以下略” 2) という解説がなされた。2012 年版

ではジャンル名がメンタルヘルスに代わり，” 困難な状況にもか

かわらずうまく適応できる力のこと” で，ストレスと関連した

脆弱性に対する概念だとされている3)。

　そこで，改めて元の英語の意味を，権威ある英語辞典と言わ

れているオックスフォード英語辞典に当たってみると，次のよ

うに説明されている。

Resilient: 1. Returning to the original position; springing back, 

recoiling, etc.  2. Resuming the original shape or position after 

being bent, compressed, or stretched.  3. Of persons, their minds, 

etc.: Rising readily again after being depressed. 4) 

　確かに，力を受けて一旦変形してもその力が取り除かれれば

元の形に戻る，ゴムのような高い弾性，柳の枝のようなしなや

かさといった機械的性質をいうほか，落胆状態からの立ち直り

が速いという精神面での特質もいう単語である。後者の意味が

心理学の分野で術語になっていることは上述したとおりである。

物性面に関しては，土木建築の分野では聞かないが，ゴムの分

野で反発弾性（rebound resilience）5) という指標が，繊維の

分野で生地の「風合い」を測定する項目（KES 評価システム）

の中に引張／圧縮レジリエンスという指標 6) が，それぞれ材料

の変形からの回復性を表す尺度として使われている。ちなみに

類語辞典で resilient を引くと，同義語に elasitic，flexible，

buoyant などが，反意語に rigid，stiff などが，それぞれ挙がっ

ている7)。

　こうみてくると，英語の resilient は，大きく変形させても痕

が残らずに元の形に戻る（精神面でも），というのが本義であっ

て，フィジカルに強い，少なくとも剛強なという意味合いはな

い（むしろその反意語である）。しかし，今見聞きする「レジリ

エント」は，回復性に優れているという好ましい特質が物心両

方の意味での強さとして感受されたのか，「強い」が前面に出さ

れて使われているように思われる。丁寧に言うのであれば，「外

力や脅威を受けたとき，ビクともしないような強さではなく，

むしろ一時的に影響を受けるには受けるが，それで潰されるこ

となく直ぐに元の状態に回復する優れた特質，すなわち強さを

もっている」とでもなろうか。たびたびの自然災害や戦災から

立ち直ってきた日本人にとっても受け入れやすい，深い含意の   
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ある語ではある。しかし，これに対応する日本語は何であろうか。

