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5･12 ブン川地震の建築被害情況と啓示

羅開海 黄世敏

中国建築科学研究院工程抗震研究所

[概要] 本文ではブン川地震及び震災被害の基本情況を簡単に紹介し、今回の地震の建

築被害について典型的特徴を重点的に紹介すると共に、建築損壊の原因を簡単に分析した。

また被害原因の分析に基づき、今回の震災被害の経験と教訓をまとめ、復興に向け関連の

提案を示した。

1．5･12 ブン川地震の概況

北京時間 2008 年 5 月 12 日 14:28:04、我が国四川省でマグニチュード 8.0 の大地震が発

生した。震央は四川省ブン川県の映秀鎮（東経 103.4°、北緯 31.0°）、震央の地震強度は 11

度に達した。今回の地震は四川省龍門山衝上断層帯で発生し、龍門山衝上断層が東南方向

へ推しながら時計回りの剪断を伴って作用した結果である。地震断層破壊面の南側部分は

圧縮を主とし右旋回圧力を伴い、北側部分は右旋回を主とし圧縮圧力を伴った。この断層

破壊面は震央のブン川県から破壊が始まり、しかも破壊は平均速度 3.1km/秒で北 49°東方

向へ伝播した。断層破壊の長さは約 300km、破壊過程の持続時間はおよそ 120 秒で、地震

の主なエネルギーは 80 秒前以降に放出され、最長移動距離は 9m に達した。震源の深さ

はおよそ 10.0km である。瞬間マグニチュード(Mw)は 7.9、表面波マグニチュード(Ms)は

8.0。

主震の発生から 2008 年 6 月 6 日までに計 10,667 回の余震を記録し、そのうちマグニチ

ュード 5 以上が 31 回、最大の余震は 5 月 25 日 16:21:46 のマグニチュード 6.4 であった。

図 1 は今回の地震の余震分布図である。今回の地震は震央地区付近で莫大な破壊が起こっ

たのみならず、四川省と近隣の省及び市など広範囲に破壊が起こり、その影響はさらに全

国ほとんどの地域、果ては国外にまで波及し、1949 年以来大陸で発生した地震のなかで

も破壊性の最も深刻な地震となった。今回の地震はマグニチュードが特に大きく、震源は

浅く地震強度が大きい。

図 2 は 5･12 ブン川地震の地震強度分布図である。図から判るように、地震強度が 7 度

に達した地域は約 10 万 km2 におよび、6 度の地域が約 40 万 km2 で、地震の影響範囲が

非常に広い。
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図 1 ブン川地震余震序列分布図

図 2 ブン川地震強度分布図

2. 5･12 地震の被害の概況

地震により西部地区の成都市、德陽市、綿陽市、阿バ州、隴南市、漢中市などが甚大な

損失を被った。地震被災地域はおよそ 10 万数千 km2 に及ぶ。民政部の報告によれば、7

月 20 日 12 時までの四川省ブン川地震による犠牲者は 69,197 人、負傷者 374,176 人、行方

不明 18,222 人、累計被災者数 4624 万人という。またブン川地震による被災地域では損壊

家屋 2314.3 万室、そのうち倒壊家屋だけでも 652.5 万室に達し、直接経済損失は 1 兆人民

元を超えたという。

四川省では、地震により国道 5 本、省道 10 本、および農村道路、橋梁、トンネルなど

の路盤 17,000km がことごとく損壊した。最も被害が深刻だった宝成鉄道（四川省内の震
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災救助生命線）は運行不能が 4 日間続いた。また地震により四川省の重度被災地 15 県（市）

