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大規模災害発生時の建築物被災情報集約の問題点
Problems when collecting damage information of buildings after a large-scale disaster

1. 研究の目的
市街地において大規模な災害が発生したとき , 災害
に弱い町並みが無秩序な建築行為によって形成される
ことを防ぐことが求められる．被災市街地における建
築制限は , 建築基準法第八十四条および第 2項に災害
が発生した日から最大でも 2ヶ月を越えないよう定め
られている . この間に都市計画を定めることにより被
災市街地復興特別措置法あるいは区画整理法をはじめ
とする各種事業による復興へと導くことができる . 
最大でも 2 ヶ月程度のうちに，一連の都市計画の
手順に基づくおおまかな計画を定めなければならな
い . 期間がきわめて限られているため，個々の段階で
の効率化は大きな課題である．
市街地の状況の把握は一番最初の，入り口となる段
階である．計画の立案・検討，および，合意形成から
策定，施行に至る各段階で最低限必要な時間を確保す
るためにも，より一層の高い効率性が要求される．
本稿は，現在の関連技術の水準を踏まえ , 市街地の
状況を的確にかつ迅速に把握するための実用的な手順
について，2004 年新潟県中越地震（以下「中越地震」）
に際して実施された応急危険度判定の結果を地理情報
として整備する場合を例として , 検討することを目的
とする . まず次章で被災情報を集約する技術の現状に
ついて概観する．次いで３章において応急危険度判定
の概要について述べた上で，４章で問題点および課題
について検討を行い，５章でとりまとめる．

２．建築物の被災情報集約の技術の現状
市街地の状況を面的・悉皆的に把握しようとする技
術はリモートセンシングの分野を始めとして急速な進

歩を遂げつつある．これらを建築物の被災情報集約の
ために活用する動きは活発である１）．しかし，外見に
顕著な変形などが生じ，あきらかに全壊であると判断
される建築物を「全壊」として評価するのが精一杯で
ある．「中破」「小破」の別を判断するような詳細な評
価までには至っていない . あくまでも広範な地域の概
況を迅速に捉えるためのものと考えるべきである . 当
面 , 被災市街地の状況を的確に把握するためには，現
地調査による建築物 1棟毎の評価が必要である .
このような調査の結果を集約し , 地理情報として整
備するさまざまな試みが為されてきた . たとえば携
帯型情報端末 (Personal Digital Assistant: いわゆる
PDA) あるいはノートパソコンを持参し調査結果を現
地で直接入力しようとする試み，インターネットによ
る Web-GIS (Geographic Information System: 地理
情報システム ) を活用し , 住民が情報を入力すること
を期待するものなどがある２）. 応急危険度判定に関連
するものとしては，電子タグを用いて効率化を目指す
ものもある３）．
これらのアプローチはまだ実用段階に達していない
ものが多い．問題点や課題として，たとえば以下のよ
うな点が残されている．
1) 技術的な制約：電子タグの 2m 以内に入らなけれ
ばならないなど．

2) 事前の準備：機材を十分な数量用意し，被災地に
輸送しなければならないなど．

3) 運用面の問題点：操作への習熟が必要であるなど
4) 法制度・社会システム上の課題：扱うべき情報の
内容，取り扱う手段や個人情報の保護など

建築物の被災調査は災害発生直後の短期間に極めて制

Abstract:  When a huge earthquake strikes cities, a quick response must be done. Evaluation of damages comes 
first. But in this time, it is difficult to examine damages of buildings in short time. This paper deals with 
a practical method to collect damage information of buildings after a large-scale disaster. The discussions 
are done based on the experience of Postearthquake Quick Inspection of Damaged Buildings at 2004 
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約の強い状況下で実施される．
道路や公共交通機関の被災により，判定員が現地に
入ること自体が困難な場合がある．季節や天候の影響
も大きい．晴天時には高温や直射日光などによる調査
員の健康被害について配慮する必要がある．逆に中越
地震の際には荒天時に作業をせざるを得なかった．ビ
ニールのゴミ袋を頭から被り，判定票を保護しながら
記入せざるを得ない状況であったことが伝えられてい
る．厳冬期の積雪寒冷地に震災が発生する場合などに
おいては装備を更に厳選せざるを得ない．装備の重量
軽減と耐久性・強度の向上は常に課題として残されて
いる．
したがって，上述の最新技術に基づくアプローチが
震災直後においても効果的に機能するほど成熟するこ
とは , 技術面でも運用上でも困難である . 現実的には ,
旧来の印刷された地図を中心とする調査手段を用いざ
るを得ない .
この面からは調査活動の実際的なマニュアルの提案
などが行われている４）．しかし結果を集約するための
手法，および，その際に発生する問題などについて具
体的に論じているものは極めて限られている．