冒頭に挙げたようにいろいろと訳語もあるが，残念ながらズバ

リというものはなさそうで，このままレジリエント，レジリエ

ンスというカタカナ語で定着するのではないだろうか。

　この語が最近急速に広まった背景に，昨年の東日本大震災の

衝撃があるのは間違いない。国難とまで言われた震災からの復

興，これから立ち向かわなければならないいくつもの想定地震，

気候変動への対応，エネルギーの供給確保，情報通信網の強化，

等々に関する議論の中で，随所に目にするようになった。しかし，

それ以前から，下地はできていたと考えられる。それは大きく

言えば，「安全・安心な社会」を希求する近年の大きな潮流である。

その中で，表面に出る言葉にこそなっていなかったが，現状社

会の「脆弱性」の反対概念として既に意識されていたものが，

ここへ来てこの適語を得たと言えるのではないか。特にここ数

年来，公的機関や企業が BCP（Business Continuity Plan：事

業継続計画）に取り組んだことが大きい。BCPの目的は，将に「レ

ジリエント体質」を目指すことにほかならないからである。また，

自然災害に対する備えとして，従来はハード対策を主体にして

災害を発生させない「防災」の考え方だったのが，最近は，災

害の発生は防ぎ切れないとしてもハードとソフトの対策をうま

く組み合わせて被害を最小限に抑えようとする「減災」の考え

方にシフトしつつある。レジリエンスの広まりは，これにも同

期しているように思われる。

　こうしてレジリエンスは，今や心理学分野だけでなく各方面

で，脆弱性の反対概念を表わす述語として一般化しつつある。

ただ，文献 8 におけるいくつかの記事などからも，その定義は

分野ごとに異なることが窺える。本章の締めくくりとして，以

下に，本特集に関連する分野における定義付けや説明を数例紹

介する。

　日本学術会議が 2012 年 5 月に野田首相に手交した「G8 サ

ミットに向けた共同声明」のうちの「災害に対するレジリエン

ス（回復力）の構築」という文書では，災害に対するレジリエ

ンスを，” システムおよびその構成部分が重大なショックによる

影響を適時かつ効率的に予測し，吸収し，対応し，あるいはそ

こから回復することが可能であること” と定義している9)。

　これに関連して，「社会の災害レジリエンスの強化」をミッショ

ンとして調査研究活動を行っている米国の地震工学研究の学際組

織 MCEER（Multidisciplinary Center for Earthquake 

Engineering Research）によれば，災害レジリエンスは，重要

インフラの損傷確率の低減，損傷に起因する総被害の縮小，災

害前の機能への回復時間の短縮，の 3 つによって特徴づけられ

る。また，Robustness，Redundancy，Rapidity，Resourcefulness の

「4 つの R」が，災害レジリエンスの基本要素だとしている 10)。

初めの 3 つはそれぞれ，頑強性，冗長性，迅速性と訳される。

Resourcefulness はあまり聞かない言葉であるが，人・モノ・

金などの有効資源を動員してやり繰りする能力のことである。

　国づくりという視点からの定義では，産業競争力懇談会が「レ

ジリエントエコノミーの構築」という政策提言の中で，レジリ

エンスを” リスクが顕在化し社会システムや事業の全部あるい

　

は一部の機能が停止しても，全体として機能を速やかに回復で

きるしなやかな強靭さ” と捉えている11)。

　最後に，強靭さという点で，京都大学レジリエンス研究ユニッ

トの藤井聡教授は，東日本大震災後の日本の進むべき道を論ず

る著書の中で，上述の MCEER と同じく，①致命傷を受けない，

②被害を最小化する，③すぐに回復する，をレジリエンスの 3

条件としている。そして，日本がレジリエンスを獲得するため

には，東日本大震災からの復興が第一であり，さらにこれから

起こる巨大地震等を乗り越えるために列島の強靭化を強力に推

し進める必要があるとして，防災・減災のためのインフラ対策

ほか，8策を提唱している12)。　

3. レジリエントなまちづくり
　さて，この特集テーマは「レジリエントなまちづくりに応え

る技術」である。レジリエントなまち，レジリエントな社会とは，

どういうものであろうか。前章で整理したレジリエントの概念

にしたがえば，その社会の外部から脅威がもたらされても，あ

るいは内発的な異常事態が発生しても，ほとんど影響を受けな

いか，影響があったとしても限定的に抑えられて深刻な事態に

は至らず，直ちに復元力が働いて回復する，そういう耐性や回

復の仕組みが，また災害にめげずに立ち向かう精神風土が，備

わった都市であり社会であろう。

　この外部からの脅威には，地震，津波，台風，集中豪雨，大雪，

火山噴火などの突発自然災害や，気候変動などの地球規模の自

然現象のほか，疫病の伝播，エネルギーや食糧や水の供給停止，

情報通信網に対するサイバー攻撃，世界的経済危機の波及，等々

が考えられる。また，内発的な異常事態としては，火災，爆発，

毒物流出などの事故や，大規模な装置やシステムのトラブルな

どが考えられる。さらに，社会インフラの老朽化も見落とすこ

とができない。防災を担う施設はもとより，道路・鉄道などの

運輸施設，電気・水道などのライフライン系施設，産業施設，

建築物などが経年劣化して脆弱化することは，即，レジリエン

スの低下につながる。人の身体で言えば動脈硬化や骨密度低下

などと同様，目に見えない「忍び寄る脅威」である。これにはまた，

現在の耐震基準以前に建設された建物，いわゆる既存不適格建

築物の問題も関係する。

　それでは，こうした脅威や異常事態に対して社会のレジリエ

ンスを高めるには，どうしていけばよいのか。問題を災害に対

するレジリエンスに限らせてもらうが，防災学のセオリー 13) が

教えるところによれば，災害の発生に至る過程は，災害をもた

らす引き金を意味する誘因と，その地域の災害に対する脆弱性

を意味する素因との相互作用による事象の連鎖としてとらえる

ことができる。災害を防ぐにはその事象の連鎖をいずれかの段

階で断ち切ることであり，それには防災施設（ハード）による

対応と防災活動（ソフト）による対応の 2種類がある。このハー

ド対応とソフト対応の具体策を，日本全体が今迫られているわ

けである。

　本特集は，大成建設技術センターが現在手掛けている研究開

発の中から，レジリエントなまちづくりに応える技術の数々を

　