の物流システムがほぼ麻痺状態となった。四川省農業部門の統計によると、被災地では耕

地 7 万ヘクタール、メタンガスタンク 53 万口が損壊し，農業技術サービスシステムの被

害は深刻であった。水力発電をメインとする四川省の電力網も損壊がひどく、35,000 ボル

ト及びそれ以上の変電所 171 基が送電停止、そのうち 17 基は完全に破壊された。これら

インフラ破壊のほか、通信も麻痺し、被災地は数日間信号が途絶えた。

甘粛省隴南市文県では、地震で 111 人が死亡、20 の郷と鎮がことごとく罹災し、損壊

家屋は 49.8 万室以上、そのうち全壊が 11.3 万室であった。95％の土壁木床構造の家屋が

補修も居住も不可能な危険家屋となり、70％以上の家屋が倒壊した。

陝西省漢中市寧強県では、23 の郷と鎮が遍く被災し、インフラも公共建築も程度の差

はあれ損壊し、倒壊家屋は 1 万数千室、死者 10 人、負傷者 1060 人となった。農村の土壁

木床構造の家屋は 95％以上が倒壊、70％以上の家屋が損壊し、直接的経済損失は 18.85

億人民元に達した。

ブン川地震は山の多い西部地域で発生したため大量の山崩れと土石流を引き起こした。

巨大な山崩れが多くの都市部と村落を破壊し、夥しい人びとが家屋もろとも土石流に埋没

した。山崩れによって被災地域に堰き止め湖危険地帯が 34 カ所でき、そのうち 8 カ所は

水量 300 万 m3 以上の大型堰き止め湖であった。

3. 5･12 地震による家屋建築への被害の特徴と原因分析

被害 1、地震断層に位置する建築は、地震断層のずれと地表の大きな揺れによって、壊

滅的崩壊に至った。図 3 は地震後のブン川県映秀鎮

を撮った航空写真である。映秀鎮は龍門山中央の主

断層破壊ゾーンの上に位置する。これは今回の地震

の震央の位置であり、その地震影響強度は 11 度にも

達し、区域内の家屋建築は壊滅的破壊に見舞われた。

被害 2、山間地域の建築は、山崩れや土石流によっ

て、倒壊または埋没に至った。図 4 は地震後の北川

県新県庁所在地の写真である。地震により大量の山

崩れが起き、町全体がほとんど土石流に埋もれた。

図 5 は山崩れで転げ落ちた大岩に直接破壊された建

築である。

図 3 地震後の映秀鎮の航空写真
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被害 3、急斜面上に建設された建築は、法面からのセットバック距離の不足により、地

震時の法面のずれや変形が建物の倒壊、傾斜または亀裂を引き起こした。図 6 は陝西省宝

鶏市陳倉区の某集合住宅が法面からのセットバック距離の不足により生じた亀裂である。

(a) 外長壁が斜面から距離 2m 未満 (b) 短壁に縦の亀裂 (c) 屋内の壁に亀裂

図 6 陝西省宝鶏市陳倉区の某集合住宅が法面からの後退距離不足により生じた亀裂破壊

図 4 土石流に埋もれた北川県の新県庁所在地

図 5 山崩れで転げ落ちた大岩に破壊された建築
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被害 4、民家は多くが平屋で、二階建ても少数ある。年代の古い穿斗式（ます組）木構

造家屋は前立面が木板壁と竹片壁、後壁が煉瓦またはアッシュ煉瓦壁である。この種の家

屋は深刻な損壊はあるが、全壊したものは少ない（図 7.a）。日干し煉瓦耐力壁未熟土家屋

は、土壁の厚さ 400mm 前後あるが強度は低く、長壁と短壁の接合部が緊結されていない

ため、家屋の全体性が弱く、大部分が倒壊または重度の崩壊に至っている（図 7.b）。二階

建て煉瓦コンクリート造の家屋では、基礎と一階に圏梁（コンクリート水平囲み枠）が設

置してあるものの、屋根の処には圏梁が設置されておらず、また構造柱も無い。ほとんど

がＰＣ中空パネルで、耐力壁としての短壁は厚さ 240mm、長壁は厚さ 120mm。この種の

家屋は二階部分の破壊がひどく、層崩壊した二階もある（図 7.c、d）。

被害 5、都市部の通り沿いの家屋は中層煉瓦コンクリート構造がほとんどで、一階は店

舗またはガレージとして使用しているため長壁は背面しかない。上階は住宅で、長壁短壁

とも煉瓦壁が多い。この種の家屋は一階の長壁が少なく、しかも分布が不均一なため、弱

い部分となり、強震の作用で変形が集中し、大きくねじれて損壊した。

(a) 穿斗式木構造の家屋は局部崩壊 (b) 日干し煉瓦家屋は倒壊

(c) 8 度地区の二階建て煉瓦コンクリート構造、長壁

の厚さ 120mm、二階が局部崩壊。

(d) 8 度地区の二階建て煉瓦コンクリート構造、一

階は粘土煉瓦、二階はアッシュ煉瓦を使用、地震で

二階が層崩壊。

図 7 村と町の民家の破壊状況
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（a）一階がガレージで、正面に長壁がない。 （b）背面長壁の上下不一致により一階の壁が激し

