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2015年の防災・減災をめぐる国際状況 

                       

九州大学大学院工学研究院 塚原 健一 

 

2015 年は防災・減災に関する大きな国際的な動きがありました。一つは 3 月に仙台

で開催された国連防災世界会議において採択された「仙台防災枠組み」Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)、もう一つは 9月に国連総会で採択され

た、「持続可能な開発目標」Sustainable Development Goals(SDGs)です。 

仙台防災枠組みでは、2030 年までの防災減災に関する数値目標を含めた 7 つの具体

的な目標が設定され、4 つの優先行動が設けられました。防災・減災のための行動は、

政府、地域社会、企業、科学技術コミュニティ等、多くの関係者の協力により進めら

れなければ具体的な進展は望めません。このなかで科学技術コミュニティに何が求め

られているのかを適切に理解し、それを実社会へ提供していくことが私たち、防災・

減災研究に携わる研究者に求められています。 

仙台行動枠組みの優先行動 1は以下のとおりです。 

「優先行動１：災害リスクの理解 災害リスク管理に関する政策及び施策は、脆弱性、

能力及び人と資産のリスクへの暴露、ハザードの特性、そして環境のあらゆる側面に

おいて、災害リスクの理解に基づくべきである。このような知識は、発災前リスク評

価、予防策と緩和策、及び災害に対する適切な備えと効果的応急対応の開発と実施に

おいて活用することができる。」 

この、「災害リスク管理に関する政策及び施策は災害リスクの理解に基づくべきであ

る」という言葉は、災害資料の収集・整理の重要性を物語っています。災害リスクを

政策決定者や住民に理解してもらうには、高度なシミュレーションモデル等も重要で

すが、それぞれの地域における過去の災害の実績や教訓に基づくことも重要です。そ

れらの実績や教訓を、統計データによる科学的な裏付けにより、具体の防災・減災施

策につなげてゆくことが求められています。また優先行動 2では、「強靱性のための災

害リスク削減のための投資」が位置づけられています。 

 各国政府や国際機関において、環境、教育、医療等、様々な財政需要がある中で、

災害リスク削減のための投資の必要性を政策決定者が理解しない限り、その投資は成

されません。ここにおいても災害資料の収集・整理が必要です。「持続可能な開発目標」

においても、「2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあて

ながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総

生産比で直接的経済損失を大幅に減らす」等の目標が設定されました。今後は 2030年

までの対象期間中の、目標の進捗状況もモニタリングする必要があります。ここでも

災害資料の収集・整理の出番となります。 

 このように、2015 年に設定された様々な防災・減災への対応を支えるため、自然災

害資料の収集、整理、活用に、これまで以上に積極的に取り組んでいくことが求めら

れています。 

  

（専門：土地利用計画、防災計画） 

巻頭言  



 

 

 

九州大学大学院工学研究院 

塚原 健一 

 

2000 年 9 月にニューヨークで開催された国連

ミレニアム・サミットにて採択された国連ミレニ

アム宣言等を基に、21世紀の国際社会の目標とし

てミレニアム開発目標（Millennium Development 

Goals: MDGs）の後継となる新たな開発目標、

Sustainable Development Goals (SDGs)が2015年9

月の国連サミットにて採択され、MDGsでは明確

に設定されなかった防災・減災に関する目標が、

今回のSDGsでは位置づけられました。 

本稿では、「国際防災の 10 年」であった 1990

年代から現在までの国際社会での防災・減災に関

する議論を振り返るとともに、本年採択された

SDGs 及びその防災・減災分野へ大きな影響を与

えた仙台防災枠組み(Sendai Framework for Disaster 

Risk Reduction: SFDRR)推進のための、科学技術コ

ミュニティの活動を紹介します。 

 

１．防災・減災に関する国際社会の 2005 年

第2回国連世界防災会議までの動き 

1987 年の国連総会において、1990 年代を「国

際防災の 10 年」（International Decade for Natural 

Disaster Reduction: IDNDR）がとすることが決定さ

れました。その目標としては、自然災害による人

的損失、物的損害、社会的・経済的混乱の軽減を、

国際協調行動により図ることが謳われました。 

(http://www.preventionweb.net/organizations/2672/vie

w) 

「国際防災の10年」の期間中である1994年に横

浜で開催された第1回国連世界防災会議において

「より安全な世界に向けての横浜戦略」の採択を

含め、「防災の主流化」にむけた様々な取り組み

がなされていたにも関わらず、MDGsにおいては

8 つの目標に防災分野は取り入れられることはあ

りませんでした。 

1999 年の国連総会において国連事務総長から、

IDNDR 活動の後継として、国際防災戦略

(International Strategy for Disaster Reduction: ISDR)

が提唱され、その推進組織として United Nations 

International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR）

が設置されました。 

(http://www.unisdr.org/2011/docs/genevamandate/Gen

eva-mandate-EN.pdf) 

その後、2001年に国連総会で新しい防災戦略の

策定に向けて「横浜戦略」のレビューを行うこと

が決定し、2005年1月に21世紀の新たな防災指

針となる「兵庫行動枠組(Hyogo Framework of 

Action: HFA」が、神戸で開催された第2回国連防

災世界会議で採択されました。HFAは、期待され

る成果及び戦略目標、2005－2015の優先行動、実

施とフォローアップがそれぞれ具体的に設定さ

れ、防災・減災行動の実行に重点が置かれたもの

となりました。 

(http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa, (英文) 

http://www.preventionweb.net/files/1037_wakugumi1.

pdf (日本語訳)) 

また、国連は 2006 年にその実行を推進するた

めの防災グローバルプラットフォーム活動を立

ち上げ、2007年より隔年で防災グローバルプラッ

トフォーム会合を開催し世界各国の防災関係者

がHFA実行の推進に努めてきました。 

(http://www.preventionweb.net/english/hyogo/GP/) 

 

２．第２回国連世界防災会議から、第３回国

連防災世界会議までの動き 

2007 年より隔年で防災グローバルプラットフ

ォーム会合を開催し世界各国の防災関係者が

HFA 実行の推進に努めてきた。HFA は、その具

体的な実行に重点が置かれているため、その推進

の原動力となるよう、各国にNational Platform及

びFocal Pointを設置され、その推進とモニタリン

グにあたっています。 

(http://www.unisdr.org/partners/countries) 

このようにHFA以降、防災・減災に関する国 

際行動がより活性化していることがみてとれま 

仙台防災枠組に向けた科学技

術コミュニティの活動 

http://www.unisdr.org/partners/countries


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

これは国連や世界の防災対策に努力してきた

日本国政府の努力が大きいことは事実ですが、筆

者の個人的な感想としては、HFAの前後に発生し

多くの欧米人を含む膨大な数の人々が犠牲とな

ったスマトラ沖地震及びインド洋津波(2004年)や

アメリカを襲ったハリケーン・カトリーナ(2005

年)等、欧米先進国にも自然災害の脅威が可視化さ

れてきたことも大きいと感じています。 

これらの背景の中で、さまざまな準備プロセス

を経て 2015 年 3 月に仙台で開催された第 3 回国

連防災世界会議において、兵庫行動枠組の後継と

なる 2030 年を目標とする新しい国際的防災指針

である仙台防災枠組(Sendai Framework for Disaster 

Risk Reduction: SFDRR)が採択されました。 

(http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaifram

eworkfordrren.pdf, (英文) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000081166.pdf 

(日本語訳)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFDRR は HFA の 5 つの優先行動である、ガバ

ナンス、リスクの特定・評価・観測及び早期警戒、 

知識と教育の減災への活用、潜在的なリスク要因

の軽減、効果的な対応のための備えの強化、継承、 

補強する一方で、2030年までの防災減災に関する

数値目標を含めた7つの具体的な目標を設定し、 

4つの優先行動を設けました。 

これは、MDGs の後継となる新たな開発目標、

Sustainable Development Goals (SDGs)の目標が

2030年となること整合をとったもので、防災関係

者のSDGsに防災・減災目標を位置づけることへ

の熱意とも理解できます。特に7つの具体的な目

標は、SDGs が具体的な数値目標を掲げることか

ら、それと整合をとり、いくつかの具体的な数値

目標が掲げられています。これは防災・減災の国

際社会での議論では初めてのことで、画期的なも

のととらえることができます。 

SFDRRの全体枠組み ＊出展：平成27年度防災白書 

＊出展：平成27年度防災白書 

 



以下に7つの目標（グローバルターゲット）を

列挙します。 

(a)災害による世界の 10 万人当たり死亡者数に

ついて、2020 年から2030 年の間の平均値を2005 

年から 2015 年までの平均値に比して低くするこ

とを目指し、2030 年までに世界の災害による死

亡者数を大幅に削減する。 

(b) 災害による世界の 10 万人当たり被災者数に

ついて 2020 年から 2030 年の間の平均値を 2005 

年から 2015 年までの平均値に比して低くするこ

とを目指し、2030年までに世界の災害による被災

者数を大幅に削減する。 

(c) 災害による直接経済損失を、2030年までに国

内総生産（GDP）との比較で削減する。 

(d) 強靱性を高めることなどにより、医療・教育

施設を含めた重要インフラへの損害や基本サー

ビスの途絶を、2030年までに大幅に削減する。 

(e) 2020年までに、国家・地方の防災戦略を有す

る国家数を大幅に増やす。 

(f) 2030年までに、本枠組の実施のため、開発途

上国の施策を補完する適切で持続可能な支援を

行い、開発途上国への国際協力を大幅に強化する。 

(g) 2030年までに、マルチハザードに対応した早

期警戒システムと災害リスク情報・評価の入手可

能性とアクセスを大幅に向上させる。 

 

３．SFDRRのSDGsへの反映 

 SDGsについては2015年9月に国連総会におい

て、” Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development”として採択されました。 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/0001014

