
第29回AF-Forum 
「地球温暖化により激しくなる豪雨と都市計画・土木・建築」 
 
 

日   時：2019年8月21日（水）17：30～ 
場   所：A-Forum 
参加費：2000円（懇親会、資料代） 

コーディネーター：和田章 
パネリスト：浅岡 顕（名古屋大学名誉教授）、田村和夫（元千葉工業大学教授） 
 
 
 １８世紀後半にイギリスで始まった産業革命は人々の生活と社会の活動を大きく
変え、夢を実現してきました。しかし２００年が過ぎた頃から、同じようには進め
られないことを賢者が指摘し始めました。具体的には、１９７２年の「成長の限
界」、１９９２年の「環境と開発に関するリオ宣言」、２０１５年の「パリ協定」
など、わがままな人間活動が地球や人々に悪い影響をもたらすことを指摘していま
す。 
 
 今年は７月に入っても涼しい日が続き安心していましたが、７月２１日には西日
本に豪雨があり不安です。昨年の夏は大変な猛暑と水害に見舞われ、ほとんどの日
本人が地球温暖化を実感し、気象の研究者も偏西風の流れ、海水の温度上昇などを
含めて、気象が荒くなるのは当然だと指摘しています。 
 
 東日本大震災の大津波の惨状に限らず、昨年の西日本豪雨などの豪雨災害を見て、
これらの災害を減じるためには、国土計画、都市計画から見直さねばならないこと、
防潮堤、土盛り、堤防の建設が終わって白地図ができてから、まち作りや建築を考
える方法ではなく、その地の人口、暮らし方を含めて、都市計画・土木工事・建築
を総合的に考えるべきと考えます。 
 
 このテーマは一度の議論で解決できるほど容易ではありませんが、このたびの
フォーラムでは、名古屋大学の名誉教授：浅岡顕先生に土木工学の立場から３０分、
元千葉工業大学教授：田村和夫先生に建築の立場から３０分の問題提起をしていた
だき、その後１時間ほど、議論を深めたいと思います。 
 
１）「豪雨と地震に対する、大都市に共通の脆弱性」 

浅岡 顕（名古屋大学名誉教授） 
２）「気象現象が激化する時代における地域・建築の洪水リスクと備えを考える」 

田村和夫（元千葉工業大学教授） 
 
 日常的なお仕事は、建築設計・構造設計をされている方が多いと思いますが、都
市計画の問題、土木工事の問題、建築工事の問題を一緒に考える機会にしたいと思
います。多くの方々のご参集を期待いたします。 
 

和田 章 
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気象災害の防災に関する建築分野の課題と対策（構造技術者の視点から） 
Issues and Countermeasures in Architectural Field on Weather-related Disaster Prevention 

 
田村和夫 1) 

Kazuo Tamura 
 
1) 建築都市耐震研究所，博士（工学）（tamkaz.kento@ninus.ocn.ne.jp） 
 Seismic Design Laboratory, Dr. Eng 
 
本報では、気象災害、特に洪水を主な対象として、建築分野における防災に関わる課題と対策を述べた。まず河川堤

防を中心とする治水上の課題を指摘した上で、過去の水塚の例を引き合いにして木造家屋の洪水対策を整理して記述

し、浸水深レベル別に行う洪水対策の考え方を提案した。また、洪水リスクの高い地域における非木造建物の活用を

提案し、ピロティ＋免震構造により、浸水対策と地震対策の両方を実現する方法を示した。さらにこれらを踏まえて

建築分野で進めるべき課題として、(1) 洪水や高潮などのリスクを学ぶべきこと、(2) 建物における洪水対応構工法の

具体的なディテールを含めて整理してさらに充実すべきこと、(3) 地域の洪水リスクや環境に応じた建物の洪水対応

設計法を整備すべきこと、(4) 建築分野における各種の対策を、河川流域のインフラの整備と併せて総合的な防災施

策につなげられるようにすること、また長期的には地域計画や都市計画に反映していくべきこと、などを述べた。 
 

気象災害，洪水，防災，減災，耐水建築，建築構造 
Weather-related disaster, Flood, Disaster prevention, Disaster reduction, Water resistant construction, Building structure 

