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東日本大震災後の振動運営委員会活動 
 

長島 一郎（大成建設） 
 

1. はじめに 
 1986 年に発足した振動運営委員会は、2016年に 30 周年を迎えた。振動運営委員会の活動
については、2007年の振動運営委員会主催のシンポジウム「建築振動工学の発展と耐震設計」
[1]では、振動運営委員会の歴代主査と小委員会の構成の変遷が耐震設計の発展と関連付けな
がら整理されている。2011年のシンポジウム「阪神・淡路大震災を振り返り、来たる大地震
に備える―建築振動研究に課せられたもの」[2]では、阪神・淡路大震災後の振動運営委員会
活動が整理され、「阪神・淡路大震災以降の振動運営委員会および傘下小委員会の系譜」とし

て、主な活動成果が一覧表にまとめられている。今回は、前回のシンポジウムで作成された

一覧表に、東日本大震災後の振動運営委員会および傘下小委員会の活動成果を加えて全体を

加筆修正するとともに、2011年度以後の各小委員会の活動状況を整理した。また、2011年度
以後の振動運営委員会主催の大会 PDについても、主旨と概要を整理した。 
 

2. 振動運営委員会傘下の小委員会の活動 
振動運営委員会傘下には７つの小委員会がある。地震荷重小委員会（2013 年度から大振幅
予測地震動に対する耐震設計法検討小委員会）、地盤震動小委員会、基礎構造系小委員会（2013
年度から地盤基礎系振動小委員会）、免震構造小委員会、建物の構造振動制御小委員会（2014
年度から建物の振動制御性能評価小委員会）、強震観測小委員会、構造ヘルスモニタリング小

委員会（2014年度から構造モニタリング小委員会）である。各小委員会では活動成果を公表
し、広く意見を求めるために、シンポジウムを開催すると共に、刊行物により学術・技術情

報を発信し、広く啓蒙・普及を行っている。 
兵庫県南部地震以後の小委員会の活動状況を表 1に示す。また、2011年東北地方太平洋沖
地震後の小委員会活動を振り返るため、2011年度以後の各小委員会の設置目的と活動概要を、
日本建築学会 HP の「各年度全小委員会活動報告」[3]に基づいて 2.1～2.7 にとりまとめた。
なお、本活動期間の振動運営委員会主査は、以下の通りである。 
・福和伸夫（2009年 4月～2013年 3月） 
・宮本裕司（2013年 4月～現在まで） 

 
2.1. 地震荷重小委員会 
（１）小委員会活動 
①活動概要（2009年 4月～2013年 3月） 
主査：林 康裕 
設置目的： 
 建築物の性能設計の実質化を可能とする地震荷重評価法の構築を目指す。 
各年度活動： 
・2009年度：新しい地震荷重設定法の構築に向けた幅広い情報収集と討議を行う。 
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・2010年度：幅広い情報収集と課題抽出を行う。 
・2011年度：大会 PDの実施。出版原稿の執筆。 
・2012年度：出版原稿の執筆・校正と、シンポジウムの実施。 
課題：関連する運営委員会との活動内容協議・調整。 
②活動概要（2013年 4月～現在まで） 
主査：壇 一男（大振幅予測地震動に対する耐震設計法検討小委員会） 
設置目的： 
大振幅予測地震動に対し、地震動の大きさを評価できる地震動指標と建物の終局耐震性能

を評価できる応答指標を改めて評価し、従来の耐震設計法の見直しを検討する。その成果と

して、確率論にのった現行の荷重指針に対して新たな枠組みを提案する。 
各年度活動： 
・2013年度：地震荷重小委員会で提示された課題の整理。東北地方太平洋沖地震の地震動と
建物被害の検討。 
・2014年度：南海トラフの三連動地震の地震動の試算と建物の応答解析。 
（２）主な活動成果 
・大会 PD「活断層を考慮した設計用地震荷重」（2011.8） 
・シンポジウム「増大する地震動レベルと今後の耐震設計―3.11を踏まえた意識調査を基に」
（2012.7） 
・刊行物「大振幅地震動と建築物の耐震性評価―巨大海溝型地震・内陸地震に備えて」と講

習会の実施（2013.9）。 
・大会 PD「大振幅予測地震動を耐震設計にどう取り込むか」（2015.9） 
2.2. 地盤震動小委員会 
（１）小委員会活動 
①活動概要（2011年 4月～2015年 3月） 
主査：久田嘉章 
設置目的： 
震源から表層地盤までの強震動・地盤震動に関連する国内外の最新の研究動向、予測地震