01.pdf (英文)、 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/00010140

2.pdf (日本語訳)） 

SDGs では 17 の目標(Goals)と 169 の指標

(Targets)が設定された。防災・減災に直接的に関

係するものは、以下の項目が挙げられます。 

1.5： 2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にあ

る人々の強靱性（レジリエンス）を構築し、気候

変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、

社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽

減する。 

11.5： 2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場に

ある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害 

などの災害による死者や被災者数を大幅に削減

し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅

に減らす。  

11.b： 2020 年までに、包含、資源効率、気候変

動の緩和と適応、災害に対する強靱さ（レジリエ

ンス）を目指す総合的政策及び計画を導入・実施

した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加さ

せ、仙台防災枠組 2015-2030 に沿って、あらゆる

レベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実

施を行う。  

13.1： すべての国々において、気候関連災害や

自然災害に対する強靱性（レジリエンス）及び適

応力を強化する。  

以上のように、防災・減災に関わる多くの人々、

機関の努力により、SDGs に防災・減災の目標が

掲げられました。しかしこれをもって手放しで喜

んでいるわけにはゆかないと筆書は考えていま

す。 

2000年に設定されたMDGsでは、「8つの目標、

21 のターゲット」でしたが SDGs では「17 の目

標、169 のターゲット」に拡大しました。MDGs

は、その採択後、国際協力、国際援助の実施の中

で、保健、教育、環境等の様々なセクターの中で、

MDGs 達成を旗印に予算等の獲得に活用されて

きたことは事実です。当然SDGsにおいても同様

のことが予想されるため、国際協力の各セクター

において、自分野の関係項目をSDGsに位置づけ

ようとの動きがあったことは容易に想像され、そ

のためSDGsの指標がMDGsのそれに比して大幅

に増加したものと考えられます。数だけで見れば

約8倍にも増加したSDGsのターゲットのなかで、

防災・減災分野を着実に進捗してゆくには、実施

プロセスにおける進捗のモニタリングが不可欠

になります。統計やデータに基づく、科学的・客

観的なターゲットに対する進捗管理が求められ

ることになります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．防災・減災における科学技術コミュニテ

ィのこれまでの状況 

本項では科学技術コミュニティの、防災主流化

に対する取り組みを紹介します。自然災害の外力

増大による影響は世界中でますます顕著になり、 

さらにグローバル化、人口増、貧困、都市化と土

地利用法等の社会的要因が災害リスクの増大を

招いているなかで、被害の増大は先進国・発展途

上国の違いなく見られ、科学技術や経済の成長、

発展によっても必ずしも適切に対応が成されて

いる状況にはいという状況を受け、国際科学会議

(ICSU)が、国際社会科学会議(ISSC)、国連災害軽

減統合戦略(UN/ISDR)と共同主催で2009 年に災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

害リスクに関する自然科学・社会科学を統合した 

研究である統合防災研究(Integrated Research on 

Disaster Risk: IRDR)が開始されました。そのキー 

ワードは以下のICSUによりIRDR Science Planの

一文につきます。“Why, despite advances in the   

natural and social science of hazards and disasters, do 

losses continue to increase?”（ハザードや災害に対す

る自然科学・社会科学は進歩しているのに、なぜ

災害被害は増大し続けているのか？） 

(http://www.icsu.org/publications/reports-and-reviews/I 

RDR-science-plan/irdr-science-plan.pdf) 

IRDRは、ICSU、ISSC、UNISDRの共同主催の

立場を最大限活用し、防災・減災研究の成果を国

 

SDGsの目標（上図）とMSGsの目標（下図）（出典：UNDPホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



際政策に反映させるべくさまざまな取り組みを

行ってきました。我が国においても IRDR国内委

員会が日本学術会議内に設置され日本の大学・研

究機関・学協会の自然科学者、社会科学者が共同

し研究を進めていく体制が整いました。IRDR は

UNISDR と連携し、防災・減災目標が SDG に反

映されるには、科学的な証拠に基づく目標設定が

必要との観点から、仙台防災枠組みの形成過程で

積極的に関与してきました。世界的な成果として

は、UNISDR 総裁の諮問機関である UNISDR 

SCIENCE AND TECHNICAL ADVISORY GROUP

（STAG）の報告として、”SCIENCE IS USED FOR 

DISASTER RISK REDUCTION”を第3回世界防災

会議に提出し、科学的な証拠に基づく目標設定と、

そのための科学技術の貢献方針を提案し、これは

仙台防災枠組みに適切に反映されました。 

(http://www.unisdr.org/we/inform/publications/42848) 

そのキーメッセージは、科学技術を防災・減災

の実践にどのように活用していくかということ

で、以下の6つの項目に集約されます。 

(1)科学技術の知見やデータが防災・減災にどれ

だけ活用できるかのアセスメント、 

(2)科学技術に基づいた事実が政策決定に時宣を

得て適切に反映、 

(3)科学技術から政策決定者への適切なアドバイ

ス、 

(4)最新の科学技術の知見が防災・減災に適切に

反映されるようモニタリングとレビューの実施 

(5)上記を実現するための、政策決定者、関係諸

主体との科学技術コミュニティの対話と関与 

(6)全ての国家が科学技術に基づく情報を創造し

活用する能力開発 

IRDR の日本国内委員会である第 23 期日本学

術会議 IRDR 関係の活動の大きな柱が「防災・減

災に関する国際研究のための東京会議」（東京会

議）の開催でした。東京会議は2015 年3 月の第

3 回国連世界防災会議にむけて、IRDR を中心と

した科学技術コミュニティからのインプットを

行う場として企画され、2015 年 1 月に東京で開

催されました。東京会議は、「災害リスクの軽減

と持続可能な開発を統合した新たな科学技術の

構築へ向けて」をテーマに日本学術会議、UNISDR、

IRDR 等の主催で開催され、皇太子殿下にご臨席

いただき、アカデミア、国、国際機関、ドナーな

どの代表を含め、27カ国、385 名の参加を得て成

功裡に開催されました。東京会議では成果文書と

して、”Tokyo Statement -Towards a new science and 

technology to consolidate disaster risk reduction and 

sustainable development-“（東京宣言）が採択され、

また「東京行動指針（案）」が提案されました。 

東京宣言では、科学技術コミュニティの役割と

して、アセスメント、モニタリング、助言、統合、

能力開発、対話と参画、が挙げられました。これ

はSTAGの、 “SCIENCE IS USED FOR DISASTER 

RISK REDUCTION”に反映され、SFDRR へも大

きなインパクトを与えたと評価されています。文

末に東京宣言を添付しております。 

（文末添付 東京宣言英文） 

 

５．今後のSFDRRの推進に向けた科学技術コ

ミュニティの動向について 

 SDFRR の推進に向けて世界各国の科学技術コ

ミュニティが活動を始めています。日本学術会議

においても、IRDR を推進する国内委員会として

の IRDR 分科会に加え、SFDRR の推進に向けて

国内の科学技術コミュニティ、政府機関、プラク

ティショナーの連携を図るため課題別委員会「科

学技術を生かした防災・減災対策の国際的展開に

関する検討委員会」を設置し、その推進を図るこ

としています。 

 国際的には、2016年1月27日より、UNISDR

の主催で、” UNISDR Science and Technology 

Conference on the implementation of the Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030”が 

開催され、以下の4つの課題について、その推進 

方針について議論されます。 

(1) Work stream 1: Scientific and Technical 

Partnership to support the implementation of the 

SendaiFramework; 



(2) Work stream 2: Understanding disaster risk, risk 

assessment and early warning; 

(3) Work stream 3: Use of science, technology and 

innovation tools, methods and standards to support the 

implementation and reporting of Sendai Framework; 

(4) Work stream 4: Leveraging science through 

capacity development and research. 

 

６．まとめ 

以上のように、国際的に政策レベルでも科学技

術コミュニティにおいても、防災・減災を実現す

るために、SFDRR の推進に取り組む体制が確立

しつつあります。そのなかで、関連文書を読む

と、”Data and Statistics”の重要性が非常に大きい比

重で記述されていることに気づかれると思いま

す。皆様ご存じのとおり、我が国は災害に関する

資料が高いレベルで整備され、また保存されてい

ます。この知見を世界に広めてゆくことで

SFDRR 及び SDGs の推進に寄与することが可能

になると筆者は考えています。それは一朝一夕で

できるものではなく、昭和 42 年の日本学術会議

の提言以来、着々と整備されてきた災害情報を蓄

積整備してゆく全国各地の自然災害資料センタ

ーの役割も大きなものであったと確信し、また、

今後ともその必要性は益々大きくなってゆくも

のと考えております。 

最後になりますが、本稿の中で、感想・意見に

関するものは全て筆者の個人的見解に基づくも

ので、いかなる公的機関の見解を反映するもので

はないことを申し添えます。 

  

 

 

 



 

Tokyo Statement 
-Towards a new science and technology to consolidate disaster risk reduction and sustainable development- 
 
1. Our assessment of the present status 
- Humanfactors such as globalization, population growth, poverty, urbanization and changes in land use are 

aggravating negative consequences of natural hazards. The losses are increasing in both developed and 
developing countries.  

- In this inter-connected world, the impact of an event immediately crosses borders and can lead to cascading 
consequences, even to geographically remote areas. 

- Although we have increased scientific knowledge and technology, we have not been successful in 
demonstrating concrete methodologies for disaster risk reduction and in convincing those who are not 
familiar with disaster risk. 

- In pursuit of human security, we need to consolidate disaster risk reduction and sustainable development. 
 