く損壊。

図 8 陝西省略陽の某三階建て煉瓦コンクリート構造、重度の不規則による損壊

被害 6、地震強度が高かった地区の煉瓦コンクリート構造の家屋は損壊が激しい。最も

揺れの激しかった地域では大部分の煉瓦コンクリート構造家屋が半壊または全壊し、地震

強度が比較的低かった地区では、多くが中程度の損壊であった。この種の家屋は一、二階

の損壊が最もひどく、階が上になるほど損壊程度が軽い。煉瓦コンクリート構造の主な損

壊形態は：壁に重度の斜めまたはＸ形亀裂、亀裂個所の煉瓦はほとんどが剪断、窓下の壁

はＸ形亀裂、一階の層崩壊による建物の傾きおよび部分崩壊、等である。

図 9 都江堰市セン口中学校宿舍棟の五階建て煉瓦コンクリート構造、地震で一階が層崩壊、上階は壁に重度

の亀裂破壊。
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被害 7、屋根から突き出たタワー部分等は、構造最上部における剛性と強度の急激な減

少により、鞭の先効果が顕著で損壊が激しい。

(a) 8 度地区の某煉瓦コンクリート構造、屋上の部

屋が完全崩壊、下部の構造はほぼ無事。

(b) 7 度地区の某煉瓦コンクリート構造、部分的突

出個所が重度の損壊、下部の構造はほぼ無事。

図 10 煉瓦コンクリート構造の屋上突出部分の損壊情況

(a) 6 度地区の某 15 階建て枠組み壁構造、構造躯体

は無事。

(b) 屋上ミニタワーが重度の損壊、柱端のコンクリ

ートが圧縮破砕し鉄筋が提灯のようになった。

図 11 コンクリート構造の屋上ミニタワーの損壊情況

被害 8、内枠組み構造及び煉瓦コンクリート構造の棟木台座個所の壁に水平亀裂が数多

く現れた。これは地震で構造側面が変形し、棟木台座個所の壁に大きく偏った圧縮または

引っ張り圧力がかかる状態になったためにできた引っ張り亀裂である。
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（a）内枠組み構造最上階の壁が突き出た部分に現

れた水平亀裂

（b）煉瓦コンクリート構造の教室の棟木台座個所

の壁に現れた水平亀裂

図 12 棟木台座個所の壁に現れた引っ張り亀裂

被害 9、下層部枠組み家屋において、下層部に耐震壁を規定通り設けていなかったため、

下層部における層間の剛性と強度がともに不足した構造となり、地震で変形が集中して下

層部崩壊と傾斜に至った。（図 13.a）。

規定通り下層部に耐震壁を設けた下層部枠組み家屋では耐震性を発揮し、主な損壊は枠

組上部の壁の亀裂に表れた。(図 13.b)。

（a）8 度地区の下層部枠組み構造。下層部の耐震

壁未設置のため下層崩壊し 5 階建てが 4 階建てに。

（b）8 度地区の GB50011 準拠設計の下層部枠組み

構造。破壊は上層壁の中程度の亀裂のみ。

図 13 下層部枠組み構造における耐震壁の効果が際立つ

被害 10、今回の地震で大部分のコンクリート枠組み構造は倒壊を免れたものの、倒壊

した枠組み構造も少数あった。その原因は主に、その枠組み構造のスパンがみな大きく、

階高も高いために、構造側面の剛性が弱く、強度の地震で構造側面のずれが大きすぎたた

め、一部の枠組み柱がバランスを崩して損壊し、余剰性が少ないため容易に連続倒壊メカ

ニズムが形成され、構造全体が傾いて転覆倒壊に至った。
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（a）全体が転覆倒壊した教室棟の一端。 （b）教室棟転覆時に折れた片側の枠組み柱。

図 14 全体が転覆崩壊した都江堰市セン口中学校の五階建て枠組み構造の教室棟

（a）階段室が崩壊した建物の全景 （b）階段の踏み板の痕跡がはっ

きり見える。

図 15 8 度地区で階段室のみ崩壊した煉瓦コンクリート構造の某住宅

被害 11、今回の地震で普遍的に見られる建築破壊現象は、避難経路としての階段室が

崩壊して相当数の死傷者を出したことである。初歩的分析であるが、その主な原因は、組

積構造における階段室の全体性欠如である。地震で階段室の壁が崩壊して階段の支えが失

われ、階段室全体の崩壊に至っている（図 15）。またＲＣ枠組み構造では、突っ張り効果

によって階段プレートに大きな軸方向の力が加わり、揺れによって階段に引っ張り圧力と

圧縮圧力が交互にかかり、階段の引っ張り応力がコンクリート材の限界引っ張り強度に達

した或いは超えた結果、引っ張られて崩壊に至った（図 16.a）。また階段室踊り場の梁は、

上下階段の鋏効果によって、剪断とねじれにより破壊した（図 16.b）。
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（a）地震で階段プレートが引っ張られ断裂し、鉄

