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イラン地震災害の状況とイランの建物の建築構造

はじめに

去る6月 21「l早期 (現地時‖121日深夜)に 発生 したイ

ラン北西部を震源 とする地震は、時が経つに連れて急激

にその被害の大きさが明らかになり、イラン国政府から

各国に対 し救援要請がなされるに至った。

日本政府も、イラン国政府からの要請に応じて 「国際

緊急援助隊」を派遣することとなり、7消防庁に対しても
22日米明、外務省からレスキューチームの派述要討が

あった。

筆者は、急遺編成された国際消防救助隊の責任者とし

て「総括官」に任命されたため、図らずもイランに赴くこ

ととなり、現地の被害の様子や建物の状況などを見る機

会を得ることが出来たので、本稿を借りて、イラン地震災

等の状況と建物構造等について報告することとしたい。
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!.イ ラン地震災害の状況

新lll等で報道されているイラン地震災害の状況は、報

道 日時や報道機関によって様々であり、現時点で確定さ

れたデータはないが、現地に行った者の感覚で各種の情

報を取捨選択 してみると、 7月 10日現在では、概ね次の

とおりであると考えられる。
・地震発生 同時 1990年6月 21日0時 27分

(日本時間21日午前 5時 57分)頃
・震源地 イラン北部山岳地帯 テヘ ランの北西約

250キロメー トルの地点)(図 1参照)

注)実 際に現地で建物の崩壊の程度や崖崩れの様

子 (図2参照)を 見た感 じでは、山岳地帯の

ピルクよりむ しろルー ドバールやマンジール

の方が被害が大きいと思われるので、ルー ド
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パール近辺の土質の施さ等を割 り引いても、

実際の震源地はもう少し西によっているので

はないかと考えられる。

震源の深さ 地表から約10キロメー トル程度と推定

地震のエネルギー M7、 6(そ の後M5ク ラスの

余震が多発)

地震による被害 死者 約 8万人

(6月30日テヘランタイムス)