３．応急危険度判定
以下，本稿では中越地震の際に実施された応急危険
度判定の結果を集約する際に発生した問題について報
告する．これらの中には，上述のアプローチのいずれ
かにより回避できるものも含まれている．しかし，震
災に関する記録の一つとして，あえて詳細に記述する
ことを試みる．

(1) 応急危険度判定について
応急危険度判定は，大地震により被災した建築物を
調査し，余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガ

ラスの落下などの危険性を判定することにより，人命
に関わる二次的災害を防止することを目的に実施され
る．判定結果は赤・黄・緑に色分けされたステッカー
を建築物の見やすい場所に貼ることによって示され，
居住者のみならず，付近を通行する歩行者などに対し
ても情報を提供している．結果は，過程の詳細ととも
に，判定の対象となる建築物（以下「対象建築物」と
呼ぶ）の構造別に定められた判定調査表（以下「判定票」
と呼ぶ）に記録される５）．
これらの判定は都道府県等によって実施される講習
を受講し，登録された建築の専門家によって実施され
る．被災建築物に対する不安を抱いている被災者の精
神的な安定につながると言われている．
これまでの主な応急危険度判定の概要を表１に示
す．兵庫県南部地震に次ぎ中越地震の判定活動の規模
が飛び抜けて大きい．なお，兵庫県南部地震の際に実
施された応急危険度判定の結果はGIS 上のデータとし
て整備されたことが知られており，その際の具体的な
問題点などについても報告されている９），１０）．

(2) 兵庫県南部地震との比較
既に兵庫県南部地震から約 10 年を経ており，取り
巻く状況にも変化が見られる．簡単にまとめてみよう．
兵庫県南部地震の際には，既に判定マニュアルが作
成され，一部の県で応急危険度判定士の登録制度など
が整備されはじめていた．しかし実際の適用事例とし
ては 1994 年三陸はるか沖地震の際に八戸市で限定的
に実施されたものが国内で初めてである．さらに全国
の行政技術職員，建築士などを動員した大規模なもの
としては兵庫県南部地震の事例が最初である．判定作
業を支える体制や判定結果の取り扱いが手探り状態で
あったことは否めない９）．
データの整備においても，システム面，データ面，

表１　これまでに実施された主な応急危険度判定６）～８）

地震名 発生日時 判定
地区 期間 棟数 人員

兵庫県南部地震 1995/1/17 兵庫県 8市 1地区 1995/1/18 ～ 2/9 46610 棟 約 6468 人
新潟県北部の地震 1995/4/1 新潟県笹神村 1995/4/2 342 棟 12 人
宮城県北部地震 1996/8/11 宮城県鳴子町 1996/8/14・16 169 棟 34 人
鹿児島県薩摩地方を震源とす
る地震