 
1． はじめに 
 日本は、狭い国土で平野部が少なく、台風の通路に当

たり、地震や火山活動も盛んな、自然災害の多い国であ

る。過去に多くの災害を経験しながら、少しずつ防災の

取組みを進めてきた。これにより一定の災害低減効果が

得られ、自然災害による被害は減少してきた。しかし近

年、地球温暖化の進行につれ、わが国の気象現象は激化

しており、最近でも 2015 年の関東・東北豪雨災害、2017
年の九州北部豪雨災害、2018 年の西日本豪雨災害など、

毎年のように豪雨に起因する災害が発生している。河川

の堤防が決壊する事例も多く、周辺地域に大きな被害を

及ぼす事例が増えている。洪水への対策としては、河川

堤防の補強整備や遊水地の整備などによる対策が進めら

れているが、一方で日本各地で治水能力を超える豪雨に

よる水災害が頻発している。また、避難のための警報の

発信が行われ、豪雨が予想される場合には、危険地域の

人々に早期避難を呼びかけるための方策が講じられつつ

ある。 
 建築分野では、自治体から発表されているハザードマ

ップを参照しつつ、浸水対応のための対策を施す設計が、

案件ごとに行われている。近年の災害発生を機に、地下

部への浸水も考慮した設計も行われるようになってきて

いる 1）。しかし一般の家屋については、その建設地の洪

水リスクをそれほど意識せずに建てられ、特別な洪水対

策をしていない場合が一般的である。建築分野の技術者

も、建設地の自然環境がどのようなもので、豪雨に対し

てどのようなリスクがあるのかを十分に理解していない

場合が多いのではないだろうか。このような状況に対し

て地域として総合的に防災の対応をするために、地域住

人の最後の砦である住みかを扱っている建築分野でも、

単に河川インフラによって守られている結果としての周

辺環境を前提として建築物の設計を行うのではなく、積

極的に地域の安全性向上のための建築分野における取組

みを考えていくべき時期に来ている。 
 ここでは、わが国の洪水リスクに対する課題を建築構

造技術者の視点から捉え、今後進めていくべきことを提

案したい。 
 
2． わが国の洪水のリスク 
2.1 わが国の河川の治水と現状 
 昔から、河川の治水・利水は、わが国の大きな課題で

あった。河川の氾濫、洪水を経験しながら、河川堤防の

整備などにより河川流路を固定し、周辺地域の洪水リス

クを低くする努力が進められてきた。河川堤防は、陸域

に降る雨水などの海までの流路を固定し、周辺に洪水に

よる被害を生じさないようにし、飲料水や農業用水とし

ての利用にも資するインフラである。かつては品物の運

搬にも多く利用されていた。 
 河川堤防を整備することで、従来頻繁に発生していた

洪水は減るが、より激しい降雨があると、その状況によ

っては別な場所に洪水が発生することもあり、さらに堤

防を高くする工事が行なわれる、ということを繰り返し

てきた。（図 1参照） 
堤防を高く大きくする工事は、河川の流路全体で同時

に行うことはできず、長い年月をかけて少しずつ進めら

れることになる。また豪雨が河川流路に及ぼす影響は、

降る雨の量や時間、場所によって大きく異なる。従って、

一部の堤防が高くなっている状況で、雨の降り方によっ



ては、流域における洪水の危険性が高くなる場所が異な

り、越水時、破堤時に対する備えの薄い地域に被害を及

ぼす可能性がある。特定地域の河川堤防を高くすると、

他の地域の洪水リスクが高まるため、昔は堤防の高さを

巡る地域間の争いも多かったと言われている。 
また、河川では、一般に上流より水だけでなく土砂も

下流に運ばれてくるため、次第に河川底のレベルは高く

なる傾向にある。これにより越水リスクが増大するため、