特 集REPORT OF TAISEI TECHNOLOGY CENTER    2012 NO.45    01-3

紹介するものである。内容的に大きく 3 つに分けた。1 つ目は，

震災からの復興・日本再生に資する技術である。2 つ目は，こ

れからの地震に備えるための技術である。自然災害の脅威には

様々あるが，ここでは災害の影響が特に大きく，また我々が長

年続けている研究開発分野でもある地震災害を対象とした。3

つ目は，レジリエントなエネルギーシステムの実現に応える技

術である。これらを合計 16 の論文で構成した。以下に，各論

文の本テーマにおける位置付けを述べる。　

4. 震災からの復興・日本再生に資する技術
　原発事故を含めた東日本大震災で，被災地はもとより日本全

体の経済社会が激烈な打撃を受けた。引き続き地震などの脅威

にさらされている日本のレジリエンス強化のためには，まず被

災地の復興，そして日本再生が迅速に成し遂げられなければな

らないのは言うまでもない。昨年 3 月 11 日の震災発生からの

復興の動きとしては，3 か月後の 6 月に東日本大震災復興基本

法が公布・施行されるとともに，東日本大震災復興構想会議に

よる提言が出された。これらを受けて 7 月に，復興期間を 10

年間，当初の 5 年間を集中復興期間とするなどの復興の基本方

針が策定された。そして本年 2 月に内閣に復興庁が設置され，

各種の復興事業の総合調整事務などを担っている。被災自治体

も相次いで，それぞれの地域の実情に即した復興計画を策定し，

具体の施策や事業に取り組んでいるところである。

　今回の特集で，震災からの復興・再生に資する技術として取

り上げたのは，次の 5編である。

  02：木質材のチップ化に先立つ表面除染方法の検討

  03：東日本大震災で発生したコンクリートがれきの有効利用
　　　技術の開発

  04：津波シェルターの開発

  05：立体都市広場の架構計画および施工

  06：郊外既存団地の上層階を地場産業施設にコンバージョン
　　　することによる地域再生の提案

　震災復興に当たって現在大きな課題となっているものに，原

子力発電所の事故で放射能汚染された土壌，建物，草木などの

除染と，地震・津波により大量に発生した災害廃棄物の処理（有

効利用）がある。いずれの問題も，対象域が広大で処理量が膨

大なことから，技術力，調達力，マネジメント力などの総合力

を有するゼネコンの手腕が期待されている。前に紹介した

resourcefulness に当たるものと言える。

　除染について，環境省は本年 1 月にロードマップを公表した
14)。それによると，除染モデル実証事業および役場・公民館等

の公的施設や常磐自動車道や上下水道等のインフラ施設の先行

除染で得られる知見を活用しつつ，本格除染を進めるとされて

いる。しかし，これまでに経験がない事業であるだけに，効果的・

効率的・低コストな除染手法，除染除去物の減容化，除去物の

運搬・保管・貯蔵方法など，技術的課題は多い。論文 02 は，

そうした除染手法に関わる研究報告である。これは，伐採樹木

や木質系がれきの表面に特殊固化材を塗布し，その固化後に破

砕して木材チップを分画することにより，固化材に移動した放  

　　