2. Our key directions for addressing problems through solidarity towards building resilience 
- Policy-makers and practitioners should be fully aware of the latest scientific knowledge on disasters, and be 

capable of utilizing those scientific findings. 
- National platforms should be empowered as focal fora to incorporate science and technology into real 

practice. 
- Science should play an important role in disaster risk reduction by developing collaborative frameworks 

with Earth environmental sciences and global Earth observations, thus promoting inter- and 
trans-disciplinary approaches for human well-being.  

- National and local governments should improve their preparedness for better response and better recovery 
of households and communities. 

 
3. Our findings and recommendation 
- We need to adopt a common methodology on data collection and economic analysis of disasters which can 

be practiced by national and local platforms to realize evidence-based policy making on disaster risk 
reduction to be practiced globally.  

- We need to enhance numerical pre-assessments of damage by various hazards based on inter-disciplinary 
knowledge to formulate preventive policies and strategies 

- We need to fully share these valuable “best practices” of disaster risk reduction that are based on scientific 
findings. 

 
4. Our proposals for concrete initiatives to be taken in cooperation with national and international stakeholders 
- Governments need to empower national platforms so that they can practice evidence-based disaster risk 

reduction for sustainable development  
- The science community needs to enhance forecasting and visualization capabilities of new risks and their 

potential social impacts in order to prevent further disasters due to intensification of hazards. 
- The disaster management community and the Earth observation community need to collaboratively 

enhance their capability to monitor existing risks and their social impacts and to mitigate disasters due to 
augmentation of vulnerabilities. 

- Science communities on disaster risk reduction, Earth environment and health need to bring practitioners 
and researchers together in collaborative efforts to improve disaster resilience. 

- The international community needs to set up a process of encouraging existing and future programs and 
initiatives to create research networks and practices for promoting evidence-based disaster risk reduction 
for sustainable development. 

 
To realize our proposals, we discussed the Tokyo Action Agenda as attached. 



 

Tokyo Action Agenda (draft) 
 

(1) How to support national platforms to practice evidence-based disaster risk reduction? 
1) Collect and archive disaster damage data and potential impact on populations (health, social) and to 

identify the nature of vulnerable groups ahead of a disaster through in-situ and satellite observations 
and model integration : Monitoring 

2) Maintain national disaster damage statistics : Monitoring 
3) Monitor disaster risk changes through in-situ, satellite and model integration : Monitoring 
4) Assess current and future risks on economic growth, public health and social equality and demonstrate 

effects of investment in collaboration with donors: Assessment  
5) Conduct capacity building activities and enhance education on disaster damage data collection, 

statistics maintenance, risk monitoring, risk assessment and information sharing, synthesis, and 
forensic approach beyond disciplines, : Capacity building 

 
(2) How to mobilize existing networks of scientific and research institutions at national, regional and 

international levels? 
1) Create a regular, independent, authoritative, policy-relevant international assessment of science on 

disaster risks, resilience and transformation: Assessment 
2) Provide a clear and unambiguous scientific view on the current state of knowledge in disaster risk, the 

potential socio-economic impacts of natural hazards, and the ways to reduce significant human and 
economic losses for international policy use: Synthesis 

3) Conduct co-designed and policy-relevant integrated research by promoting inter-disciplinary and 
trans-disciplinary programs : Communication and engagement 

4) Activate coordination between governments and science and technology communities at national, 
regional and global levels: Communication and engagement 

5) Empower international scientific advisory functions to offer effective assessments and syntheses in 
collaboration with UN agencies, countries and donors: Advice 

 



第３回国連防災世界会議と防災

減災に関する JICAの貢献 
 

国際協力機構（JICA）地球環境部 

大槻 英治 

 

１．東日本大震災から 4 年となる 3 月 14 日～1

日、宮城県仙台市で、第3回国連防災世界会議が

開催された。5 日間にわたる会期中、国連に加盟

する世界 187ヵ国の代表者、UN機関、ドナーや

NGOなど、計6,500人以上が参加（UNISDR発表）、

一般向けのイベント・展示への参加者を合わせる

と約 14 万人の来場者数と発表。また、各国から

は首脳・副首脳や閣僚が多数参加し、日本で過去

に開催された国連関連の国際会議の中でも最大

級の規模となった。 

 

２．本会議の成果として、「仙台防災枠組

2015-2030（Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction 2015－2030）」および「仙台宣言」が採

択され、「仙台防災枠組」は、2005年の第 2回会

議時の成果文書「兵庫行動枠組（HFA：Hyogo 

Framework for Action）」の後継枠組みで、国際社会

の防災に対する、今後 15 年の行動指針となるも

のと位置づけられた。 

 

３．仙台行動枠組では、災害リスクの理解促進、

政府の災害対応能力の強化、強靭性に向けた防災

への事前投資、Build Back Better（よりよい復興）

の促進などを優先行動として進めることが合意。

同枠組みには、政府だけではなく、民間企業、学

術研究機関、市民社会、マスメディア等のそれぞ

れが防災において果たす役割についても盛り込

まれている。 

 

４．JICA は多様な自然災害のリスクの低減を通

じて、強靭な国土と社会を作り上げてきている日

本の経験、技術・制度をもとに、防災分野におけ

るトップドナー（最大の支援機関）として国際協

力を行ってきた。関係国での実践、関係ドナーと

の連携等を得て近年は人的被害が減少傾向にあ

る一方で、経済被害は拡大傾向にあり、災害によ

る被害を軽減していくためには事後対応だけで

なく積極的・総合的に事前対応を推進することが、

社会・経済の持続的発展のために重要であるとい

う基本認識を共有することが必要だと考えられ

た。 

 

５．そこで防災を今後の持続可能な開発に不可欠

な横断的課題であり、かつ「人間の安全保障」の

視点からも不可欠なものとしてとらえ、防災が開

発に必要な要素となるよう、ミレニアム開発目標

（MDGs）や持続的開発目標（SDGs）といった「開

発アジェンダ」にも防災の視点が含まれる必要性

があるとし、仙台会議の成果として、防災の主流

化に向けた具体程な取り組みとして、各国の開発

目標に位置づけられることが重要と考えた。 

 

６．このため、JICA は内閣府、外務省をはじめ

とする政府関係機関、関係国や国際機関と連携し、

仙台会議に先立って行われた、GPDRR（Global 

Platform for DRR）、地域別プラット・フォーム（本

会議に 向けた地域別の準備会合）、国内準備会合

をはじめ、加盟国政府間準備会合等の交渉へのサ

ブスタンメイバーとして参加等により、ドナー協

議等の機会を通して、日本国内および JICA が国

際協力の場で進めてきた①防災投資拡大 、②中

央政のガバナンスと法制度等枠組強化、③Build 

Back Better、 ④事前投資や開発計画の客観的・科

学根拠となる災害履歴とハザード・リスク評価

（科学技術活用を含む）、⑤ジェンダーを含む災

害時要支援者配慮と防災への参画などについて、

関係国、関係機関への発信と共通認識の醸成を図

ってきた。 

 

７．仙台会議はその総仕上げとしての機会でもあ

ることから、JICA は会期中を通じて、閣僚級円

卓会議やワーキング・セッション等の本体会議ハ

イレベルセッションに参加するとともに、公式イ



ベントとして、「防災の主流化」をテーマに、東

日本大震災総合フォーラム、途上国関係機関や国

際機関との共催によるパブリック・フォーラムの

開催、市民向けのブース展示を行った。以下はそ

の概要である。 

 

・本会議では、今後の重要なテーマについて

各国がステートメントの発表を行うプレナリー

会合、各国閣僚クラスが参加し議論する閣僚級円

卓会議、兵庫行動枠組の進捗・成果の共有や、防

災と経済、災害弱者の参画、災害に強い学校など、

防災の主流化を進める上で重要なテーマに対す

る取組みを協議するための計 34 のワーキング・

セッションが開催された。JICA は、田中明彦理

事長（当時）が参加した「防災のための国際協力

とグローバルパートナーシップ」をテーマとする

閣僚級円卓会議においては、災投資拡大の重要性

や災害リスクを正しく知るための科学的根拠に

基づくリスク評価のあり方について参加閣僚と

共有した。その他「災害リスク削減の経済的側面」、

「危機対応から強靭性の構築へ」「食の安全保障

と災害に強靭な農業」のセッションに幹部が出席

し、これまでの日本の経験や JICA の海外での取

組みを紹介したほか、「災害に強靭な農業や食の

安全保障」、「障害者の防災への参画」といったセ

ッションには、関係各部、事務所が参加するとと

もに、これまで実施してきた防災協力のカウンタ

ーパートがパネリストとして多数参加している。 

・本会議以外でも、会議期間中に本体会議場で

開催されたイグナイト・ステージ（本体会議参加

者に向けた発表会）において JICA の関係部によ

る活動紹介が行われたほか、イラン、トルコやグ

レナダ等の国からの発表は JICA の国際協力活動

におけるカウンターパートによる発表が多数行

われ聴衆を集めた。その他、仙台市内各所で行わ

れた様々なパブリック・フォーラムと展示に参加

するとともに、「防災における国際協力」と題す

るシンポジウムも開催し、パブリック・フォーラ

ムでは、JICA 東北支部が教師、起業家、NPO、

自治体、青年海外協力隊経験者など多様なアクタ

ーによる東北被災地の教訓の発信を行ったほか、

植林や海外保全など生態系を活用して行う防災

Eco-DRR（Disaster Risk Reduction）について JICA

の協力事例を発信、さらに、世界銀行と共催での

フィリピンにおける災害に強いインフラに関す

るセミナーや、開発途上国や国内の大学との共催

での耐震建築や災害医療に関するセミナーなど

を行った。 

また、田中明彦理事長（当時）とマルガレータ・

ワルストロム国連事務総長特別代表（防災担当）

は、3月 17日、JICA と国連国際防災戦略事務局

（UNISDR）の協力の枠組みを設定するための業

務協力協定（MOC）を締結し、会議で採択され

た「仙台防災枠組」の実施と共に、防災の事前投

資、途上国の能力開発と知識の向上、Build Back 

Better を推進するために、両機関で協力していく

ことを合意した。 

 

８．今後は、「仙台防災枠組 2015-2030」の下に、

日本政府発表の「仙台防災協力イニシアティブ」

に沿った防災分野の協力について、防災の主流化

の面から JICA の各組織がより緊密に連携して実

施することを通じていくことにより、今後の国際

的な開発課題の解決に向けたさらなる貢献を行

っていく。 

 

参考： 

http://gwweb.jica.go.jp/km/FSubject0301.nsf/ff4eb182

720efa0f49256bc20018fd25/3958a0a725aba98549257

a7900124f29/$FILE/J_low.pdf 

http://www.jica.go.jp/topics/feature/2014/150320.html 
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Abstract: This paper discribes the damage brought by 

the 2015 Nepal earthquake to urban infrastructures, 

modern and traditional buildings as well as some word 

heritage sites in and around Kathmandu city. The paper 

also focuses on a disaster brought to a hydropower 

plant by the compound action of a previous landslide 

and this time earthquake. Some of the possible reasons 

for such damage were brought to light, and challenges 

of the geotechnical community towards the retrofitting 

and recovery of the devastated structures were 

discussed. 