筋が圧屈した。

（b）階段の梁がねじれ断裂した。

図 16 コンクリート構造の階段室の破壊状況

被害 12、非構造部材（充填壁、囲い壁）が数多く損壊した。充填壁または囲い壁は枠

組みの柱や梁と緊結されていないかまたは緊結力が弱いために、壁に多くの亀裂を生じ、

或いは崩壊さえし、住民生活に深刻な影響をもたらし、経済損失を大きくした。

（a）枠組み構造における充填壁の崩壊状況 （b）高層建築の充填壁に生じた大量の亀裂

図 17 非構造部材の破壊状況

被害 13、短柱の剪断破壊が多い。充填壁など非構造部材の制約により短柱が形成され

ており、短柱は耐震に不利なため、地震でほとんどが剪断破壊している（図 18）。

（a）窓間の充填壁が崩壊し枠組みの柱が短柱を形

成し剪断破壊した。

（b）充填壁の不合理な組積による短柱の破壊

図 18 短柱の剪断破壊状況
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被害 14、隣接する建築の地震対策の隙間が不十分で、通常 50mm しかなく、施工の誤

差や、中には連結したものさえあり、両サイドがぶつかって崩壊した（図 19）。

（a）地震対策の隙間寸法が不足し隣接する建物２棟が地震でぶつ

かり合い、1 棟の充填壁が崩壊。

（b）8 度地区の隣接建物がぶつか

り合い、激しく損壊。

図 19 隣接建物の衝突による破壊

被害 15、平屋建て工場建築は、大スパン屋根システムの崩壊が激しく、外壁も崩壊し

支柱も損壊した（図 20）。

（a）8 度地区の 30m スパンの某工場建築、屋根

全体が崩壊した。

（b）8 度地区の 18m スパンの某工場建築、屋根の一

部が脱落した。

図 20 大スパン工場建物の屋根破壊状況

被害 16、ＰＣ中空パネルのフロアが規定通りに施工されておらず、ＰＣパネル間の接

続不全により、建物の全体性が弱く、地震で倒壊または崩壊し、多くの死傷者を出した(図

21)。
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（a）崩壊した某学校の教室棟のＰＣパネル間が

接続されていない情況。

（b）某プレハブ煉瓦コンクリート構造住宅の局部崩

壊。

図 21 ＰＣ中空パネル床・屋根の崩壊情況

被害 17、凡そ耐震規範に従って適正に設計され施工品質も保障された建物は、地震強

度が高かった地区でも大部分は亀裂程度で倒壊に至らず、低強度地区でも大部分が軽度の

被害であり、耐震規範が今回の地震で検証されたことを物語る。

外観は異常なし 二階の長壁に亀裂

（a）80 年代中期の 78 規範準拠設計の教室棟は長壁の損壊は激しいが亀裂のみで倒壊せず。

（b）正面の三階建て教室棟は 89 規範準拠設計で

ほぼ無事。右側の 4 階建て教室棟は 2000 規範準拠

設計、完全無傷。

（c）89 規範による設計の三階建て教室棟は底層階

短壁に一部亀裂発生。

図 22 陝西省略陽県（7 度）の嘉陵小学校の教室棟三棟それぞれの被害情況
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被害 18、耐震補強を行った家屋は大多数が軽微な損壊で、同一地区でも補強を行って

いない家屋は破壊程度が相対的にかなり激しい。

（a）耐震補強後の四階建て組積構造、完全無傷。 （b）隣の未補強住宅、底層階の壁に亀裂。

図 23 陝西省略陽県（7 度）の鉄路小区住宅棟二棟の被災状況の違い

被害 19、免震基礎を採用した建築では、地震に遭っても建築はほぼ無事で、室内の人

は揺れを感じておらず、設計目的は達成された。

図24 甘粛省隴南市武都区の某住宅棟、6階建て組積構造で基礎にゴム免震クッションを使用、地震強度8度

においても建物はほぼ無事で、配管配線の接続部位に軽微な損壊があったのみ。

4．震災の教訓と啓示

今回の地震が四川省、甘粛省および陝西省等の地域にもたらした災難と損失は非常に大

きく、この震災の教訓と啓示をまとめることは、今後の工事における耐震安全対策に重要

な意義を持つ。

1．都市と農村の個人住宅建設を審査承認管理システムに組み入れる
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現場の震災建築調査結果が示すように、個人建築住宅の被害が大きく、場所選定の不適