射性セシウムを除くと同時に除染された木材チップを回収する

というものである。特殊固化材を立木に塗布して剥ぎ取ること

で，樹木を伐採することなく除染できる可能性がある。

　災害廃棄物処理に関しては，過去に阪神・淡路大震災（1995

年 1 月，発生量約 2,000 万トン），新潟県中越地震（2004 年，

発生量 26 万 5 千トン）などの事例がある。また，今後首都直

下地震が起こったときには，9,600 万トン（東京ドーム 77杯分）

の震災廃棄物が発生するとの推計 15) があり，この深刻な問題に

対して処理方法等に関する提言 16) などもなされている。今回の

東日本大震災における災害廃棄物，津波堆積物の発生量の推計

はそれぞれ 1,802 万トン，956 万トンである17)。津波被害によ

るものがほとんどであるために，多様な種類の物が混ざりしか

も海水を被って塩分が高いこと，一部に放射能汚染された廃棄

物があること，などがこれまでにない特徴である。平成 26 年 3

月までに処理を終えることが目標とされているが，撤去は進ん

でいるものの処理・処分割合は，平成 24 年 8 月末現在，災害

廃棄物が25％，津波堆積物が8％に止まっている17)。論文03は，

この災害廃棄物の処理・処分に資する技術開発への取組みであ

る。300 万トンを超えるとみられるコンクリートがれきを，費

用と労力をあまりかけずに，盛土材や護岸内部材など向けに大

量に有効活用していく道を拓くための実験成果を報告する。

　今回の被災地の復興計画においても，また海岸をもつ一般の

自治体の防災計画においても，今後の津波対策が見直しを迫ら

れている。津波に対しては，防潮堤などの「防ぐ対策」では対

応しきれない場合も多く，「逃げる対策」の重要性が認識された。

そして，我が国の防災分野の最上位計画である防災基本計画が

昨年 12月に修正されて，「津波災害対策編」が新たに追加され，

津波避難ビルや避難路の整備など，最大クラスの津波に対する

住民の生命確保のための対策を講じることが盛り込まれた 18)。

これを受けて各自治体は地域防災計画の見直しを進めており，

例えば徳島県は，津波災害予防対策の中に，周囲に高台等がな

い地域では津波避難ビルやタワー等の整備・指定を進めること

などを謳っている 19)。論文 04 は，そうした津波避難施設であ

る「津波シェルター」（図 -1 参照）を提案するものである。そ

の構造を提示するだけでなく，流体数値解析を駆使して，遡上

してきた津波から受ける波力の推計や，津波漂流物の挙動を考

えた立地場所の選定まで検討している。

　

図 -1　津波シェルターの提案
Fig. 1  A proposal of tsunami shelter  
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　津波以外でも，都市計画において防災の配慮は欠かせない。

論文 05 では，都心の駅周辺区域の都市再生事業の中で，高層

ビルおよび立体都市広場を計画した事例を紹介している。そこ

では，災害時に人々が集中する立体広場の設計において，超高

強度コンクリートを使用した細柱と梁を組み合わせた架構を採

用することにより，高い構造安全性と視界がよく開けた余裕の

ある空間の確保を実現することができた。規模の大きい地震の

際に駅周辺を人々が埋め尽くすように集まる状況は，既に何度

か経験していることである。このような構造計画は大いに参考

になろう。

　論文 06 は，日本再生の方策の一つとしての検討である。

1970 年代からの地価高騰に伴って郊外に建築された団地は現

在，交通の便の悪さから人気がなく，新たな入居がないために

空室が増加するとともに高齢化が進んでいる。こうした郊外型

団地の活性化と地場産業の振興を同時に図ることを目的として

考えたのが，上層階を事業所にコンバージョン（用途転換）す

ることである。これを実際の団地を例にして，建物の改修計画

や事業性についてケーススタディした結果を紹介している。

5.　これからの地震に備えるための技術
　東日本大震災を引き起こした 2011 年東北地方太平洋沖地震

は，震源域の広がりと M9.0 という規模の点では想定外の地震

であったが，宮城県沖や三陸沖で非常に高い確率で地震が起こ

ることは以前から予測されていた。同じように，今世紀前半中

に発生する確率が高いとされているのが，南海トラフ沿いに想

定される超巨大地震と，首都圏直下を震源とする M7 クラスの

地震である。

　前者については，東海・東南海・南海の 3 つの地震の連動の可

能性が言われていたが，昨年の地震後は日向灘や南海トラフ海溝

寄りの震源域も加えた 4 連動地震，5 連動地震も議論された。発

生しうる最大クラスの津波断層としてはマグニチュード 9.1，被

害想定の最悪のケースでは死者が 32万 3千人に上るという20)。

　後者の首都直下地震に関しては，中央防災会議が 2005 年に，

首都直下で発生が予想される地震像を検討するとともに，発生

した場合に想定される被害の予測を行った。そして，都心部直

下での発生を想定した東京湾北部地震（マグニチュード 7.3）

では，発生時の気象等の条件によっては，死者約 11,000 人，

直接・間接の経済被害額約 112 兆円になるとの予測結果を公表

した 15)。しかしその後の地震研究の進展で，首都圏で起こる地

震の深さ（プレート境界面）がこれまで考えられてきたよりも

10km 程度浅くなるとの知見など 21) が得られ，現在，中央防災

会議において東京湾北部地震等の地震像の見直しと新たな被害

想定の検討が行われている22)。

　どちらの地震が起こっても日本の経済社会が受ける影響が莫

大になるのは必至で，そうした危機意識が広く国民に浸透し，

各方面で様々な対策が推し進められているところではある。当

技術センターは，国づくり・まちづくりに携わる総合建設会社

の研究開発部門として，建設分野の地震防災に関わるハードお

よびソフト技術の研究開発に多くの実績がある。前号（大成建

　