 

Keywords. 2015 Nepal earthquake, amplification of 

motion, world heritages, landslide, compound disaster 

 

１． INTRODUCTON 

The Nepal Gorkha earthquake (moment magnitude, 

Mw=7.8) struck at 11:56 NST on 25 April 2015 with 

epicenter at Barpak village of Gorkha district, which is 

located 77 km northwest of Kathmandu, the capital city 

of Nepal (Fig. 1). This was the largest earthquake in 

Nepal’s history since 1934 Bihar–Nepal Earthquake. 

The re-cent report by the Government of Nepal 

indicates that the recorded death toll has reached close 

to 9,000. Immediately after the earthquake a Japanese 

expert team from three professional societies was sent 

for quick survey of the damage area. The professional 

societies were: the Japanese Geotechnical Society 

(JGS), Asian Technical Committee of ISSMGE on 

Geotechnical Natural Hazards (ATC3), Japan Society 

of Civil Engineers (JSCE) and Japan Association for 

Earthquake Engineering (JAEE). The author was a part 

of the team, and surveyed some areas in and around the 

city of Kathmandu. 

A recently submitted post-disaster need assessment 

(PDNA) report by the National Planning Commission 

of Government of Nepal, has estimated the total 

economic loss in 15 different sectors to be about US$7 

billion, and the reconstruction cost to be about US$6.2 

billion. The  highest  economic  loss  has  been  

in  the building structures and human settlements 

sectors, which show nearly half the total economic loss. 

This paper summarizes the damage brought by the 

devastating earthquake especially to urban 

infrastructures, the historical monuments, mod- ern and 

traditional buildings as well as some word heritage sites 

in and around Kathmandu city. The paper also focuses 

on a compound disaster brought to a hydropower plant 

by  a previous landslide and subsequently by  the 

earthquake. Finally, the paper also divulges possible 

reasons for such damage and geotechnical challenges 

towards the retrofitting of structures and reconstructions 

of the devastated areas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Epicenter of the earthquake and distri- bution of 

aftershocks. 

  

２． TECTONICS OF KATHMANDU VALLEY AND 

MECHANISM OF THE EARTHQUAKE 

2.1 Past earthquakes in Nepal 

The record of historical earthquakes in the Ne-pal 

Himalaya dates back to the 13th century, but no clear 

 



documentation of the damage that occurred is available 

in the literature. Tabulated data on the historical 

earthquakes in Nepal and peripheral ar- eas, as 

compiled by NSET and GHI (1999), indi- cate that a 

large earthquake occurs in the Nepal Himalaya roughly 

every 100 years. Since the last large earthquake in 1934 

(i.e., Bihar–Nepal Earth- quake, M8.1), 81 years have 

passed and it was widely estimated that a large 

earthquake was go- ing to occur in the Nepal Himalaya 

within 100 years from 1934. During the last 35 years, 

three heavily damaging earth-quakes and several dam- 

aging earthquakes have struck Nepal. The heavily 

damaging earth-quakes include the 1980 far west- ern 

region earthquake (M6.5, Darchula), the 1988 eastern 

Nepal earthquake (M6.5, Udayapur), and the 2011 

earthquake (M6.9, Nepal–India border) while 

damaging earthquakes of <M6.0 were rec- orded 

almost every year from 1993 until 2003. In addition, 

there is a long list of minor earthquakes that occur 

almost every month in and around the Nepal Himalaya. 

These earthquake data indicate that Nepal is situated in 

a highly earthquake-prone plate tectonic zone of the 

Himalayas. 

2.2 Mechanism of the earthquake 

The occurrence of earthquakes in the Himalayan region 

is primarily due to the collision be-tween the Indian 

plate and the Eurasian plate (sometimes also referred to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as the Tibetan plate in local or re- gional scale). As 

indicated in Fig. 2, the Indian plate moves northward 

and subducts underneath the Eurasian plate creating a 

zone of plate-tip squeezing at the Himalayas. This plate 

movement has resulted in the formation of the 

Himalayan Mountains, the uplift of which occurs at an 

esti- mated rate of 2 cm per year (Bilham et al., 1995). 

Moreover, the area-wide compression and uplift of the 

Himalayan region has resulted in extensive distribution 

of regional and local faults. Some of these faults 

generate major earthquakes, such as the 2008 Sichuan 

Earthquake during which nearly 88,000 people died. So 

far, however, the major earthquakes in and around the 

Nepal Himalaya have been mostly generated at  the  

subduction zone of the Indian plate underneath the 

Eurasian plate (Fig. 2). The depth of the 2015 Nepal 

Earth- quake has been estimated to be about 15 km, 

which makes it clear that this earthquake was gen- 

erated exactly at the depth of subduction plane. The 

exact mechanism involved in the generation of this 

earthquake is yet to be clearly known, but a general 

interpretation is that the strain energy stored in the 

rupture zone due to the northward gently inclined thrust 

of the Indian plate was re- leased with slipping of 

Eurasian plate-tip below the Main Boundary Thrust 

(MBT; Fig. 2). 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 2. Mechanism of the earthquake. 



9.142 km segment of the Kathmandu-Bhaktapur Road 

section of the Araniko Highway was upgraded by 

expanding the previous two-lane road to four lanes 

through JICA (Japan International Cooperation 

Agency) funded pro- ject. The road is also known as 

Nepal-Japan friendship road. ThKathmandu-Bhaktapur 

Road is designed to serve not only as a road to ensure 

smooth transportation of goods and people between 

Kathmandu and Bhaktapur, but al-so to play an 

important role linking the Kathmandu Valley with the 

Eastern Terrain via the Araniko Highway and the 

Sindhuli  Road  (which connects Dhulikhel 

-Sindhuli-Bardibas of the East-West Highway).    

Furthermore, this road section also improved the 

connection of the Kathmandu Valley with the north via 

the Araniko Highway, which is a vital physical 

infra-structure for Nepal in terms of connectivity to 

China and India (JICA, 2007). A part of the road was 

damaged due to the earthquake. This section 

summarizes the damage of the road and the 

surrounding infrastructures during the earthquake as 

well as the geological and geotechnical information 

available close to the area. 

3.1 Damage to the road and surrounding infra- 

structures 

Our survey focused only on the damage of the road 

located near the Lokanthali area (Fig. 3), covering a 

length of about 400 m. The state of the road before and 

after the earthquake is shown in Fig. 4. The various 

locations of the surveyed area were are shown in Fig. 5. 

In the Kathmandu side, heaving and subsidence of the 

road, slope failures in the main road and in the access 

road, ground fissuring, retaining wall damage and 

damage to the residential buildings close to the access 

road were observed. Similarly, in the Bhaktapur side, 

heaving and subsidence of the main road, slope failures 

in the access road and ground fissuring were observed. 

  

 

         Surveyed area 
Figure 3. Kathmandu-Bhaktapur road  

(URL Source: http://www.earth.google.com). 
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Figure 4. State of the road before and after the earthquake. 

 

 

３． DAMAGE TO URBAN INFRASTRUCTURES 

(b) After the earthquake 



 

 

 

 

 

 

1: Ground fissuring 

2: Ground fissuring 

3: Slope failure and road damage 

4: Retaining wall and building damage  

5: Settlement of the road embankment  

6: Sinking of the access road 

7: Slope failure and road damage 

8: Settlement of road 

 

Figure 5. Locations of the damaged area in the main road and 

the access road (Source map URL: 

http://www.maps.google.com). 

 

Slope failure in location 3 is shown in Fig. 6. As seen 

in the figure the traffic police box was tilted by about 12 

degree due to slope failures and settlement of the road. 

In the Bhaktapur side (lo- cation no. 7) subsidence of 

the main road was ob- served (Fig. 7a). Also, slope 

failure took place in the access road (Fig. 7b). In 

location 5, huge set- tlement of the access road in the 

Kathmandu side was observed (Fig. 8a). An apartment 

building close to this sinking road was found to be 

settled and tilted as seen in Fig. 8b. 

In location 4, two types of retaining walls ex- ist: 

One is the reinforced retaining wall and the other is the 

gravity retaining wall. As seen from Fig. 9(a), in the 

joint between the two walls, dam- age was observed. 

Also, in some parts of the grav- ity retaining wall, 

cracks were observed along the same line in which 

ground fissuring of the access road was observed Fig. 