負傷者 約20万人

家屋を失った人 約50万人

2 国際緊急援助隊の活動内容

α)「 国際緊急援助隊」と 「国際消防救助隊」

1985年9月のメキシヨ地震や同年11月のコけンピア共

和国ネバ ド デル ルイス火山の噴火泥流災害の際、各

国の救助隊が次々に現地入りし、競って生在者の救出に

当たり目覚ましい成果を上げていたとき、 日本政府は医

療チームを除けば、とりあえず救援金と物資を送っただ

けだったため、 日本のマスコミ各社は一斉に 「日本もこ

のような災害時に国際救助隊を派遣するようでなけれ

ば、とても大国とは言えない。日本政府は何をしている

のだ。」と報して、故助活動に自信をもつ消防関係者を切

歯掘腕させた。

これがきっかけになって、消防庁では1986年4月、全

国の消防機関に所属するレスキュー隊員のうちから希望

者を登録しておき、世界中のどこで災害が発生しても、

発災から48時間以内に成田空港に人員と資機材を架結

し、「国際消防救助隊」として派遣出来るような体制を整

えた。

国際lll防枚助隊の全国合同lJl」なども終えて待機して

いた1986年10月、中央アメリカのエルサルバ ドルで発生

した地震のために多数のビルが倒壊し、その下に多くの

人々が生き埋めになる、という修事が発生した。エルサ

ルバ ドル政府の要請を受けた各国は直ちに救助隊を派遣

し、日本も消防庁の強い希望により、東京消防庁特別救

助隊員を中心とする国際消防救助隊 6名 を現地に派遣

し、追加派遣された横浜市消防局の 3名 とともに、各国

救助隊に負けをい活躍をして帰国した。

この時点では、派遣される地方公務員の身分などに関

して法制面で必ずしも十分でない点があったため、1987

年 9月、外務省など関係17省庁により 「国際緊急救助隊

の派遣に関する法律」カマ成立し、以後は、救助、医療、

復旧など、被災国の要請に応して総合的に 「国際緊急救

助隊」を派遣できる体制が整えられた。

その後、アルメニア地震 (1988年12月)を ど、国際rll

防救助隊が出動準備体制をとった災害は幾つか発生した

ぃが、紋災国からの要請がなかったため実際の出動にはい

たらず、結局今回の派遣がレスキューチームとしては初

めての出動ということになったのである。

0 編  成

国際緊急援lyJ隊は、表 1のような編成で、レスキュー

チームとメディカルチームから成る総合チームである。

これは、レスキューチームが瓦礫の下から救い出してき

た負傷者をメディカルチームの医療行為によって救命し

ようという意図によって編成されているもので、レス

キューチームだけ、又はメディカルチームだけという単

独編成に比べてはるかに強力を総合チームであるといえ

よう。

表 1 国際緊急救助隊の編成

団長 富永文朗 外務省技術協力課

救助チーム 消防救助隊 6名

警察救助隊 6名

医療チーム 医師    2名

看護婦   4名

調整貝   2名

業務調整等       2名

合 計

13)行 動日程

国際緊急救助隊の行動 日程は、表 2の とおりである。

本誌の性格上、細かく触れるつもりはないが、現地入9

するのに成田からテヘランまで31時間、テヘランから、

最も校害がひどく各国の国際救助隊のテント村のあるマ

ンジールまでさらに44時間もかかってしまった。道路カイ

崖崩れで寸断されていたり、7Jt書が大き過ぎてイラン政

府の意志決定機構が大混乱していたりしたためである

/Jr、姓築lllたが空脚lを残さすに先/_Hにル1投してしまうよ

うなタイプのものが多かったためもあり、結果的に生存

者を救出することが出来なかったのは残念である。

しかしながら、地理的なハンディにもかかわらず各国

救助隊と前後して現地入りして見劣 りしない活動が出来
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表 国際緊急援助隊の行動

月  日 時分
容内動

6月 22日 (金) 22: 30 J A L421使で成田出発

(以下現地時間)

6月 23日 (土) 23: 45 ・テヘラン空港到着 (斎藤特命全権大使 出迎え)

6月 24日 (日)

16: 00

18 1 50

19: 40

21 ' 36

23i 00

ェステグラルホテル到着

ホテルで斎藤特命全権大使を中″じヽとしたミーティング実施

就寝 ′

併弯ン赤新月榔 tt t  M sハ ピリ におい制 長統服 及螺 長が活動地域の打合せ実施

隊貞は、大使n常において救助資機材のチェック

空港に向けホテル出発 (河村公従同行)

イラン空年の軍用機でラシュトに向け出発

ラシュト空港到着
バングル ・アンザリー市の七フィー ド`ケナールホテル到着

他国の救援チームと同宿 (フランス・スイス・アゼルバイジャン)

就寝               _

6月 25日('1)

|

15125

15: 40

16: 50

19: 00

20'30

0:00

起床
ラシュト市現すじ対策本部に向けホテル出発

子猛岳歩言暑告営書を驚を
ビ所層括糾署銭誘密跡優療す玉安律亨ヂ轡卜市内のケシュマット病院において医)

挙サをこ今
｀
卜矯歴そ医森チ生玄言覇た、霊観壕里鞍世警ンジールに向け出発

マンジール到着 (市内の建物は、ほぼ全線)
ベースキャンプすじ決定 テント設営 ・財営

就寝

6月 26日 (火) 5 : 00

守|

10:00

15: 15

(要1持なし)
・ベースキャンプにて野営

★ベースキャンプ脇の道路で交通事故
・就寝

(イラン兵×救急、車)中 等傷、担架 ・毛布貸出

・起床
・イラン側より央地山岳地rljに入るための準備をし待機してはしい旨の連絡あり

・マンジール及びル ドパールの被筈調査実施中に、イラン側の要請によリキャンブ地近くのアパー ト前壌現場で

捜索活動実施 (生存者発見できず)
・イラン側よリヘリヨプターにより奥地山岳地常に入る可能性あり準備して待機してはしい旨の指示があった。

6月 27日 (水)

15: 15

22 : 00

!アプ/絣百六装器、子F群留身ダr肝と私総英地に入った山岳地帯ビルク僚高約ムmOml
.じ舟ナ」1籍 直ちに現地調査央施し、捜然活動の方'1を決定して第2キ ャンプを設管 ・野営

★碑写 空軍 救助用へ 墜落                 _

での救助活動

6月28日(木) ００

５５

　

　

　

３０

００

５

６

　

　

　

‐７

２２

起床

岳あ者密号各がャ危農岳た亮歪t握実災あと承摺:甲得法昔増曹定?ゲZ雇法「続箕に百4琳覇ど房;Pい
て

磐篠騒繁曾酪埜どをF昼省客ふ器香客盈島密総警
除
星号轡19ヶ地にて野営

就寝                         _

6月 29日 (金) ００

３０

５０

００

４０

００

２０

００

リケ空中動着 ハルビスホテルにて医療十 ムとコンタクト 麟 十 ムは、抑日まで現地に残る♪

マンジールに向け、ラシュト出発
マンジール到着 ペースキャンプ ・機材撤収

テヘランに向け、マンジール出発

ェステグラルホテル到着

就寝

6月 30日(上) 19 : 00 大使公邸において、大使主催の思労全

7月 1日 (日) 18: 35 イラン航空800便でテヘラン出発

(以下日本時llll)