設技術センター報第 44 号）では，特集「平成 23 年東北地方太

平洋沖地震 被害概要と予測・対策技術」の中で，以下のような

地震対策関連技術を紹介した。

　・地震動シミュレーション

　・免震・制振建物の効果

　・半導体製造装置向け機器免震装置

　・地震・風観測モニタリングシステム

　・既存超高層建物の長周期地震動対策

　・エネルギー吸収集約型制振システム

　・建築デザインに配慮した鉄骨系耐震補強工法

　・耐震性に優れた大規模天井工法

　・生産施設向け地震防災システム

　・後施工プレート定着型せん断補強鉄筋

　・地盤の液状化解析

　・液状化対策としての地盤改良工法

　・液状化地盤上の盛土耐震補強工法

　・津波の伝播シミュレーション

　・地震リスク評価システム

　・津波による内水氾濫の解析技術

　・津波浸水を受けた農地の除塩対策方法

　・無人化施工システム

　本号の特集では，これからの地震に備えるための技術として，

次の 7 編の論文を掲載したので，前号と合わせて是非活用して

いただきたい。

　07：首都圏における地震動予測

　08：長周期地震動に対する鋼構造柱梁接合部の耐震性能

　09：自動倉庫ラック制振に関する解析的検討

　10：修復可能な耐震ジョイントの開発

　11：液状化地盤上の盛土耐震補強技術の開発（その 3）

　12：直接基礎の上載圧を利用した液状化対策の開発

　13：地中拡翼型の地盤撹拌改良工法の開発

　論文07は，前述の首都直下地震について検討したものである。

プレート境界が浅くなったことを踏まえ，東京湾北部地震が発

生した場合の首都圏主要都市に予想される地震動をシミュレー

トした。また，これによる建物被害率についても考察している。

　大規模な地震が発生したときの地震動に関して，周期が数秒

から十数秒の長周期地震動の問題が指摘されている。2011 年

東北地方太平洋沖地震でも，東京だけでなく震源から遠く離れ

た大阪に建つ超高層ビルまでが長周期地震動によって大きく揺

れた。論文 08 は，超高層ビルの鉄骨梁・柱接合部が，長周期

地震動によって繰り返し変形を受けた場合の限界性能を，実大

規模の試験体の載荷実験を行って調べたものである。南海トラ

フ沿いの超巨大地震が発生した場合にも各地で長周期地震動の

影響が出ると予想されており，既存の超高層ビルの長周期地震

動対策も始まっている23)。

　論文 09 は，大地震の際に立体自動倉庫のラックの保管物

が落下する被害を抑える対策に関するものである。2011 年

東北地方太平洋沖地震ではラックに多層に積み上げた保管物

の荷崩れが起き，復旧に時間を要した例も見られたが，これま
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　論文 12 は，中低層建物向けの経済的な液状化対策工法の開