9(b). Ground fissuring ex- tended up to the residential 

areas along the road. Two residential buildings located 

along this fis- sure were found to be heavily damaged 

(Fig. 10). According to the owner the building with 

exposed brick structure, whom the authors happened to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Slope failure in the Kathmandu side 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 (a) Main road 

 

  

 

 

meet, the building settled by about more than 1 m 

towards  the road and tilted. Many ground fissur- ing 

were also observed in the surrounding of the two 

buildings. 
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(b) Access road 

Figure 7. Slope failure and subsidence (Bhaktapur side). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(b) Tilted apartment building 

Figure 8. Slope failure and subsidence (Bhaktapur side). 

 

Ground fissuring was also observed in many 

lo-cations around the residential area surrounding the 

access roads. Fig. 11a shows one of those hav- ing a 

maximum width of 20 cm. Ground fissuring in 30° 

azimuth towards the east was observed. Such ground 

cracking was observed not only in the road 

embankment but also continued within a wide area 

both towards the left and right side of the road 

embankment. The angle of ground fissur- ing is almost 

the same in both sides of road em- bankment and of 

was 400 m in length towards the south west (Fig. 11b).  

3.2  Geological and geotechnical characteristics of 

the area 

No detailed geotechnical information about the soil 

characteristics in the Lokanthali area is avail- able. The 

closest information available is from the three borehole 

locations near 84m long Manahara bridge (Fig. 12) 

 

(a) Damage to retaining walls 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Settlement and tilting of buildings resulting from  

ground fissuring. 
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(a) Subsidence of the access road 

 

(b) Ground cracks 

Figure 9. Retaining wall damage and ground fissuring. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Observed ground fissuring 

 

 

 

 (b) Fissure orientation in the area 

Figure 11. Ground fissuring in the surveyed area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 12. Borehole locations around Manahara bridge  

(JICA, 2007). 

which is located less than 1 km from Lokanthali (JICA, 

2007). Fig. 13 shows the geological profile of the 

borehole no. 3 (location close to Lokanthali). 

From Fig. 13 it is clear that the area is mostly 

dominated by very thick layer of compressive clay. 

Settlement of this clay deposits and possible am- 

plification of motion may have resulted in such lo- 

calized damage in this part of the Kathmandu- 

Bhaktapur road. However, detailed borehole in- 

formation adjacent to the site and other geotech- nical 

survey results are necessary to arrive at a definite 

conclusion. 

  

４．DAMAGE TO HISTORICAL SITES 

Nepal is nonetheless home  to eight  UNESCO 

World Heritage cultural sites. That includes three royal 

cities and several Hindu and Buddhist sites within the 

Kathmandu Valley, as well as Lumbini, the legendary 

birthplace of the Buddha, all of which are in the area 

affected by the earthquake. Many of those centuries-old 

buildings and monuments were destroyed in  the 

Kathmandu Valley, including some at the Kathmandu 

Durbar Square, the Patan Durbar Square, the Bhaktapur 

Durbar Square, the Changu Narayan temple and the 

Swayambhunath temple. In the following sub- sections 

few examples of damage inflicted on those historical 

buildings and monuments, word heritage sites and 

historic town are discussed. 

4.1  Damage at Kathmandu durbar square 

Several pagodas on Kathmandu Durbar Square, a 

UNESCO World Heritage Site, collapsed. The 

Dharahara tower in that square, built in 1832, 

completely collapsed leading to death of at least 180 

people including honeymoon couples. Fig. 14 show the 

states of the tower before and after the earthquake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Before After 

Figure 14. State of damage of Dharahara tower. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Damage at Patan durbar square 

Patan, famous as the oldest city in Kathmandu valley, is 

also known as the city of fine arts. An- other name of 

Patan, is Lalitpur. The exquisite art- works and 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

architectural buildings, scattered in and around Patan 

Durbar square, are from 16th cen- tury and onwards. In 

1979 they were listed in the world heritage monument. 

It is probably one of the oldest Buddhist Cities in the 

 

Figure 13. Soil profile at borehole no. 3 (JICA, 2007). 



world. The city is situated on a plateau across Bagmati 

River. In Patan, the Char Narayan Mandir, the statue of 

Yog Narendra Malla, a pati inside Patan Durbar Square, 

the Taleju Temple, the Hari Shankar, Uma Ma- 

heshwar Temple and the Machhindranath Temple in 

Bungamati were destroyed during the earth- quake. 

Fig. 15 is a 2010 photo of the intact temples. Sev- 

eral of the tiered temples appear to have col- lapsed.  

Fig.16 shows the Harishankar temple, built in 1706 and 

one of the most outstanding tem- ples in Patan before 

and after the earth-quake. 

4.3  Damage at Bhaktapur durbar square 

In Bhaktapur durbar square, several monuments, 

including the Fasi Deva temple, the Chardham temple 

and the 17th century Vatsala Durga Tem- ple,  were  

fully  or  partially destroyed.  Fig. 17 shows the 

famous Hindu temple (Vatsala Durga temple) before 

the earthquake. Built in 1672, this beautiful stone 

building was a favorite for many people to sit out on 

and watch the sunset in Bhak- tapur durbar square. It is 

no more than rubble now (Fig. 18). Few other temples 

(Fig. 19) in the square were also seriously damaged 

including a school building which completely collapsed 

(Fig. 20). 

4.4  Damage to Changu Narayan temple 

One of the oldest Hindu temples in Nepal, Changu 

Narayan is believed to have been built in the 5th 

century A.D. Located on a hilltop east of Kathmandu, 

the two-tiered pagoda (Fig. 21) is considered one of 

Nepal’s most unique architectural monuments. 

Constructed on a single slab of stone, the Changu 

Narayan temple had withstood the large earthquake of 

1934 Bihar- Nepal Earthquake. This time earthquake 

inflicted some damage to this main temple as seen from 

the scaffolding of the temple after the earthquake (Fig. 

22). Two of the four temples on the premises of 

Changu Narayan square have been reduced to rubble 

by the earthquake (Fig. 23 shows one of them). 

4.5  Damage to Sayambhunath temple  

Comprising temples, shrines and the iconic stupa which 

 

Figure15. Patan square before the earthquake 

(Photocourtesy: Narendra Shrestha) 

 

Figure 16. Harishankar temple before and after the 

earthquake. 
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Figure17. Vatsala Durga temple before the earthquake. 

Figure 18. Vatsala Durga temple after the earth- quake. 



 

 

 

 

 

 

Figure 19. States of other temples and buildings in 

Bhaktapur square. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. Collapsed school building (only the gate remains) 

in Bhaktapur square. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21. Two-tiered pagoda in Changu Nara- yan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23. One of the collapsed temples in Changu Narayan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24. Sayambhunath temple complex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25. Damage in Sayambhunath temple complex. 

 

bears the painted-on eyes of the Buddha,the150- 

year-old Swayambhunath (also known as monkey 

temple) is not only a revered location for locals, but also 

one of the most-visited tourist des- tinations in the 

capital (Fig. 24). Swayambhunath temple complex in 

the Kathmandu Valley suf- fered heavy damage due to 

the earthquake. Few structures within the temple 

complex suffered damage (Fig. 25). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22. Two-tiered pagoda after the earth- quake protected 

by scaffolding. 

 

 

 

 

 



4.6  Damage to historic town of Sankhu 

Sankhu is the ancient town,  with predominant 

Newari culture, located in the north-eastern cor- ner of 

Kathmandu Valley in about 17 km from the capital city 

Kathmandu. Sankhu is probably the worst affected 

historical town, where 80 to 90% of the buildings were 

completely col-lapsed. 

Fig. 26 shows the view of the buildings in the town 

before the earthquake. Fig. 27 shows the state of the 

same buildings after the earthquake. 

Total collapse of many structures in the city were 

observed here and there (Fig. 28). 

 

５． DAMAGE TO MODERN BUILDINGS 

Not only the historical monuments and old brick 

masonry buildings, but many recently built and 

comparatively well-engineered buildings includ- ing 

multistory business complexes and apartment buildings 

were also heavily damage. In recent years, especially 

during the last one decade, Kath- mandu valley has had 

a sharp rise in the number of multistory business 

complexes and apartment buildings, mainly 

constructed of reinforced con- crete framed structure 

with brick masonry infill. Most modern residential and 

commercial build- ings also follow the similar 

construction practice, but a large number of these 

buildings have been constructed without adequately 

incorporating the seismic design criteria. Even within 

the Kath- mandu valley, which is the most densely 

popu- lated urban settlement of the nation, most periph- 

eral areas enjoyed waiver of the administrative process 

of construction permit up until a couple of years ago. 

Moreover, in many occasions, manipu- lation of the 

design data and use of substandard material quality 

have also added to poor seismic capacity of the 

buildings. 

The trend of damage to reinforced concrete buildings 

during this earthquake can be categorized into two 

main patterns: 1) column breakage and severe structural 

tilting or complete collapse in comparatively short 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26. View of Sankhu town before the earthquake. 
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Figure 27. View of the spot in Fig. 15 after the earthquake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28. Few selected collapsed structures in the town. 

 

buildings (i.e. 3-6 story), as in Fig. 29 and 2) massive 

shaking and heavy damage to non-structural elements, 

such as brick masonry partition walls, in comparatively 

tall buildings (i.e., >10 story), as in Fig. 30. Leaving 

 

 

  

 



aside a few cases of complete collapse in other 

locations, damage to short buildings was concentrated 

in some pocket areas, such as Gongbu, Swayambhu, 

Sitapaila, and Kapan (Fig. 31). However, most such 

buildings in central core were not affected much except 

for a few cracks in the walls. On the other hand, out of 

more than 50 tall buildings in Kathmandu and Patan, 

more than 40 were found to have sustained medium to 

heavy damage, mainly in non-structural parts (Fig. 30). 