1997/3/26・5/13 鹿児島県宮之城町，鶴田町 1997/4/11，5/11，
6/4 ～ 5

2048 棟 220 人

新島・神津島・三宅島近海を
震源とする地震

2000/6/26・7/1・9・
16 他多数

東京都三宅村，神津村，新
島村

2000/7/3 ～ 10，
7/17 ～ 19，8/2 ～ 5

のべ 240 棟 17 人

鳥取県西部地震 2000/10/6 鳥取県 14市町村，
岡山県 2市町，島根県１町

2000/10/7 ～ 20 4080 棟 332 人

平成 13年芸予地震 2001/3/24 広島県 30市町，山口県１
町，愛媛県９市町

2001/3/25 ～ 4/12 1763 棟 636 人

三陸南地震 2003/5/26 岩手県釜石市，大船渡市 2003/5/30，6/2 6 棟 5人
宮城県北部連続地震 2003/7/26 宮城県５町 2003/7/27 ～ 8/3 7245 棟 743 人
新潟県中越地震 2004/10/23 他多数 新潟県 20市町村 2004/10/24 ～ 11/10 36143 棟 3821 人
福岡県西方沖地震 2005/3/20 福岡県 7市町 2005/3/20 ～ 31 3012 棟 95 班
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運用面のそれぞれにおいて，技術的，体制的に未成熟
であった．精度の違うデータの重ね合わせにおける不
整合などが指摘されている１０）．
およそ 10 年を経て，これらの問題点のうち，一部
が解決していることが，今回，明らかとなった．主な
ものとしては
1) 高度情報処理技術の進展により，GISの機能およ
び処理速度の向上し，大容量データの取り扱いが
容易になった．

2) データ整備が進み，地形などの基盤となるものは
比較的容易に入手できるようになった．

などを挙げることができる．他方，未だ課題として残
されているものは
1) 課題の解決に向け，さまざまなアプローチがなさ
れてきたにも関わらず，結局，本質的に同じ作業
を行っている．

に尽きる．以下，詳細にみてみよう．
なお判定票に記載されている個々の建築物の被災状
況に関するデータの入力は，判定票に記載されている
建築物の位置を地理情報として整備する作業とは全く
質の異にするため，独立に作業を行った．結果的に個々
の作業が単純化・専門化され , 作業効率が上がった．
同時にそれぞれの作業に対して短期間に作業員が習熟
し , データの信頼性の向上が見られた .
本稿では，上述の通り，調査データを地理情報とし
て整備する手法を主題として取り上げている．前者の
作業の詳細は本稿の範疇ではない．紙面の制約上，割
愛する．

４．作業上の問題点・課題
判定に際し，判定士は判定票とは別に地図（以下「判
定位置図」と呼ぶ）を持ち，判定票の整理番号を判定
位置図上に書き込む作業を行っている．したがって，
判定位置図上の整理番号を元に個々の判定票の対象建
築物を特定することができる．
判定位置図としては，建築物の表札の情報などが利
用できるため，（株）ゼンリンによる印刷された住宅
地図が用いられていた．また判定士の現地の作業の区
切り毎に，対応する判定票とともにクリップなどで綴
じられている場合が多い．
これらの作業における代表的な問題点や課題を以下
のように整理した．

(1) 判定票の識別
今回 , 応急危険度判定は各自治体でそれぞれに実施
されている．個々の自治体の中では整理番号などに基
づき識別できるような配慮がされていた . しかし
1) 応急危険度判定が実施された全域に渡って結果を
束ねる必要があったこと．

2) 一部の自治体の調査結果について，同じ自治体の

中でも識別できないもの（異なる調査結果に対し
て同じ番号が振られているもの）が例外的にあっ
たこと．

などの理由から , 個々の判定票に対して一連の通し番
号（インデックスと呼ぶ）を与えることにより，識別
することが必要であった .
今回，データ入力の効率化のため，判定票の整理番
号および判定位置図を元に，対象建築物のインデック
スを印刷された住宅地図上にページ毎に集約した（以
下，「インデックス一覧図」と呼ぶ）．
判定票は調査員別に判定作業の時間経過に従って管
理されていた . 結果的に , インデックスの番号が極め
て近い場合には地理的に近い建築物に対する調査結果
であることが多い．インデックス一覧図上での対象建
築物の特定など，後の作業において効率が見られた .

(2) 建築物の住所を同定する際の問題点
通常，すべての判定票に住所が詳細に記入されてい
れば，調査票の対象となる建築物は一意に定まると考
えられている．しかし実際の判定作業においては
1) 利用可能なデータを整備した時点以降，建築物の
新築・改築・滅失などが発生しており，データ上
で建築物が同定できない場合

2) 住所だけでは建築物を同定できない場合
3) 入力作業時に地図を判読する際のミス
4) 現地調査時に書き忘れを含む記入のミス
などが発生する .
作業に当たる判定士は遠方から参加することがある
ため，現地の土地勘がない，あるいは，被害が大きく
場所を知る手がかりが無いなど , 自分の位置から対象
建築物の住所を知ることが難しい場合がある．市町村
界が既成市街地の中で複雑に入り組んでいる場所で
は，判定士が気がつかずに他の自治体に属する建築物
を調査してしまうこともある．結果として判定建築物
の住所が判定票上で明確ではなくなる．
また，工場など，単一の主体が同一の敷地内に複数
の建築物を所有・利用している場合，異なる建築物が
同じ住所を持つ場合がある．