川底を浚渫したり、堤防をより高くしたりする工事が行

われる。放っておくと経年により河川の治水能力は低下

していくのである。河川では流域の最も弱いところから

越水・破堤するため、上流から下流までの全体に対して

堤防を整備しなければならない。このためのコストは莫

大なものになり、しかも維持管理も行っていかなければ

効果は維持できない。 
 

図 1 洪水と堤防（イメージ図） 
 
 このような堤防設置は、洪水のリスクを低減する効果

がある反面、逆にリスクを増大させる一面もあることに

注意が必要である。 
豪雨のない平時には、一見剛強で大きな堤防の存在に

より、越水や破堤が発生する状況が想像できなくなり、

洪水対策が疎かになる地域が出てくる。河川流域周辺の

低地で地価が低い場所に、ますます住宅が集まり、従来

にない激しい豪雨により一度越水や破堤が起こると、非

常に大きな被害を及ぼすことが起こり得る。即ち、ごく

稀に発生する豪雨に対しては極めて大きな災害を生じる

環境をつくり出している。 
例えば、関東平野を流れる河川流域でも、川の水面レ

ベルが、周辺の地盤面より高い場所は多い。都内の江戸

川、荒川、隅田川流域周辺は、河川水位よりも地盤面が

低く、海面レベルよりも低いゼロメートル地帯も広く存

在し、多くの家屋がその範囲に存在している。これらの

河川下流域では、高潮による災害リスクも高く、非常に

高い危険性が内在しているのである。 

2.2 気候変動による水災害リスク増大と総合的対策 
 地球温暖化により、気候変動の影響により大型で強い

台風の襲来リスクが高まると言われている。最近の気象

現象の激化は、多くの人々が実感しているように、かな

り急激に進んでいるように思える。降雨量が 2割アップ

することで、治水安全度は 1／(2～3) になるという報告

もある。従来洪水被害がなかった地域でも、堤防が破堤

するような豪雨に見舞われることもある。今まで安全だ

ったからこれからも安全という論理は成立しない。 
このような降雨量の増大は、洪水だけでなく、河川上

流域での土石流や崖崩れなど、土砂災害を引き起こす可

能性も高める。2011 年の台風 12 号では和歌山県、奈良

県で大規模な深層崩壊を起こした。一見安定していると

感じる斜面周辺地域でも、降り続く豪雨により大きな土

砂災害が引き起こされる危険はある。また、2018 年北海

道胆振東部地震による斜面崩壊のように、水分を多量に

含んで緩んだ地盤が、地震による大きな揺れを受けて崩

れるような複合的な要因で被災する可能性も高くなる。 
 
3． 建築における洪水対策 
3.1 過去の洪水対策 
 建築に近い側での過去の洪水対策としては、洪水常襲

地域における、水塚や水屋などで呼ばれている、敷地地

盤を洪水に備えて嵩上げした建物がある。そもそも洪水

常襲地域では、洪水で運ばれる土砂により耕作に適した

土地が得られるために、河川周辺を耕作地として、耕作

地に近いところに住まいを構えたいという要求もあり、

他の地に移り住むことにはならなかったのであろう。 
 洪水常襲地域では、いろいろな知恵や工夫が見られる。

まず、洪水時に建物内への浸水を免れるために主屋を含

む敷地全体を嵩上げし、さらにより低頻度の大洪水対策

用に、敷地の一部をさらに嵩上げして災害時の倉庫や避

難場所として活用する「水塚」をつくっている。（高くし

た敷地自体が避難用のスペースとなり、建物がなくても

このスペースそのものを水塚と呼ぶこともあるようであ

 
図 2 関東平野の河川中・下流域における断面図 2）、3） 

国土交通省資料より

河川水位より地盤面が低い
ゼロメートル地帯もある

国土交通省資料より

 