7ナ12日 (月) 1l i 00

12i40

14 i 30

14 : 40

新東京国際空港に到着

新東京国際空港の北ウイングで解団式を実施

自治省消防庁で国際消防救助隊解隊式

白治大臣に帰国報告

０

０
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たこと、各国救助隊の中では最も奥地 (山岳地帯の村ピ
ルク)ま で入って救助活動が行えたこと等は大きな収穫
で、法律制定後初の教助チームとしての目的は十分に達
することが出来たのではないか、 と自負している。

3 イランの建物の構造特性

(1)建築構造の分類

イランの地震によって死者が数万人に上るという報道
がなどれると、「姓物わF日干しレンガによって出来ている
たつだ」という識者の談話がマスコミに流れるが、現地
で建物を良 く観察すると、必ず しもそう簡単なものでは

ない。

主たる建築材料が レンガであることには違いはない

が、レン〃を用いた建て方には幾つかの夕ヾターンがあ り、

昔役言あち桝言み
魚

れらのパターンカ端 々な比率 をとっ

我々が見たのは、テヘラン市内とカスピ極沿岸の都市

(ラシュ ト、バングル アンザ リー)、カスピれ西側山間

部の町 (ルー ドバール、マンジール、ルシャン)、イラン

北部山岳地帯の村 (ケリション、ピルク)及 び出岳地特

からカスピ海にかけての多雨地帯である (図1参照)が 、

これらの地域に特徴的な建て方を独断的に分類 してみる

と、以下のとお りとなる。

① Aタ イブ 倍ほ市型)

柱、梁にあたる部分に細いH型 鋼を配 し、その問に

レンガを積み上げて壁及び床を造っていくタイプのも

のである (図3参 照)。

H型 鋼は構造而,力を支えるものではなく、単なるレ

ンガの支持材 としてしか機能 していないので、垂直カ

は専らレンガが受け持ってお り、水平力に対 しては接

着材 としてのモルタルの耐力と摩擦力だけが頼 りであ

る。

レンガは、比較的高温で比いたと思われる穴あきレ

ンガが多く、 日本のレンガと比較 して特別にもろいも

のとは思えない (図4参 照)冴 、鉄筋は入っておらず、

1カ所崩れるとたちまち全体が崩壊する構造上の もろ

さを持っている。

床は、鉄筋コンクリー トスラプの ものもあるが、レ

ンガをH型 鋼ではさみ、床全体 を緩 くアーチ型に湾曲

させて垂直力を支える構造のものが多 く、「上部に荷重

がかかると床が抜けるのではないか」 と一見して′じ、配

になるようなもの (図5参 照)で 、当然地震には弱い。

H型 '間で支持するため、薄い壁でも姓ち上げること

が出来るので、壁厚は 1枚 のレンガの長辺方向の長さ

分 (20cmあまり)し かない ものが多く、また、屋根は

トタン製でそう重いものではない。従って、平昼姓て

なら、崩壊 してもこれほど多くの死者は出ないのでは

ないかと思 うが、H型 鋼によリー見強国な構造になる

ため、前述のレンガ製の床を重ねて 2～ 5階建程度の

廷物を造ってしまう (図6参照)の で、地震によって

崩壊すると多数の人が圧 し潰されてしまうのである。

-23-
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このような構造は、伝統的なレンガ造をH型 鋼に

管を讐子言:鼻温異音落督,算
型柿法による修事であ

新[た遷揚済ゲ子森揚テ子チと万?!,:智東聖々
やマンシールにも多い。崩壊現場にはH型 鋼だけが

'7チ客云千!二`Kす,最箕盆窪信管繁ぞ髭た富ぁ穆

② Bタイプ (典型的レンガ造型)
H型鋼を使わず、レンガを積み上げてrtを造ってい

くタイプの もので、世界各地で兄られるりt型的レンガ

宗を『督?:?:を,荻称千妥文腎卒芦辱!!ヽ推雪譜磐燥
拐も済3貰ど免営黒1曇畳たぁ塁とそ|!盲t秀[F鮮
タイプのレンガ造の床と同様のものと思われる。後者
の場合は、屋根についてはその表面にアスファル トの
ようなもので防水してぃるようである。