(3) データ上で建築物を同定する場合の問題点
インデックスの位置・住所が特定されない場合があ
る．原因として以下のようなものがあった．
1) 判定票の情報が不十分であり，対象となる建築物
が特定できない．

2) 判定票の見落としのため，作業が行われなかった．
3) インデックスを誤って記入，または，入力した．
いずれの場合においても，インデックスに対して位置・
住所が付与されず，判定票の被災データと結合できな
いため，比較的容易に発見することができる．
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(4) 同じ建築物に複数のインデックスが対応する場合
データ上，単一の建築物に対して複数の判定票が対
応する場合がある．これは単純にエラーとして処理で
きない．それは
1) 複合的な構造を持つ，いわゆる高床式の建築物な
どは，構造の異なる部位毎に判定票がある．

2) 大きな余震の際に判定をやり直す場合がある．
3) データ上は同一の建築物として取り扱われている
が．判定作業では異なるものとして扱われている
建築物がある．

などである．特に 3) については，渡り廊下でつながっ
た小学校の一連の建築物に対し，判定士は異なる建築
物であると判断したため 9票の判定票があるにもかか
わらず，データ上は同一の建築物として作成されてい
た事例などがあった．

(5) その他
実際に上記の手順に携わった作業者にヒアリングし
た結果を以下にまとめる．
1) 判定票に判定位置図が添えられていない自治体，
判定位置図のかわりにインデックス一覧図に相当
する地図をまとめて作成した自治体，対象建築物
の位置が分散する傾向の自治体などにおいて作業
時間を要する傾向にある．

2) 対象建築物が密集市街地に建て込んでいる場合，
インデックスを記入するスペースが限られて作業
効率が落ちると予想していた．しかし，手がかり
となる情報が多いと同時に対象とする範囲が限定
されるため，判定位置図とインデックス一覧図の
場所の比較が容易になり，効率は逆に向上した．

3) 判定票に番地まで住所が記入してあれば判定位置
図がなくとも，なんとか場所が特定できる．逆に
番地が記入されていないと，住所が記入されてい
ても，建築物を特定できないため，あまり利用で
きない．

4) インデックス一覧図の元となる地図を判定位置図
と一致させるべきである．

5) 図郭そのものが場所を特定する情報となる．GIS
上の入力作業の際に図郭線を表示すべきである．

6) 作業を続けることにより，実際に現地に行ったこ
とがなくとも，目標となる建築物の場所を覚える
など，対象となる場所（自治体）の土地勘のよう
なものができ，作業の効率が上がる．

7) 読み方がわからない地名が出てくると，作業の効
率が落ちる．

５．まとめ
本稿では，新潟県中越地震に際して実施された応急
危険度判定の結果を GIS データとして整備した事例
に即して，市街地の現況に関するデータを作成する際

の手順について具体的に検討を行った．震災に関する
記録・参考資料としての側面を考え，作業上の具体的
な課題，ノウハウを可能な限り記載するよう試みた．
なお本稿は，国土交通省国土技術政策総合研究所お
よび独立行政法人建築研究所が中越地震に関して実施
した建築物に関する被害の概要・詳細調査の一環とし
て，建築研究所の伊藤弘研究総括監をリーダー，建築
研究所の浅見真二住宅・都市研究グループ長，井上波
彦主任研究員（当時）および著者，国土技術政策総合
研究所の槌本敬大主任研究官をメンバーとするマクロ
分析チームの成果の一部を筆者の責任で取りまとめた
ものである．
実際の作業を担当した土佐野絵里氏，菊池穂高氏，
小池理恵子氏，他の国土交通省国土技術政策総合研究
所および建築研究所の非常勤職員（当時）の方々に感
謝する．
最後に，この震災で犠牲となってしまった方々のご
冥福をお祈りするとともに，全力で復興にあたってい
る被災者の方々が一日でも早く平穏な日々に戻ること
を祈念する．
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