正、構造設計の不合理、施工品質の不良などの原因が多くの被害をもたらしている。建築

技術面の原因の他にもう一つの重要な原因は、個人家屋の計画設計と施工について行政当

局の管理が無く、現行の法律が個人建築住宅の設計と施工を行政主務当局の審査システム

に組み込んでいないことである。

従って、個人住宅建築に対し計画配置、場所選定、設計及び施工等の面における行政主

務当局の審査、指導及び管理を強化するよう提案する。

農村住宅に対しては、農民が地方公布の基準と図面を選んで建築を行うよう政府主務当

局が誘導すると共に、農村の施工者に対し育成訓練を行う。貧困地域の農村に対しては、

行政府が適正に補助を与えると良い。震災後の農村住宅建設は新農村建設とリンクさせて、

科学的合理性と経済的適正を実現すべきである。

2. 小学校、中高校、病院など公共建築の防災対策基準を適度に引き上げる

小学校、中高校は人が大勢集まる場所で、しかも自己救済能力の弱い未成年がほとんど

であるから、地震で校舎が倒壊すれば、その結果は深刻である。今回の地震で陝西省の被

災地では校舎の倒壊もなく、死傷者も出なかったものの、数多くの校舎が程度の差はあれ

損壊し使用不可能となり、社会的影響は極めて大きい。また病院も、地震による負傷者治

療の拠点として、その耐震性能は当然一般建築より高くてしかるべきである。したがって

小学校、中高校、病院のような公共建築については、現行基準より更に、各地の実情に沿

ってその耐震防災基準を適度に引き上げることが非常に必要である。

3．工事現場の耐震措置を重視する

西部地区の建設用地は主に山間地域にあり地形が複雑である。農村建築の多くは山のそ

ばに建っており、市内には急斜面や土留めの擁壁が多く、潜在する地質被害として主に山

崩れ、土石流および洪水災害などがある。従って、震災復興に当たり、建築工事現場の選

定作業を強化し、有利な場所を選び危険な場所を避ける必要がある。回避し得ない耐震不

利地点については、有効な工事現場耐震対策を講じて危険排除を図るべきである。

4．耐震コンセプトデザインと構造対策を重視する

現場調査によれば、今回の地震被災地における家屋の損壊は、ほとんどが耐震コンセプ

トデザインと構造対策面における欠陥に起因する。例えば、平面配置の不適正、水平応力

部材の縦方向不連続、梁は強いが柱が弱い、構造全体の二次防護策欠如、煉瓦コンクリー

ト構造の圏梁（水平囲み枠）と構造柱の未設置、ＰＣ中空床パネルの端部未接続、屋上姫

垣の構造柱と上部梁の未設置、充填壁と構造躯体との緊結不足、地震対策用隙間処理の不

合理、屋上突出の階段室・エレベータ室など小構築物の鞭の先端効果に対する考慮不足、

局部補強設計の未実施など。従って、震災復興においては、コンセプトデザインと構造対

策を重視し、コンセプト上から構造の全体的耐震性能を把握しなければならない。
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5．損壊建築物の鑑定、修復、補強および既存建築の鑑定と補強をきちんと行う

地震による損壊建築物の鑑定、修復、補強を計画的に行うべきである。また耐震防災基

準に満たない既存建築に対しても耐震鑑定と補強作業を行うべきである。

6．震災復興再建にあたっての構造選択について

西部地域の実情に即して、農村住宅は土地柄に合わせ現地の材料を利用し、在来建築を

もとに耐震要件を満たす内容を追加すれば良い。

都市部の住宅は、唐山地震後の復興再建の経験を参照したうえで次のように提案する：

（1）中層住宅を新築する際は、組積構造を制約するシステムを採用すると良い。床板

にはＲＣ現場打ちスラブまたはＲＣ組立式スラブを採用する。これらの構造システムのメ

リットは、耐震性能が良い、建設費が低い、断熱性能が良い、施工が速いことである。

（2）中層住宅については経済条件が許す地域では、基礎免震技術を採用しても良い。

（3）高層建築については、ＲＣ枠組み－耐力壁構造を採用すると良い。この構造シス

テムは純枠組み構造システムに比べ、建設費は若干高いが、より優れた耐震性能を持つ。

7．震災後の再建は、工事品質の確保が極めて重要である。国の主務当局は復興再建の

資金、物資および工事品質の監督管理について厳格な規定を定めるべきである。違反建築

やおから工事は断固抑止しなければならない。


