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【概要】 

１．小玉 乃理子 （11：00～11：40 質疑応答含む） 

 

「首都直下地震 防災・減災へのアプローチ」 

南関東地方では200～400年間隔で発生す

るマグニチュード（M）8級の地震の間に、

M7 級の地震が数回発生していることが、

記録資料や断層のトレンチ調査などから

知られている。首都圏では 1923 年の関東

大地震（M7.9）以降、80 年以上にわたり

大きな災害が発生するような地震を経験

しておらず、その間、歴史上類を見ない

急激な都市化が進行した。次に首都圏に

災害をもたらす地震の規模はM7級と想定

されているが、都市化に伴い、過去の地

震にみられなかった災害の様相となることが懸念されている。 

大地震は、振動により建物や社会基盤に被害を与え人命を奪うのみならず、それを端緒に地

域社会や経済活動など広範に打撃を与える。したがって地震災害を最小化するためには、

個々人から国家まで、様々な段階の対策が求められる。これらの対策について概説するとと

もに、現在進めている以下の研究について紹介する。 

・構造物に作用する地震力の評価 －合理的な耐震設計に向けて 

・図上訓練ツールの開発 －自治体の災害対応訓練の高度化に向けて 

 

"Approaches to Disaster Reduction and Mitigation in Expected Tokyo Earthquake" 
From history archives and fault trench studies, it is known that several earthquakes as 
large as magnitude 7 occur in South Kanto during a 200 - 400 year interval of 
earthquakes of magnitude 8. Tokyo and the surrounding area has become densely 
built-up urban area with unprecedented rapidity, without being hit by damaging 
earthquakes more than eighty years after the Great Kanto Earthquake in 1923. Next 



damaging earthquake expected in Tokyo is of magnitude 7, and there is concern that it 
shows different aspects of disaster compared to those seen before the urbanisation. 
Large earthquakes not only damage buildings and infrastructures or claim human lives 
by shaking, but also have a subsequent far-reaching impact on society and economy. 
Consequently, countermeasures in every level from individuals to government are 
needed to minimise earthquake disaster. These countermeasures are outlined, and 
following ongoing research topics are introduced. 
- Evaluation of seismic forces on structures: for rational seismic design 
- Tool development for tabletop exercise: for advanced disaster drill of local governments 



２．長江 亮助教 （11：50～12：30 質疑応答含む） 
 

「日本の障害者雇用施策の問題と政策評価研究」 

現在は、昨年からはじまった障害者自立生

活支援法の見直し、国連における障害者権

利条約への日本政府の署名など、障害者施

策に関係する社会情勢は劇的に変化して

います。   

日本には約650万人の障害者が生活してい

るといわれています。その平均的な就業率

は健常者が 67.6％であるのに対し、身体障

害者で44.2％、知的障害者で43.5％です。

就労は障害者の社会参加の最終的なゴー

ルとされており、政府も障害者の雇用促進施策を行っています。しかし、どうして障害者の

就業率は低いのでしょうか。障害者施策の中でも重要なものは障害者雇用施策ですが、施策

に関して客観的なデータに基づいた分析による十分な議論がなされているとは言えません。 

私の専攻は応用ミクロ計量経済学です。この分野では個票データつまり、個別の人や企業の

データを使用して、経済理論の現実的妥当性や政策の効果を実証的に明らかにすることを目

的としています。私はこれまで個別の企業のデータを使用して、日本の障害者雇用施策の効

果を検証する研究を行ってきました。本月例研究会では、私の最近の研究成果である日本の

障害者雇用施策の問題点と経済学的な政策評価研究を紹介します。 

 

A Study of the Problems on the Disability Employment System and the Economic 
Evaluation of Japan’s Policy for Disability Supporting System 

 These days, the social environment concerning the measures for disabled persons 
have changed dramatically.  For example, the Japanese government decided to amend 
the Law for Supporting the Independence of Persons with Disabilities, which aims at 
fostering self-reliance of disabled persons rather than giving them protection. 
Furthermore, the government ratified the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities of the United Nations.  
It is said that there are about 6.5 million disabled persons in Japan.  The average 
employment rate of physically disabled persons is 44.2% and that of the mentally 
deficient persons is 43.5%, while that of the able-bodied persons is 67.6%.  In most 
countries, employment is assumed to be the final goal in disabled persons' social 
participation and the Japanese government has also been implementing the disabled 
persons' employment promotion measures. However, why is the employment rate of the 



disabled persons so low?  Although the disabled persons' employment is the most 
important in the disability supporting system, there is no detailed discussion about this 
issue based on objective data.  
  My major is applied micro econometrics. In this field, we have aimed to test the 
economic theory and to clarify the effect of the policy impact empirically using 
individual-level data. In previous studies, I have evaluated the effect of the disability 
employment policy of Japan using corporate data up to now.  I would like to introduce 
my recent study which points out and clarifies the deficit of Japan’s policy for disability 
employment in this seminar. 