発を目指した研究である。基礎地盤を格子状に地盤改良するこ

とと，建物の自重を有効に地盤の抑えに使うことを組み合わせ

て，従来の格子状地盤改良工法よりも低コストの対策にしてい

る。大型の土槽を用いた振動台実験を行って，その効果を検証

した。

　上の 2 つの新技術では，それぞれに基礎地盤に改良体を造成

する工事工程があるが，論文 13 はそうした地盤改良工法の高

度化を図るための技術開発である。更地はもとより，既に建っ

ている構造物の直下地盤であっても，直径 1.2m の円柱状の改

良体を自在に造成する技術である。こうした地盤改良は，大型

の施工機械を使う従来の機械式攪拌工法ではできなかったが，

地中で開閉ができる特殊な先端攪拌翼の開発と汎用掘削機械と

で実現した。論文ではその実証実験の成果を報告している。

6. レジリエントなエネルギーシステムの実現に応え
　 る技術
　エネルギーは国民生活や経済活動の基盤であり，その供給・

利用の全体システムのレジリエンスが国や地域のレジリエンス

に直結することは言うまでもない。そして，エネルギー政策の

基本は，安定供給の確保（energy security），環境への適合

（environment），経済効率性（economic efficiency）の 3E の

実現を図ること 25)（今回の震災の後に安全性確保の Safety が

加わり S+3E）とされており，レジリエンス＝安定供給の確保

には，安全性，経済性とともに，環境への配慮の問題を切り離

して考えることができない。すなわち，省エネ，低炭素化の推

進と一体的に取り組むべき問題である。

　これを受けてこの数年，動き始めているのが，スマートコミュ

ニティ（スマートシティ）構想である。これは，現在の大規模

集中型の電力システムにおける硬直性・脆弱性から脱却して，

地域ごとへの小規模分散化と IT 技術による自律的運用制御に

よって，地域内で自然エネルギー等で創る電力を含めた電力供

給と需要を調整しながら安定供給すると同時に，市民生活の質

を損なうことなく効果的な省エネ・CO2 排出抑制も実現させる

というものである。これにはスマートグリッド（賢い送電網）

や蓄電池のほか，太陽光発電などの創エネ技術，住宅・ビル・工場・

地域の各単位でのエネルギー・マネジメントシステム，等々，

多くの技術的課題があるが，次世代エネルギー・社会システム

として注目されている。

　こうしたレジリエントなエネルギーシステムの実現に応える

技術として本特集で取り上げたのは，次の 4編である。

　14：技術センター スマートコミュニティ計画

　15：日射環境から建物形状を決定するシミュレーション技術
　　　 の開発

　16：低炭素街区シミュレータ® による建物内外の環境・エネ
　　　 ルギー解析

　17：節電時のオフィス照明環境の改善手法に関する実測調査

　論文14は，上述したスマートコミュニティへの取組みである。

経済産業省は，「次世代エネルギー・社会システム実証地域」と 

　

図 -2　液状化地盤上の盛土の耐震補強
Fig. 2  Reinforcement of existing embankment on liquefiable ground 