①
水の流れ ⇒ 川になる
豪雨で流れが変わり、洪水になる

②
堤防をつくる
⇒ 洪水の頻度が減る

③
川底が上がる、たまに豪雨で堤防が壊れる

⇒ 堤防を高くする
⇒ 洪水の頻度が低くなり、家が集まる

非常な豪雨で堤防の弱いところが壊れると、
大きな被害になる都市ができる



る。）この水塚の建物内でも、災害時に必要で特に守りた

いものを、浸水の影響を受けにくい、より高いレベルに

置いている。 
ここには、洪水の発生頻度と、敷地地盤の嵩上げ工事

の手間や費用と日常の生活の便などを考えて、敷地全体

としての敷地レベルは過度な高さにはにせず、より大き

なレベルの洪水時には、せめて最低限の避難生活が送れ

るスペースや品物を置いておく空間を確保するという、

洪水の発生頻度別の対策レベルを設定するという考え方

が含まれている。 

洪水が発生した時には 2階に吊り上げる方式の仏壇を

設置した地域もある。また、避難用の舟（揚げ舟などと

呼ばれている）を用意して、それを洪水時に流されない

ように、収納・固定している。非常時の対応の準備をし

ているのである。 
さらに、主屋を洪水時に流出させないような工夫もし

ている。建物の構造を柱や梁からなるシンプルなものに

してあり、洪水流による水圧を受けないようにしておい

て、周辺の大河川の「堤防の決壊時には雨戸を閉めずに

逃げろ」との言い伝えを残している。ここには、氾濫流

により建物の骨組が受ける動水圧を小さくする構造を採

用した家屋設計の考え方が含まれている。 
逆に洪水規模の小さな河川氾濫に対しては、建物の室

内を守るために「雨戸を閉めて逃げろ」ということも言

っている。さらに周辺一面に浸水した状態での避難時に

は足下が見えにくくなるので、「探り棒」を用意して、足

下を探りながら避難するための準備がなされている。 
 このように、洪水の常襲地帯においては、その洪水発

生の頻繁さ故に、現代の洪水対策にも活かされるべき、

多くの工夫がなされてきた。 
 
3.2 木造家屋の洪水時発生事象 
 河川の氾濫などによる洪水では、実際にどのような事

象が生じるのであろうか。建物周辺の水かさが増してく 
ると、建物内に水が浸入してくる。まず床下に進入して

きて、次第に 1階の床上にまで上がってくる。これによ

り、床の畳や板張などが浸り、さらに壁、天井などが被

害を受ける。建物室内には、泥水が床下から床材を押し

のけて上がってきたり、壁面の隙間から侵入してきたり

する。場合によっては室内の畳などが浮き上がってくる。

水かさが急激に増してくると、建物内外の水位差が大き

くなり、建物全体に浮力が作用する。そこに激しい氾濫

流が押し寄せると、建物は耐えきれずに崩壊したり、全

体が流されたりする。 
 洪水時の建物関係の被害を表 1 に示す。人的被害、建

物の流出や構造的な被害だけでなく、構造的には被害を

免れても、浸水による仕上げ材の被害や設備機器の被害

により、建物が住めない状態になり、復旧に長期間を要

する被害に至ることがある。 
 

 洪水時に建物に作用する主な荷重を図 5に示す。建物

の被害を免れるためには、まずこれらの荷重に対して構

造体が耐える必要がある。これらに対しては、津波に関

する外力評価が参考になる。洪水時の流速や浸水深の上

昇率など水の流れに関する情報を算定式に入力すること

で、一応の評価は可能である。しかし、このような評価

法に関してはまだ実現象での確認が必ずしもきちんとで

きているわけではなく、建物の特性評価と合わせて検討

すべき課題は多い。 
河川堤防の破堤時の洪水シミュレーションを行い河川

氾濫時の流速や水深を求めて、その結果を用いて家屋の

表 1 洪水時の建物に関する被害 

 

[ 建物関連の被害 ]

人的被害

建物の流出

構造体の被害（柱、梁、筋かい、基礎、地盤など）

仕上げ材の被害（壁、床、天井、窓など）

設備の被害（機器、電気・ガス・上下水道の配線・配管）

など

 