Kathmandu valley is filled with soft sediment deposit 

composed primarily of lacustrine material, that goes as 

deep as 500 meters in the center. Borehole logs of 

different times are also evident that a larger part of the 

sediment deposit is composed of organic clayey 

material. Despite the fact that the bearing capacity of 

this clayey sediment is extremely weak, most buildings 

in Kathmandu valley have been constructed on isolated 

or raft footing foundation. Some of the tall buildings 

were found to have been  tilted, which is due to poor 

bearing capacity of the foundation soil. 

 

６． COMPOUND DISASTER IN SUNKOSHI AREA 

6.1  Jure landslide 

A massive landslide occurred at around 02.30am, local 

time on August 2, 2014 at Jure village in Sihupalchowk 

district of Nepal. The landslide killed 156 people, 

injuring 27 and displacing 436 people. 

The massive landslide blocked Sunkoshi River 

creating a high dam across the  river (Fig. 32).A 

river gauging station of the Department of 

Hydrology and Meteorology (DHM) at 

Pachuwarghat downstream of the landslide dam 

showed a rapid decline in water flow three hours 

after the landslide, after which the flow of water 

completely stopped for approximately 12 hours. 

An inflow of about 160 m3/sec of water quickly 

created a large lake behind the dam. Within 13 hours 

the newly formed lake , which rapidly grew to a 

volume  of  an  estimated  7 million cubic meters,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29. A typical case of damage to comparatively short 

buildings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30. A typical case of damage to tall buildings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31. Core Kathmandu and Patan area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32. Landslide in Jure (Courtesy: Sanima Hydropower 

Ltd., Kathmandu) 

 

 

 

 

 

 

 

 



extended about 3 km upstream, completely 

submerging the 2.6 MW Sanima hydropower station 

(Fig. 33). 

The landslide-dammed lake also has created havoc 

amongst the local residents and people living in the 

downstream and upstream riverside areas. The 

landslide completely obstructed the Araniko Highway, 

and it was not possible to pass through the landslide 

further to the north, disrupting the transportation 

network to China, and braking the national daily 

revenue of about 30 million Nepali Rupees. 

6.2  Damage to Sanima Sunkoshi Power Plant due to 

landslide 

The landslide at Jure has swept away two gates of the 

Sunkoshi power house headworks. The power house 

was also submerged after damage to the project's 

penstock. The powerhouse and the camp house lied at 

the sediment deposition zone. The lake inundated most 

of the equipment/materials in powerhouse and camp 

house. Figs. 34 (a)-(b) show the state of the damage 

before and after the landslide. 

Private development firm (Sanima Hydro- power 

Plant) undertook the repair and reconstruc- tion works 

of the dam and it was ready for com- missioning on 

May 1, 2015. 

6.3  The Compound disaster 

However, there is big blow to the works by the 

earthquake of April 25, 2015. The power house was 

damaged at various places by the earthquake as seen in 

Figs. 35(a) - 35(d). The earthquake also induced 

shallow landslides on the upstream and right 

bank of the power station as shown in Figs. 36(a) - 

36(b). 

The landslide related loss to the power plant amounts 

to 148 million Nepali Rupees. The earth- quake 

damage was estimated to be 34 million Ne- pali Rupees. 

Total damages from this compound disaster stand at 

203 million Rupees. 

 

Figure 33. Submerged power station (Courtesy: Sanima 

Hydropower Ltd.,Kathmandu) 

 

７． POSSIBLE REASONS OF THE DAMAGE AND 

LESSONS LEARNED 

The acceleration, velocity, displacement profiles (Fig. 

37) and spectral distribution (Fig. 38) of the earthquake 

reveal that the maximum acceleration (about 182 Gal) 

is not that high. However, the ve- locity, which is a 

barometer for generated earth- quake energy, is rather 

high. Also, the spectral distribution of acceleration 

reveals that it was a long-period motion. 

Most of the damage can be contributed to the 

non-engineered structures (combination of sun- burnt 

brick  and  clay  mortar),  which have negligi- ble 

resistance to earthquake type loading. Also, damage 

were mostly localized, which indicate the possibilities 

of resonance due to ground motion amplification in 

Kathmandu valley, which basi- cally compose of soft 

alluvial deposits in old riv- ers and lakes (Fig. 39). The 

Kathmandu  valley  comprises  of  thick  semi-  

consolidated fluvio-la- custrine Quaternary sediments 

on the top of base- ment rocks. Piya (2004) reports that 

the maximum thickness of the valley sediments reaches 

up to 550 m at the central part of the valley. The shear 

wave velocity of the soft sedimentary deposits ranges 

between 167 m/s and 297 m/s, and ground 

amplification may be ranging between 1.9 and 7.9 

according to Chamlagain and Gautam (2015). Due to 

complicated geology of the Kathmandu valley two 

levels of resonance are expected (Paudyal et al., 2012). 



 

 

 

 

 

 

 

(a) Before the landslide 

  

 

 

 

 

 

 

(b) After the landslide 

 

Figure 34. State of the power station before and after the 

landslide (Courtesy: Sanima Hydropower Ltd., Kathmandu) 

 

８．CONCLUSIONS  AND RECOMMENDATIONS 

The following conclusions and recommendations 

could be made based on this preliminary survey of the 

earthquake damage of the structures. 

(1)  The damage to newly built building struc- tures 

was concentrated at particular pocket areas and more 

specifically in newly devel- oped sub-urban areas of the 

Kathmandu city core. 

(2)  Most old brick masonry buildings were heavily 

damaged throughout the valley, and the destruction was 

particularly found to be concentrated in Bhaktapur city 

core and Sankhu area of Kathmandu. 

(3)  One typical characteristic of the damage pat- tern 

found this time was that, comparatively little damage to 

hospital buildings and life- line infrastructures including 

power line, water pipes, communication network, and 

roads. The only international airport in Ne- pal was 

reported to be totally undamaged. 

(4)  Immediate geotechnical and geological in- 

vestigations of the soils in the vicinity of his- torical 

monuments are required. 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) Wall collapse on riverside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Rupture of reinforcement bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Operator’s camp at headworks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) Machine floor 

Figure 35. Earthquake induced damage to the 

power station 

 

(5)  Reconstruction and retrofitting measures to be 

adopted considering acceleration amplifi- cation in 

future earthquakes. 

(6)  It is very important to take into the account the 

effect of soil stratum (surface and lower layers) and the 

velocity distribution profiles based on geotechnical data 

base. 

 

 

 

 

 

 



(7)  New approaches in the geotechnical design and 

retrofitting of foundations, which are cost-effective and 

locally available, require immediate attention. 

(8)  Use of information technology and local par- 

ticipation towards disaster mitigation also need 

attention. 

(9)  Rebuilding the historical sites this time around, 

especially the older ones, will be no easy task. In the 

retrofitting of the historical monuments in the 

Kathmandu valley, it is very important to collect 

information regard- ing the foundations of those 

structures. That is definitely going to be a challenging 

task for geotechnical engineers and researchers in the 

years to come. 
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(a) Landslide in the upstream of intake 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Landslide in the right bank of Headworks 

Figure 36. Earthquake induced landslide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37. Acceleration, velocity and displacement profiles 
 of the earthquake (Source: USGS). 

 

 

Figure 38. Spectral distribution (Source: USGS) 

Figure 39. Schematic geological cross section of Kathmandu 

valley along N-S (Sakai, 2001). 
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はじめに 

2015 年 4 月 25 日現地時間午前 11 時 56 

分（日本時間午後 3 時 11 分）にカトマン

ズの北西約 82 キロのところでモーメント

マグニチュード 7.8 の地震が起きた 
1)。震

源地に近い 都市の名前にちなみ、この地震

はネパール・ゴルカ（Gorkha）地震とも呼

ばれる。その後、 5 月 12 日に最大余震と

して、マグニチュード 7.3 の地震がカトマ

ンズの東約 74km のところ で発生してい

る。ネパールでは、1934 年（推定 Mw8.2）、

1833 年（推定 Mj8.0）にも大地震 起きて

いる 
2)。今回の地震による死者は 8、712 名、

行方不明者は 18、946 名と発表されてい 

る。また、地震による損害は 6.9 億 US$で、

復旧・復興にはさらに 6.2 億 US$が掛かる

と 予 測 さ れ て い る （ Nepal Planning 

Commission）。 

現在、ネパール地震の復旧・復興につい

ては、JICA 等日本政府レベルで進められて

いる。 しかし、今後も発生しうるネパール

での大災害に対して、アジアのハブ大学を

目指している 九州大学の役割は極めて重

要である。中長期的視点に立ったネパール

で、今後必要とされる 防災技術の学術協力

のために、今回の大地震に関して具体的な

情報収集、ニーズ調査を行う 必要があると

判断し、2015 年 8 月 2 日より 6 日にか

けて、防災・災害研究に携わる教員に よる

調査団を組織し現地調査および関係機関と

の意見交換を行ってきた。ここで、その調

査 結果を報告し、今後の取り組みについて

述べる。 

 

調査団の構成および調査目的 

本調査は、工学研究院（団員：Hazarika 

Hemanta、梶田 幸秀、笠間 清伸）、工学研

究院 附属アジア防災研究センター（団長：

塚原 建一）、システム情報科学研究院（団

員：Pokharel Ramesh）を中心として実施さ

れ、調査の主な目的は以下のとおりである。 

１）ネパールの復旧・復興にむけて九州大

学が現地のカウンターパートと協力できる

課 題を特定する 

２）中長的に取り組む方向性を明確化する 

３）JICA やネパール政府関係機関の復興に

対する取り組みに、九州大学として貢献で

き る課題を抽出する 

以下に調査日程および概要を示す。  

8 月 1 日（土）：福岡を出発 

8 月 2 日（日）：現地到着、現地のカウン

ターパートと調査に関する事前打ち合わせ 

8 月 3 日（月）：現地カウンターパート

（ Himalayan Conservation Group および 

Tribhuvan 大学）と打ち合わせ、JICA ネパ

ール事務所と打ち合わせ、カトマンズ市内

と周辺の建物(世界遺産を含む)の被害調査 

8 月 4 日（火）：ジュレ地すべり、スンコ

シ電力発電所の被害調査 

8 月 5 日（水）： 前教育大臣今後の研究協

力について協議（写真-1）および JICA 道

路・Bhaktapur、 Patan、 Sayanbhunath (世

界遺産)の調査 



8 月 6 日（木）：JICA ネパール事務所にお

いて、在ネパール日本大使館、JICA ネパー

ル事務 所、国土交通省等の関係者と、調査

結果について情報共有（写真-2）、現地出発 

 