骨苫子督格合
ゑな戸ぞ合を晨レチ″『骨貨ち北ヱ省営

このような構造では、せぃぜぃ2階建までしか姓て

集窒済登篠ぁ雫ど民塀宰最」ぞ雰ち?警旨;iヽ
結局

ルー ドバールやマンジールでは、このタイプのもの
がかなり見られる。ラシュトゃ六ンタル アンザリー

遷赫脇武誤亀批告免催
1ぜ

針ラ

い
。

③ Cタイブ (RC レンガ造混合型)
鉄筋ヨンクリー ト (R C )で 柱 と梁 と床を造 り、壁

翻 終 貨者橋 篭 軽 献 穐 !品γ 編 |
鉄筋の量 も少ないので、柱や梁ごと崩れてしまってい
るものもある (図10参照)。

耐震壁をRCで 造れば地震に対する抵抗力も相当出
て来ると思 うが、完全に壊れているものにはRC造 の
耐震壁は見当たらず、壁部分は全部レンガ造のようで
ある。

このタイプのものは、比較的大きな (おそらく公共

器警ぞ京2装景需婁峯傍鞍督岳、
く
とZと予R3獲塚濡

展壁が設置されているものと思われる (図11参照)。

図

建築防災
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Ｄ

図 12

図10 図13

このタイプでは、Bタ イプと同様に完全に触れてし

まうものもあるが、柱や梁、床などが残り、壁のレン

ガ部分だけが崩れる場合や、柱等が壊れても相当程度

原型を留める場合があり、これらの場合には被災した

建物の中にも生存者が残る可能性が高いものと思われ

る。

④ Dタイプ (伝統的積み上げ型)
レンガや石を並べ、接着材料としてモルタル又は泥

を置いては、またレンガや石を積み上げて厚さ50～60cm

程度の壁を造っていくタイプであり、おそらくこの地

方の伝統的な構法であると思われる (図12参照)。

レンガは、図4や 図8の レンガの他に、非常に腕い

質の悪いレンガ (図13参照。これが焼いたものなのか

「日干しレンガ」なのかはよく判らない)も 用いられ

ている。どんな材料でも、手に入る材料を適当に使っ

て積み上げているように見える。

2階建ての場合は、 1階の壁の頂部に木材を並べ、

その上に粘土を敷いて2「皆の床を造っているようであ

-25-
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り、屋根は木材の上に粘土を敷き、さらにアスファル

トで防水するもの、粘土の上に革をふいただけのもの、

トタン屋根のもの、木の板をふいたものなど様々であ

る。乾燥地帯に建てられているものは粘土系の屋根が

多く、雨が多い地域ではトタンを用い、森林地併では

木板を用いたものカマ見られるのは、当然と言えようか。

このような造り方では2階建てにするのがせいいっ

督f3祭 3転 昆場R番 押 盆畠争を官上あ糧免抗鏡密

のようになってしまい、瓦礫の下敷きになった場合に

Ⅲ
省夙チ,多 抗を分忌1瑞 零品暑を教魯ゎ寛られない

が、山岳地帯ではごく一般的である。乾操地帯のケリ

ションでは屋根が重い粘土系のものが多いため、村中

始ど土砂の下に埋まってしまったようになっている

(図1惨 照)し 、やや雨の多いビルクでは トタン屋

根が多いためか、建物が原型を留めているもの (図15

参照)力て多いが、いずれにしろ、震度 4～ 5程度で相

当程度崩壊してしまうのではあるまいか。

⑤ その他
テヘランでは、鉄骨造の高層建築物やRC造 の大規

模建築物も多く見られるが、鉄骨の大さ、柱 ・梁の大

さ、鉄筋の量などが、日本の建築を見慣れた目にはい

かにも頼 りなく、近代的耐震構造になっているものが

どのくらいあるのか、はなはだ疑間である。
一方、山岳地帯からカスピ海沿岸にかけての森林地

帯では、屋根 柱 梁 壁等に木材を用いたもの (図

16参照)も あり、この程度の建物では耐震性がどの程

度あるか疑間であるが、「建物はその地方で一番手に入

り易い材料によつて造られるJと いう原理そのままで

ある、という別の視点からの面白さがあるのであわせ

て記しておきたい。

4.イ ランの建物を耐震構造にするには

以上見て来たようなイランの整物を耐震化するにはど

うしたらよいだろうか。

Dタ イブ (伝統的積み上げ型)は もちろん、Bタ イブ

(典型的レンガ造型)の ものも、多少の改良程度で耐震

構造にするのは難しそうである。

正攻法でいくなら、Cタ イブ (RCレ ンガ造混合型)

に耐震壁を必ず一定量入れるなどRC造 としての耐震性

を増すとともに、レンガは大あきレンガを用いて鉄筋を

通しさらにモルタルを詰める、などということになろう

が、費用や技能者の質や教育等の点を考慮すると、一般

住宅まですべてその構法で建てるようにするには、かな

り無理があると思われる。

1つ の方法 として、Aタ イプ は「市型)

建築防災 009

の改良が考え

られる。H型 鋼をもう少し大きな断面を持つものにする

とともに、ブレースを入れて壁の阿」性を高めてやるとか、

床だけは鉄筋コンクリー トスラブにするとかいつた改良

でも、地震に対する抵抗力は随分違うのではなかろうか。

今後、イランの建築構造の耐震化方策等について、日

本が助言を求められる場合には、イランの国情にあった

きめの細かい対策を提示することが望まれると思う。
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