図 3 埼玉県各地に現存する水塚の例 
 

 
図 4 洪水対策としての水塚 

主屋は盛土の上に（高頻度の氾濫で浸水させない）

倉庫・避難の建物をさらに高い地盤の上に（：水塚）
（低頻度の氾濫でも浸水させない）



倒壊・滑動の判定を行う方法により、洪水時の危険範囲

を推定することが行われている 4）。この方法では、一般

的な家屋構造を仮定した上で、割り切った考え方での構

造安全性を検討するものであるが、一定の評価は可能と

考えられる。この際、水平力に対しては、家屋の設計用

の地震力や風圧力との比較も参考になるだろう。 
一般的な 2 階建て木造家屋では、このような割り切っ

た評価では、水深 2～3mで流速が 2～3m/s 程度以上で崩

壊する結果が示されている。流速がこの程度よりも速い

場合には、滑動により耐力が決定される（図 6）。 

なお、堤防が破堤した近くにある建物には、非常に大

きな氾濫流による動水圧が作用するが、実際には建物が

力を受けるだけではない。建物を支えている地盤も水流

により土砂が流されて次第に建物を支えられない状態に

なる。最近の破堤による周辺家屋の被害には、このよう

な敷地地盤の浚われたケースも多く見られる（図 7）。 
 
3.3 木造家屋の洪水対策 
 木造家屋の各種洪水対策の例を図 8に示す。木造家屋

を洪水被害から守る方法は、大きく水を建物内に侵入さ

せない方法と、侵入して被害を受けても構造体は健全性

を保つようにして、事後に室内の水屋土砂を除去しやす

くする方法がある。どちらの方法を採用するかは、洪水

レベルの発生頻度や家屋の構造によっても異なる。 
 室内に侵入させない方法の代表的なものに、敷地の嵩

上げや、高い基礎を構築して 1 階の床レベルを引き上げ

る方法が一般的である。例えば積雪量の多い新潟県の豪

雪地帯でもこのような高い基礎の住宅は見られる（図 9）。
また、住宅を平屋ではなく 2 階建てにしておくと、1 階

の階高以下の浸水深であれば、2 階に避難スペースをと

ることができる。 
 また名古屋市のように、臨海部の高潮対策として、区

域によって建物の床高さや構造の規制を行っているとこ

ろもある。 
建物外周を止水する場合、完全に壁面や床面で止水で

きればある程度の浸水深までは効果があるが、建物内外

の水位差が大きくなると、建物には大きな浮力が作用す

るため、構造体を浮力に対しても抵抗できるように、重

量のある基礎と緊結しておく必要がある。もし、想定以

 
図 5 洪水時に建物に作用する荷重 

浮力、飽和土による水圧

静水圧

洪水流による動水圧

浮遊物による
衝撃力

 
図 6 木造家屋の倒壊等限界曲線の例 

（文献 4）からの引用） 

洪水シミュレーション結果から求めた水深と流速を基に
倒壊・滑動の判定を行う

図：洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第4版）国土交通省による

 
図 7 氾濫流により基礎地盤が浚われた建物 

（2018年西日本豪雨、倉敷市真備町） 

 
図 8 洪水に対する家屋の対策例 

敷地のかさ上げ 高床式 2階建

止水壁・塀 内壁・天井の不透
水化
設備機器を高所に

基礎への固定 水の流入・
流出孔

浸水防止対策
家屋の防護

浸水防止、避難スペース確保対策

家屋の流出防止対策
浸水後の復旧対策

浸水時の被害
低減対策

対策無し

 
図 9 鉄筋コンクリート造の高基礎を採用した建物 

  