｛調査結果｝ 

都心部の建物の被害 

図-1 にカトマンズ市内で観測された加速

度、速度および変位の波形を示す 
3)。気象

庁計 測震度相当値を計算すると 5.0 とな

り、日本の震度階では 5 強となる 
4)。日本

で震度 5 強の 地震を観測した際の被害例

としては、「補強していないブロック塀が崩

れることがある」、「木造建物では壁などに

ひび割れ・亀裂がみられることがある」、「鉄

筋コンクリートでは壁、 梁、柱部材にひび

割れ・亀裂が入ることがある」といった状

況である。 

写真-3 にダルバール広場（世界遺産）の

被害状況を示す。17 世紀末から 18 世紀に

かけて建築された寺院が建ち並ぶ地域であ

る。レンガ造の建物であるため、完全に崩

れたもの、 一部崩壊のものなどが立ち並ん

でいた。しかし、写真-4 に示すとおり、ダ

ルバール広場か ら徒歩 10 分程度のとこ

ろにある歩道橋（コンクリート柱、鋼製桁）

では被害は見当たらず、 JICA のある鉄筋

コンクリート造の建物では、壁などにひび

割れがみられたが、特に補修も せずに、8 

月の調査の段階では使用されていた（写真

-5）。 

現地での建物の耐震基準（高さ 5m から 

90m までの耐震基準）5)を確認すると、高

さ 30m ま では、震度法（地震による力を

建物の水平方向に作用させる方法）を採用

しており、高さ 30m 以上の建物について

は、モーダルアナリシス（地震動の加速度

スペクトルを利用して応答値 を推定する 

    

 

 

 

 

 

写真-1 HCG の事務所にて前教育大臣 

（右から 5番）との協議 

 

 

 

  

 

 

 

写真-2 カトマンズの JICA 事務所で調査結果

報告会 

 

方法）を採用している。震度法では基本震

度を短周期で 0.08（日本では、0.2） とし

ており、そこから構造物の重要度、構造物

の構造的特性、地盤の状況などを加味して

設 計震度を決定するがおおむね 0.1 程度

となり、日本のレベル 1 耐震基準より少し

弱い程度で建築物は設計されていると考え

られる。なお、本基準は Civil Engineering 

Works (bridges、 dams、 earth structures、 

etc.) には適用できないことは明記されて

おり、土 木構造物の耐震基準についてはさ

らなる調査が必要である。 

 

ＪＩＣＡ道路の被害 

JICA 道路は、谷部を埋め立て個所に建設

されたもので、道路盛土自体の高さは 4.3m 

であ り、写真-6 に示す傾き 65°の練積み

式擁壁と写真-7 に示す鉛直の補強土擁壁

で建設された 区間がある。地震による盛土

の沈下量は、75cm～1.0m 程度であった（写 

真-8 参照）。練積み式擁壁においては、約 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 ダルバール広場での被害 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5 RC 建物の壁のひび割れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 カトマンズ市内で観測された加速度、速度および変位波形 3) 

 

 

写真-4 カトマンズ市内の歩道橋の状況 

 

 

写真-6 JICA 道路の練積み式擁壁 



10m 間隔で幅 4cm～10cm の鉛直クラッ

クが見られた（写真-9 参照）。 補強土擁壁

については、セグメントに若干のひび割れ

がみられるものの、傾くことなくほぼ 健全

な状態であった。 

しかしながら、写真-10 に示すように練

積み擁壁と補強土擁壁の境界部においては、

前 面に 10cm 程度はらみだすなど損傷が

大きかった。盛土厚が 4.3m に対して、盛

土沈下量が 75cm～1.0m 生じたと仮定する

と、発生した鉛直ひずみが 17%～23%と極

めて大きいことか ら、盛土の締固め不足な

どにより、道路盛土部のみに沈下が生じた

可能性は極めて小さ い。したがって、盛土

以深の谷埋め部に沈下が生じた可能性があ

る。Tribhuvan 大学の Dahal 教授によれば、

地震後に周辺の井戸に砂が湧き出し、使用

できなくなったというこ とから、液状化に

より沈下が生じたとの報告だったが、ボー

リングデータによる液状化判 定やカトマ

ンズの液状化マップなどと比較するなどの

検証が必要であると考えられる。 

｛山間部の被害｝ 

ネパール山岳部の地形・気象・地質条

件と土構造物の特徴 

図-2 は、ネパールの標高と年平均降水量

のコンターを示したものである。調査の拠

点と なったカトマンズの標高が約 1400m 

であり、北側の中国との国境に向かって急

激に標高が 高くなっていることがわかる。

降雨量に着目するとすべての地域において、

1000mm 以上の 年平均降雨量があり、大き

いところでは、3000mm に達している。ま

た、年間の降雨が、モン スーン時期の 3 か

月間に集中していることも特徴である。 

図-3 にネパールに地質図を示す。6000m 

以上の山岳地に見られる高ヒマラヤ変成岩

類は、 白亜紀の堆積岩とそれに貫入する第 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-7 JICA 道路の補強土擁壁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

写真-8 周辺構造物の挙動からみる JICA  

道路の沈下状況 
  

 

写真-9  練積み式擁壁のクラック計測 

写真-10  練積み式擁壁と補強土擁壁の境界部

の状態 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三紀中新世花崗岩類および変成岩類からな

る。高ヒマラヤ変成岩類の下には、レッサ

ーヒマラヤと呼ばれる約 80～120 km の地

帯は、厚さ 10 km 程度の 19 億年前～約  

1600 万年前にわたる変成岩、古生代と中生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代の堆積岩および花崗岩類から構成されて

いる。 

図-4 にネパールの山岳部における土砂の

移動形態を示す。図-2と図-3に示したよう

な地形および気象条件から、特にネパール 

図-2 ネパールの標高と年平均降雨量（Tribhuvan 大学の Ranjan K. Dahal 教授の資料） 

 

図-3 ネパールの地質図（Ranjan K. Dahal 教授の資料） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の山岳部においては、急斜面の末端に河川

が存在し、 降雨を誘因とする大規模土砂あ

り、雨の降り方によって局所的な小規模土

砂災害が発生している状況にある。したが

って、山岳部に生活す るネパール国民は、

土砂災害に遭遇する頻度が高いため、地震

災害よりも土砂災害への危機 意識が高い。

すなわち写真のようにネパール国民は、大

規模な土砂災害とともに生活してい る環

境といえる。また、山の谷部で生活すると

土砂災害に遭遇する可能性が高いことから、 

日本のように谷部に住居を構えるのではな

く、写真-11 のように山の尾根部に住居を

構え、 放牧などの生活を送っている。しか

しながら、山の尾根部は、地震動が増幅し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やすいため、 地震に対しては、被害を受け

やすいというネパール特有の住環境と反映

させた住居の構造 や災害対策の必要性を

感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 ネパールの山岳部における土砂の移動形態（Ranjan K. Dahal 教授の資料） 

 

 

 

写真-11 山の尾根部に暮らすネパールの 

山岳部の人々 

図-5  土砂災害による死者数 

 



図-5 は、災害疫学研究センター（ベルギ

ー）が運営する災害データベースをもとに

日本と ネパールの土砂災害による死者数

を比較したものである。ネパールでは、2002 

年の 500 名 が最大、一方日本では 1923 

年の 200 名程度が最大あり、ほぼ数百名程

度の土砂災害による 死者数があるという

点では、非常によく似た特徴を有する。 

次に災害調査の移動中に見られたネパー

ルの山岳部における土構造物を紹介する。

写真-12 は、道路法面に見られた石を積み

上げてその間にセメントやモルタルを充填

して堅固に 連結した練積み式擁壁である。

写真-13 は、道路盛土を補強するために設

置されたグランド アンカーである。写真

-14 は、今回の調査で最も目にした金網製

のかご状構造物の内部に、 自然石や砕石な

どを中詰めして積み上げた蛇籠式擁壁であ

り、土砂災害地域で特有のクリープ変形に

対して、柔軟に変形している様子が見られ

た。調査中にも河川に堆積する岩石か ら板

状の岩石を切り出している様子が見られた

（写真-15）。現地で容易に入手できる材料

で 構成された蛇籠式擁壁は、写真-16 のよ

うに大きな変形にも柔軟に変形して抵抗で

きるため、 ネパールの土砂災害対策として

積極的に使用されていることから、日本で

使用されている 最先端の土砂災害対策を

そのまま使用できる可能性は小さく、低コ

ストかつメンテナンス フリーで変形に強

く粘り強い構造の技術開発の必要性を感じ

た。 

 

ジュレ大規模深層崩壊 

図-6 は、2014 年 8 月 2 日に発生した

ジュレの土砂災害の人工衛星画像である。

Sunkoshi 川をせき止めて、天然ダムを形成

していることがわかる。図-7 は、土砂災害 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-12 ネパールの練積み式擁壁 

 

 

写真-13 グランドアンカー 

 

写真-14 河川の護岸に使用された蛇籠式擁壁 

 