沈下を許容

盛土の形状を保持

改良体

盛土抑え部

液状化地盤

張 力

基礎地盤の変位

法面がはらみ出
そうとする力

で確立された対策方法がなく，有効な対策が求められている。本論

文では，マスダンパー等による制振対策について，地震応答解析に

より効果を検証している。物流分野のBCPに役立てたい。

　電力線やガス導管などのライフラインの地震対策も，レジリエ

ントなまちづくりのための最重要な課題の一つである。以前から，

例えば，各種ライフラインを地下に収める共同溝などの地中管路

の耐震設計法や耐震対策技術が開発されてきていた。地中にある

構造物は，被災すると補修するのが難しく，その復旧に時間を要

すればまち全体の機能回復もまた遅れてしまうので，耐震化の重

要性は高い。論文 10 は，そのような地中構造物の耐震化に，さ

らに加えられる技術の開発報告である。トンネル状の地中構造物

には要所に，地震時のひずみや地盤の不同沈下による変位を吸収

するための耐震ジョイントが組み込まれる。しかし，予期しない

地盤沈下や繰り返し起こる地震によって，その吸収限度に達して

しまう場合があり得る。この論文では，そうしたことを予め見込み，

地震時の修復や定期の部材交換が容易に迅速にできるように考案

した耐震ジョイントを紹介している。普段目に見えない地味な部

分ではあるが，ライフラインのレジリエンスにはこうした細部の

手当てが奏功するに違いない。

　論文 11，12，13 は，地盤液状化への対策技術に関する論文で

ある。2011 年東北地方太平洋沖地震で，茨城県，千葉県，東京湾

臨海部など広域にわたる世界最大規模の液状化現象が起こり，建物

や事業所施設が沈下・傾斜するなどの大被害が出たのは周知のとお

りである。そして，過去の地震でもそうであったが，液状化対策を

してあったかしてなかったかで，被害程度が歴然と違うことも明白

になった24)。地盤が液状化しないようにする対策には，既に数多く

の工法が開発されている。しかし，一般に相当な工事費となり，また，

新設の工事には使えるが既存施設の直下地盤には適用できないとい

う工法が多い。そのため，経済的な工法，既存施設向けの工法の開

発が大きな課題となっている。

　論文 11 は，道路や鉄道の既存の盛土を対象とした液状化対策工

法の開発に関するものである（図 -2参照）。この工法は，液状化し

そうな基礎地盤の上に既に築造されている盛土を守る目的で開発さ

れた。その開発思想は，多額の費用をかけて基礎地盤の液状化を阻

止するのではなく，より安い費用の方策で盛土体の崩壊を抑え天端

の平坦性を保つことにより，基礎地盤が液状化して盛土が多少沈下

することは許容しつつ盛土に求められている機能を維持させる，と

いうものである。大地震に対して，必要な機能を果たせる範囲で軽

微な沈下を許すかわりに工事コストを抑えるという，費用対効果を

考えた工法である。前報までに 2回紹介したが，今号ではさらなる

研究の進展を紹介している。
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して，2010 年 4 月，横浜市など 4 地域を選定した。当社はこ

のうち横浜市による「横浜スマートシティプロジェクト」

（YSCP）26) に関して，市内にある当技術センターにおいて，次

世代 BEMS（ビル・エネルギー・マネジメント・システム）の

実証事業を㈱東芝と共同実施しているところである。本論文で，

その取組みについて紹介する。

　スマートコミュニティにおけるビルのエネルギー利用の最適化

や ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）を目指す技術，また，低炭素

型街区の計画を支援する技術として，論文15と 16を採り上げた。

こうした建築・街区計画は，日射や風の動きや植栽の影響，太陽

光発電電力量などの年間を通じた変化を把握しながら検討する必

要がある。論文 15 は，建物の 3 次元的形状によって，日射によ

る空調負荷（エネルギー消費）と太陽光発電電力量・太陽熱集熱

量（創エネ）がそれぞれどう変化するかをシミュレートする技術

である。これにより，省エネビルの設計に際し，省エネと創エネ

の双方から最適な建物形状を検討できる。論文 16 では，そのよ

うな解析を数百 m 四方規模の街区にまで広げ（図 -3 参照），建物

群や植栽まで含めた街区全体の気流および日射を 1 時間毎 365 日

にわたって解析するとともに建物の年間消費エネルギーを算出す

る「低炭素街区シミュレータ®」を開発している。これにより，快

適性と低炭素社会とを両立させる建築・街区計画の提案ができる。

　論文 17 は，オフィスの節電対策としての照明の間引き点灯

および照度引き下げに関して，照明環境の質を落とさないよう

に改善する手法を検討したものである。輝度が低い天井面に布

を設置して輝度を上げる，間引き点灯する照明に拡散カバーを

取り付けて机上面照度の均斉度を上げる，といった改善策によ

り，電力使用量を抑えつつ執務者の満足感や明るさ感を保つこ

とができることがわかった。

7. おわりに
　「レジリエントなまちづくり」と「安全・安心なまちづくり」。

同じようにも思えるが，どう違うだろうか。「安全・安心・・・」は，

求めていることが大変分かりやすい。その一方，守備範囲が広

大であるし，達成水準に欲を言えばきりがない。それくらい大

きい理念的な目標である。それに対して「レジリエント・・・」は，

（本稿での捉え方でいえば）事が起こっても直ぐに回復するとい  

う具体性のある達成イメージが根底にあるだけに，安全・安心

と同根ではあるが，より具体的で実践的な目標であると言える

のではないか。そういう意味で，「安全・安心なまちづくり」の

実現のための一つの基本戦略として「レジリエントなまちづく

り」が位置付けられるかもしれない。

　東日本大震災の衝撃から 1 年半余り。被災地の 1 日も早い復

興・再生を果たして，日本がこれまでにも示して来た高いレジ

リエンスを示すとともに，想定地震をはじめとする今後の災害

に備えて要所のレジリエンスをさらに強化していくことが待っ

たなしの必達課題であるのは，今，日本全体が共通に認識して

いるところであろう。本特集が大方の参考になれば幸いである。

われわれ大成建設技術センターは，建設技術の専門家集団とし

て，レジリエントなまちづくりに応える技術を，これからも数

多く創り出し，提案していきます。

中庭
A棟

中庭

A棟

図 -3　低炭素街区シミュレータ ®による解析領域例
Fig. 3  An example of analysis region for the low-carbon district simulator
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