写真：新潟県HP資料より転載

雪国における積雪対策のRC基礎壁のような
構造を普及させる方法もある



上の浸水深になり、氾濫流の流速が速くなると、このよ

うに建物外周部を止水している場合には建物が流出しや

すくなり、逆効果になる可能性がある。このような場合

には、逆に建物内に積極的に水を侵入させ、建物内外の

水位差を小さくして、流出を免れるようにする方法をと

る必要がある。ただし、この方法の場合には、室内の浸

水を前提とするために、室内の被害を最小にするための

各種の工夫が必要である。例えば壁や天井にある断熱材

が水に浸らないような止水上の工夫、被災時に仕上げ材

を交換しやすいような工法の採用、設備機器など水に弱

いものは、室内の高い位置に設置する、などの対策を併

せてとることが考えられる。 
 また、被災後に室内に入った水や土砂を室外に出しや

すくするような工夫も必要になる。排水のための孔を設

ける。土砂を搬出しやすいように床下作業をしやすいよ

うなスペースを設けておく、などを建物の構造に合わせ

て計画しておくとよい。水を建物内に侵入・排出させる

方法については、適切な具体的ディテールを考える必要

がある。 
 
3.4 木造家屋の浸水レベル別洪水対策の提案 
 前節で述べたように、家屋の洪水対策には多様なもの

が考えられるが、敷地地盤を高くすることを除いて、浸

水から逃れる完全なものはない。浸水深の発生頻度を考

慮して、浸水深別の対策レベルを採用するのが現実的と

思われる。 
 図 10 は、浸水深と再現期間の関係図上に対策レベルを

水深に重ねて描いた概念図である。この図の例では、付

近の大河川の破堤による洪水リスクは、長い再現期間の

ところで浸水深が大きくなっている。確率は低いがもし

破堤すると大きな浸水深となることを表している。また

内水氾濫による浸水は比較的頻繁に発生するが、その浸

水深はそれほど高くない。全体としては、両者を合わせ

たような曲線になる。ただし、この図は説明のためのイ

メージ図であり、破堤と内水氾濫の関係や再現期間と浸

水深の関係曲線は、個々のケースで大きく異なる可能性

があることに、注意していただきたい。 

 このように、敷地における浸水リスクを評価して、そ

れを基に、対策レベルを設定する方法論が考えられる。 
この図の例では、レベル 1として、発生頻度が高いが浸

水深の浅い場合に対しては、建物内に浸水させない止水

工法をとる。これにより建物は無被害となる。それを越

える浸水深に対しては、レベル 2 として、室内に水屋土

砂が流入しても建物の構造体は無被害として、建物の機

能は失わないように設備機器の配置なども工夫する。か

つ、防水性の断熱壁材を使用したり、水や土砂の排出が

容易な構造にしたりして早期復旧できる対策をとる。さ

らに最悪のシナリオである最大級の浸水深に対しては、

少なくとも建物の流出だけは防ぎ命は守る、というもの

である。 
 なお、現在のハザードマップでは、ある発生確率に対

応する浸水深を求めてそれをマップ上に表現することが

一般的であるが、河川堤防の破堤による浸水や内水氾濫

などの要因の総和としての浸水深と再現期間の関係を示

す曲線データが提供されることで、発生頻度の高い浸水

レベルに対する建物の機能性維持にも注目した設計が可

能になる。 
以上のような考え方で家屋の設計を行うことが考えら

れるが、特に危険な地域においては、まず安全な別な建

物・場所に避難するという選択肢が最初に考えられるべ

きであり、建物性能への過信は禁物である。 
 
3.5 洪水対策への非木造建築の活用 
 前節までに木造家屋の洪水対策について述べたが、浸

水深が大きい洪水の危険性が高い地区に既に木造家屋が

密集している地域においては、全ての建物に完璧な洪水

対策を直ちに施すのは簡単ではない。長い時間をかけて

地域全体を変えていく、あるいは建物を安全な場所に移

動させていくことが必要である。このような場所では、

当面の対策として、水害時の拠点となる建物、避難用の

施設に、鉄筋コンクリート構造の建物を有効に配置して

いくことが考えられる。 
 2011 年東北地方太平洋沖地震では、多くの木造建物や

低層建物が大規模な津波により流出したが、中高層の非