写真-15 蛇籠を作製するために切り出された

砕石 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-16 土砂移動にも柔軟に変形できる蛇籠

式擁壁 

 

 

図-6 ジュレ土砂災害の人工衛星画像（Ranjan Kumar Dahal 教授の資料） 

写真-17 ジュレの大規模土砂崩壊の全景  

 

図-7  災害前後の標高差（Ranjan Kumar Dahal 教授の資料） 

 



前後の地表面の高低差を示したものであり、

最大崩壊幅 500m で最大崩壊厚さ 90m の

土砂が崩壊し、最大で 60mの崩壊土砂が堆

積していることがわかる。Dahal 教授によ

れば、600 万 m3 の土砂が 崩壊したとの

報告であった。災害調査日の約 1 年前に発

生した土砂災害であるが、現在でも写真-17 

のような崩壊土砂が堆積したままであり、

天然ダムの撤去と中国につながる仮設道路

の建設が中国軍によって行われていた。 

 

大学の今後の中長期的な取り組み 

今回の調査活動により、現地カウンター

パートと協力できる中長期的な取り組みと

し て下記の研究課題が挙げられる。 

１．カトマンズ盆地の地質構造と地盤情報

のデータに基づく防災・減災対策方法 

２．地震および大雨による斜面崩壊の脆弱

性 

３．低コストの斜面崩壊防止対策法の構築 

４．土木構造物の耐震基準についてさらな

る調査 

５．下部構造を考慮した低コストの耐震住

宅の提案 

６．IT 技術を用いた災害リスクマネジメン

ト 
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IRIDeS Quarterly June  2015  東北大学災害科学国際研究所 

神戸市復興計画   平成 7年 6月 神戸市 

信大 NOW Vol.94 国際科学イノベーションセンター  信州大学 

災害伝承 命を守る地域の知恵 高橋和雄       高橋和雄 

新しい住宅地震災害共済保険制度の創設 

ー被災地からの提言ー               兵庫県 

地域・くらし・大学教育  長崎大学生涯学習教育研究センター運営委員会 

地域防災データ総覧風水害編  消防科学総合センター 

安全安心工学入門  長崎大学工学部 安全安心工学入門編集委員会 

地域創造と大学    長崎大学生涯学習教育研究センター運営委員会 

人にやさしいまちづくり長崎から  長崎大学教育開放運営委員会 

東日本大震災の復興に向けて  高橋和雄 

社会参加とボランティア 

ー研究動向と関連文献・資料ー  早稲田大学社会科学研究所居住環境部会 

筑波地球環境科学 vol.10 2014  筑波大学 

ＡＣe7 Ｖｏｌ．51久留米市  日本建設業連合会 

平成２６年度研究開発助成事業成果報告書 

 平成２７年８月  九州地域づくり協会 

地域防災 2015-8 No.3  日本防災・防災協会 

平成２６年度研究開発助成事業成果報告書  

平成２７年８月  九州地域づくり協会 

地域防災 2015-8 No.3  日本防災・防災協会 

 



   

＜地盤＞ 

冠山地域の地質  地質調査総合センター 

川俣地域の地質  地質調査総合センター 

表層土壌評価基本図～茨城県地域～CD-ROM   Geological Survey of Japan,AIST 

出水市針原地区 土石流災害の記録  鹿児島市出水市 

応用地質技術年報  応用地質株式会社 

土砂災害の実態 平成 25年  （財）砂防・地すべり技術センター 

防災科学技術研究所研究資料 第 392号   

地すべり地形分布図 第 59 集 

「伊豆諸島および小笠原諸島」  独立行政法人防災科学技術研究所 

地すべり地形分布図 第 59 集 

「伊豆諸島および小笠原諸島」  独立行政法人防災科学技術研究所 

防災科学技術研究所研究資料 第 394号   

地すべり地形分布図 第 60 集「関東中央部」  独立行政法人防災科学技術研究所 

20万分の１地質図幅「横須賀」（第２版）  地質調査総合センター 

20万分の１地質図幅「大分」（第２版）  地質調査総合センター 

九重火山地質図  地質調査総合センター 

蔵王火山地質図  地質調査総合センター 

燃料資源図「関東地方」  地質調査総合センター 

水文環境図 石狩平野（札幌）  地質調査総合センター 

家族を守る斜面の知識  土木学会 地盤工学委員会斜面工学研究小委員会 

沖縄島北部周辺海域海洋地質図 CD-ROM   Geological Survey of Japan,AIST 

 

＜地震動＞ 

活断層・地震研究センター年平成 25年度 2013 活断層・地震研究センター 

活断層・古地震研究報告 第 14号（2014年） 地質調査総合センター 

東京大学地震研究所 彙報 

第 89号 第 1/4冊 平成 26 年（2014） 東京大学地震研究所 

技術研究報告 2014年 NO.20 東京大学地震研究所 

活断層・古地震研究報告 第 12号（2012年） 産業技術総合研究所 地質調査総合センター 

全国の保健婦に支えられて阪神・淡路大震災の活動記録 阪神・淡路大震災保健婦活動編集委員会 

阪神・淡路大震災復興基金 事業概要 平成 8年 8月 阪神・淡路大震災復興基金 

阪神・淡路大震災復興基金 事業概要 平成 10年 12月 阪神・淡路大震災復興基金 

阪神・淡路大震災調査報告書 千葉工業大学 

阪神淡路大震災 その時労働組合は 4・・・体験と教訓 連合近畿ブロック連絡会 

瓦礫の風貌 阪神淡路大震災 1995 リトルモア 

阪神・淡路大震災調査報告書 

ー平成 7年兵庫県南部地震東京都調査団ー      東京都 

平成 7・8年度 特別研究委員会報告 

阪神・淡路大震災による水環境への影響と対策 特別研究委員会 

震災を生きて 大震災から立ち上がる兵庫の教育 兵庫県教育委員会 

緊急分析 阪神大震災                毎日新聞社 

大震災 1年半・住宅復興の課題 1996年 9月  日本建築学会 建築経済委員会 

1995兵庫県南部地震 調査報告書 1995年 2月 28日 清水建設株式会社 技術研究所 

阪神・淡路大震災 被害調査報告書 社団法人 建設コンサルタンツ協会 

平成 7年兵庫県南部地震とその被害に関する調査研究 

平成 6年科研費成果報告書 課題番号（06306022） 研究代表者 藤原悌三 

KOBE City Restoration Plan   Kobe City Government 

阪神大震災の 30日 毎日新聞社 

阪神大震災 復興市民まちづくり 学芸出版社 

続報阪神大震災がんばれ！！神戸 読売新聞社 

 



阪神・淡路大震災復興基金事業概要 

（平成 9年 11月現在） 財団法人阪神・淡路大震災復興基金 

神戸大震災 産経新聞 

ー阪神・淡路大震災ー復興 3 か年・西宮の記録 

“ここまで来た復興 ” 西宮市 

水を届けたい 全水道神戸市水道労働組合 

人・街ながた 1995.1.17 阪神大震災 神戸市長田区役所職員記録誌 

地震の知恵 119 旺文社 

阪神・淡路大震災 復興にむけての緊急提言 土木学会・土木計画学研研究委員会委員長 黒川 洸 

阪神・淡路大震災復興特別研究成果報告 

平成 7年度及び 8年度 神戸商科大学/姫路工業大学/兵庫県立看護大学/ 

 姫路短期大学  

阪神大震災 みんな元気かい？ ふゅーじょんぷろだくと                                                     

 

＜農林＞ 

森林総合研究所 研究報告 (No.434) Vol.14-No.1  森林総合研究所 

森林総合研究所 研究報告 (No.435)Vol.14-No.2   森林総合研究所 

季刊 森林総研 第 28号.第 29号   森林総合研究所 

平成 27年版 研究成果選集 2015   森林総合研究所 

林業新技術 2015ー現場への普及に向けてー   森林総合研究所 

 

＜沿岸・津波＞ 

海岸統計  平成 26年度版   国土交通省河川局 

ハリケーンカトリーナの高潮・高波災害に関する 

日本セミナー講演集   ハリケーンカトリーナの高潮・高波災害に関する 

   日本セミナー実行委員会 

＜火山＞ 

昭和新山生成５０周年記念写真集   昭和新山生成５０周年記念事業実行委員会 

有珠山 2000.3.28-10.31平成噴火とその記録   室蘭民報社 

雲仙・普遍岳噴火災害復興２０年のあゆみ   国土交通省九州地方整備局 雲仙復興事務所 

火山噴火予知連絡会会報 第 117号   気象庁 

火山災害復興と社会   高橋和雄・木村拓郎 

 

＜積雪＞ 

防災科学技術研究所研究資料 第 389号   

長岡における積雪観測資料（36）   独立行政法人 防災科学技術研究所 

防災科学技術研究所研究資料 第 390号   

新庄における気象と降積雪の観測   独立行政法人 防災科学技術研究所 

防災科学技術研究所研究資料 第 391号   

大規模空間吊り天井の脱落被害メカニズム解明の 

ための E-ディフェンス加振実験 報告書   独立行政法人 防災科学技術研究所 

 

＜河川＞ 

豪雨と斜面都市 ー1982年長崎豪雨災害ー       高橋和雄 

 

『お詫びと訂正』 

2015年 3月発刊の「NDICニュース No.52」におきまして、 

内容に誤りがございました。誤り箇所は以下の通りです。 

「誤」3ｐ2段目 災害医療コーディネート研修会 石井正三 

「正」3ｐ2段目 日本医師会 常任理事 石井正三 

 著者の石井様、関係各位に多大なるご迷惑をおかけしました事を、 

お詫びするとともに、ここに訂正させて頂きます。 

尚、web版については修正したものを掲載しております。 
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