木造建物の骨組が崩壊したものは少なかった。津波によ

り運ばれてきた船や自動車など重量物が直撃した部分を

除いて、鉄筋コンクリート造の学校建築などは構造体に

は大きな被害は生じなかった。鉄筋コンクリート造の高

層建物の耐震性を高めておき、低層階を浸水に対応可能

な計画にしておけば、流体力にも地震力にも強い建築構

造が実現する。 
ただし、津波で柱・梁などの構造体は壊れなくても、

仕上げの壁や天井などには大きな被害が生じた。もし建

物低層部に柱・梁のみで構成するピロティ構造を採用す

れば、水流による流体力を受けずに、大きな被害は受け

なくてすむ。しかし一方で、ピロティ構造部分は津波や

洪水流などの流体力は受けないものの、地震力に対して

 
図 10 浸水深―再現期間関係と浸水対策のレベル 

（イメージ図） 

50年 100年 200年

1m

3m

4m

再現期間

浸水深

全体
破堤による

内水氾濫による対策レベル1

対策レベル1：浸水させない、被害を受けない

対策レベル2

対策レベル2：浸水しても早期復旧させる、機能は維持

対策レベル3

対策レベル3：流出させない、命は守る



は強度をかなり高めておかないと、建物崩壊に対する余

裕が少なくなる。そこで、流体力にも強く、地震力にも

強い構造として、１階部分をピロティにして、その上に

免震層を設置した、非木造の柱頭免震構造を提案したい

（図 11）。わが国は地震に対する設計上の配慮は不可欠

である。東日本大震災において、石巻赤十字病院では 3
ｍの盛土をして敷地のレベルを高めで浸水を免れ、その

上に免震構造の建物を建てていたために、津波による被

害も、地震の揺れによる被害も受けずに、拠点病院とし

ての役割を果たした。また、高潮などの浸水を考慮して、

1 階部分をピロティにして車などのアプローチ空間とし

て活用し、その上に執務スペースを載せた柱頭免震構造

を採用した建物もある。このような建物は、洪水と地震

の両方の対策を兼ね備えた構造として、地域の拠点建物

に相応しい構造方式と考えられる。 

このような非木造の建物においても、浸水レベルに応

じた対応を考えることができる。図 12に拠点となる庁舎

等の拠点建物を柱頭免震で実現する場合のレベル別対応

の例を示す。 
 

 
 図 13 に、洪水時に着目すべき建物の性能をまとめた。

構造体の強度性能だけでなく、避難や機能維持、復旧ま

でを含めた性能を総合的に捉えた設計を行うべきであろ

う。 

 
3.5 洪水の総合的備えへの反映 
 国土交通省では、河川を取り巻く種々の施設による治

水のための総合的対策を提示している 5）。この中で、建

物に関しては、「高床式建築」というのが記されているが、

住民にとって災害の最後の砦である建築物側での対策メ

ニューも用意して、地域の環境に合わせた計画に反映さ

せ、地域全体のインフラと連携した、洪水の総合的な備

えをとっていくべきであろう。 

 
3.6 海外の洪水対応事例 
地震国ではなく洪水のリスクにさらされている地域は

世界中に多く存在する。このような地域では、各個人に

とってだけではなく国レベルの危機にもなりかねない洪

水災害に対する対策や、関連する基準整備が進んでいる。

地震国である日本における建築物について、今後の気象

現象の激化による水災害への備えを考える上でも、これ

らの情報は大いに参考になると思われる。 

米国では、NFIP（National Flood Insurance Program）

 
図 11 ピロティと免震を用いた建物 

地震力は
免震により低減

洪水の外力
はピロティ
により低減

ピロティ
（ピロティ部
を頑強に）

ピロティ＋免震
（柱頭免震）

盛土＋免震

洪水、地震の両方を考慮する！

 
図 12 多段階浸水レベルに対応する非木造拠点建築

の設計の考え方（例） 

高置水槽

受水槽

防災備蓄倉庫

止水板

免震装置

浸水レベル1
軽微氾濫、内水氾濫

浸水レベル2
想定計画規模
再現期間150年

浸水レベル3
想定最大規模
再現期間1000年

建物内に浸水させない 庁舎機能維持
基幹設備を上階配置

最低限の庁舎機能維持
防災備蓄倉庫を維持
素早い復旧活動の開始

 

図 13 洪水時に着目すべき建物の性能 

構造体の強度性能（壊さない、流出させない）

⇒ 構造設計での対応

避難空間、避難手段の確保

機能維持性能
生活空間・生活環境の確保
（仕上げ材の機能維持、設備の機能維持）

被災後の復旧性能
仕上げ材、設備などの取り替え容易性
衛生面への配慮

⇒ 建築計画、建築・設備設計での対応

⇒ 総合的に対応を考えていくべき！

 
図 14 総合治水対策のイメージ（文献 5）より引用） 
 



が 1968 年に設立された。NFIP の目的は洪水保険の提供

と氾濫原の洪水リスクを低減することにある。NFIP は

FEMAとも連携している。 

洪水による建築物への作用荷重や、それを含む一般的

な洪水対応の基準が整備されている。洪水により建物に

作用する荷重は ASCE76）に記述されており、洪水に対す

る設計施工の全般について ASCE247）に記述されている。

これら ASCEの各種規定は NFIPの基準を満たしているも

のとなっている。 

NFIPでは、各地の洪水のリスクに応じて地域をゾーン

分けしており、それぞれのゾーンに応じて、建築物にも

床のレベルや仕上げなどに対して、細かな基準が設けら

れている 8）。 

また建築物の構造や仕上げに対して、具体的な基準も

示されており、FEMAからは、床や壁に使われる具体的な

材料の耐水性（Flood-resistant classification of 

materials）によるクラス分けが示されている 9）。洪水へ

の対応のために住宅を改修する方法について具体的な提

案をしている例もある 10）。 

英国でも具体的な洪水対応のための基準が整備されて

おり、建築物についても洪水の水位レベルに応じた対応

方法等が示されている 11）。また、テムズ川流域を対象に

して、地域別の浸水リスクに応じて、建築物の構造に制

限を設けるなどの考え方が提案されている 12）。 

オランダでも洪水対策の基準整備は行われている。特

に興味深いのは、各種の Floating House が、提案・建

設されていることである 13）。日本における建築の洪水対

応策を考える上でも参考になるのではないだろうか。 

なお、以上の他にもフランス、オーストラリアや東南ア

ジア各国など世界各国で洪水のための施策が進められて

おり、これらの地域における建築物の設計の考え方も参

考になると思われる。 

 
4． 風災害・土砂災害への対応 
4.1 風災害への対応 
 気象災害として、洪水対策を中心に記述してきたが、

今後大型で強い台風の来襲可能性が高まるとの指摘もあ

り、暴風による災害への配慮の重要性も高まってくる可

能性がある。 
 2018 年の台風 21 号では、各地で風速の記録を塗り替

えるような激しい風が観測された。従来にない強風にさ

らされると、耐風設計をきちんとしていない、軽微な屋

根や壁、看板類、軽い設備機器類などに被害を及ぼす可

能性がある。これらは、いったん空中に舞い上がった後

で、落下して他の建築物を損壊させる可能性もある。こ

のような予期しない荷重の作用をどの程度考慮すべきか

は、難しい判断であるが、外壁や屋根への落下物による

衝撃荷重についても、一定の配慮をした余裕のある仕上

げが望ましい。 
 

4.2 土砂災害への対応 
 土砂災害への対応として、土砂災害特別警戒区域内の

建物については、崖が崩れた場合の土砂を受け止める擁

壁を構築したり、建築構造体自身にて抵抗できる強度を

もたせたりするなどの対策を講じている。基礎に杭基礎

を採用して土砂の力に対する抵抗力を高める方法もある。

このような対応は、いわゆる土砂災害防止法 14）により規

定されており、当該区域内では自治体の定めに従うこと

が義務化されている。 
 しかし、最近頻発している土砂災害のように、河川流

域の濁流が周辺の木や土砂を飲み込みながら激しい勢い

で周辺家屋を襲うような災害、あるいは斜面崩壊した土

砂がそのまま家屋を襲うような災害は、建築物側で対応

できる範囲を超えている。 
 本来は、このような土砂災害の発生リスクが高い地域

に居を構えるべきではないが、実際には適地が少ないこ

ともあり、このような危険な場所に住まざるを得ないケ

ースが多いのであろう。しかし、今後の気象現象のさら

なる激化に対しては、市街地の配置を含めた抜本的な対

策が必要である。 

 
5． 今後進めるべき課題のまとめ 
 筆者が考えている建築分野で洪水対策として進めるべ

き課題を、以下にまとめる。 
 
(1) 洪水や高潮などのリスクを学ぶ 
 建築関係の技術者、建物の所有者、住み手は、建物周

辺の洪水や高潮などのリスクを、きちんと学ぶべきであ

る。特に建築技術者は、ハザードマップを見ることはも

ちろん、そのハザードマップはどのように作られている

のか、どのような事象が豪雨によって生じるのかを、良

く理解して、対応策を考えるべきである。 
 住み手の人たちは、豪雨時にどのような判断で避難を

するのか、平時に建物や身の回りでどのような備えをし

ておくのか、についてよく考えておくべきである。 
 建築分野の技術者はそれを助ける情報を提供すべきで

ある。 
 

 
図 13 土砂災害による家屋被害 

激しい土石流で
建物は大破、地盤面は崩壊

2018年西日本豪雨災害



(2) 洪水対応構工法の整理と充実 
 建物の洪水に対する対応構工法について、具体的なデ

ィテールを含めた方法を考えて、それを整理する必要が

ある。このために海外の事例も参考になる。 
 
(3) 洪水対応設計法の整備 
 浸水の発生頻度を考慮した、建物の洪水対応設計法を

整備する必要がある。またそのために、浸水に関わる、

気象関係や治水インフラ設計のデータを、他分野との連

携の下で得る必要がある。 
 
(4) 総合的防災施策への展開 
 建築物に関する各種の対策は、河川流域のインフラの

整備と合わせて、総合的な防災施策につなげるべきであ

る。また長期的には災害に強い地域計画や都市計画に向

けた活動を進めていく必要がある。そのためにも建築分

野での技術の整理を早急に進めていきたい。 
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