動の作成と実務に関する様々な問題を整理し、その成果を公表する。 
各年度活動： 
・地盤震動シンポジウム及び地盤震動地域交流会を開催し、地盤震動研究の方向付けを行う。 
課題：活動を活性化するための若手委員の育成。 
②活動概要（2015年 4月～現在まで） 
主査：永野正行 
設置目的： 
震源から表層地盤までの 強震動・地盤震動に関連する国内外の最新の研究動向、 予測地
震動の作成と実務に供する際に発生する様々な課題を整理し、その成果を公表する。 
各年度活動： 
・地盤震動シンポジウム及び地盤震動地域交流会を開催し、成果を公表する。 
（２）主な活動成果 
・第 39回地盤震動シンポジウム「2011年東北地方太平洋沖地震で何が起こったか―巨大地震
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に備えるための地盤震動研究（その 1）」（2011.11） 
・第 40回地盤震動シンポジウム「2011年東北地方太平洋沖地震で何が起こったか―巨大地震
に備えるための地盤震動研究（その 2）」（2012.11） 
・第 41回地盤震動シンポジウム「2011年東北地方太平洋沖地震から分かった新たな知見と予
測地震動への反映―巨大地震に備えるための地盤震動研究（その 3）」（2013.11） 
・第 42回地盤震動シンポジウム「東北地方太平洋沖地震後の想定巨大地震と予測地震動を考
える―巨大地震に備えるための地盤震動研究（その 4）」（2014.11） 
・第 43回地盤震動シンポジウム「1995年兵庫県南部地震から 20年間の地盤震動関連研究の
発展と今なお残る課題」（2015.11） 
・大会 PD（地盤基礎系振動小委員会と共催）「大地震における地盤－基礎－建物系の応答評
価の現状と課題―兵庫県南部地震から 20年を迎えるにあたって」（2014.9） 
・過去の地盤震動シンポジウム資料のWeb公開（2012） 
2.3. 基礎構造系振動小委員会 
（１）小委員会活動 
①活動概要（2009年 4月～2013年 3月） 
主査：飯場正紀 
設置目的： 
動的相互作用の観点から、建物への入力地震動を的確に捉えるための検討を行うとともに、

建築物の地震時応答をより的確に把握するための研究を行い、耐震設計の合理化を目指す。 
各年度活動： 
・2009年度～2010年度：入力地震動に影響を及ぼす要因を検討し、建物への入力地震動の性
状を明確にする。建物と地盤の動的相互作用の簡易計算法の充実を図る。 
・2011年度～2012年度：非線形相互作用を考慮した建築物応答の検討。 
課題：2011年度東北地方太平洋沖地震における地盤や建築物の挙動解明に向けて、個別事例
を分析。事例の総合的検討は今後の課題。 
②活動概要（2013年 4月～現在まで） 
主査：護 雅史（地盤基礎系振動小委員会） 
設置目的： 
基礎構造を含む耐震安全性向上と耐震設計合理化・精緻化へ向け、有効入力動や建物地震

時応答の適切な評価方法の構築を目的として、非線形動的相互作用等に着目した調査・研究

を行う。 
各年度活動・計画： 
・2013年度：過去の地震観測記録・被害の分析による、動的相互作用の影響を検討。動的相
互作用効果を簡潔に設計に取込む方法の整理。 
・2014年度：過去の地震観測記録・被害の分析から動的相互作用の影響等について継続して
検討。動的相互作用に関する Q&A集の編集作業。小委員会 HPの開設とこれまでのシンポジ
ウム関連資料を公開。 
課題：他の小委員会との協働。本小委員会の特徴ある活動の強化。若手研究者の発掘・育成。 
（２）主な活動成果 
・大会 PD（地盤震動小委員会と共催）「兵庫県南部地震から 15年－建物への入力地震動はど
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こまで解明されたか」（2010.9） 
・ワークショップ「建物と地盤の動的相互作用の簡易計算法」（2011.1） 
・第９回構造物と地盤の動的相互作用シンポジウム「最近の被害地震における地盤震動・動

的相互作用の現象把握と構造設計への取り込み」（2013.1） 
・大会 PD（地盤震動小委員会と共催）「大地震における地盤－基礎－建物系の応答評価の現
状と課題―兵庫県南部地震から 20年を迎えるにあたって」（2014.9） 
2.4. 免震構造小委員会 
（１）小委員会活動 
①活動概要（2009年 4月～2013年 3月） 
主査：高山峯夫 
設置目的： 
・免震構造に関する最新の情報の収集と分析。 
・免震建物の設計、免震デバイスの性能評価の現状把握。 
・免震構造設計指針の改定に向けた検討。 
各年度活動： 
・2009年度：免震構造に関する最新の情報の収集と分析。 
・2010年度：WG毎の指針原案の検討。 
・2011年度：免震構造設計指針の改定原稿を作成。 
・2012年度：振動運営委員会と構造委員会の査読対応と、刊行用原稿の作成。 
②活動概要（2013年 4月～現在まで） 
主査：菊地 優 
設置目的： 
過大入力に対する免震構造の極限挙動、要求性能、設計の考え方、新たな免震構造の形態

などについて再考し、最新の研究成果を集約して社会に提示する。 
各年度活動： 
・2013年度：免震構造に関する現状分析と課題抽出・整理。 
・2014年度：2011 年東日本大震災での免震構造の性能検証。免震構造設計指針の英文化。 
（２）主な活動成果 
・大会 PD（建築構造振動制御小委員会と共催）「免震・制振技術の現状と来るべき大地震へ
の備え」（2013.9） 
・刊行物「免震構造設計指針」（第４版）と講習会開催（2013.10）。 
2.5. 建物の構造振動制御小委員会 
（１）小委員会活動 
①活動概要（2010年 4月～2014年 3月） 
主査：池田芳樹 
設置目的： 
・多様な振動制御方法を様々な観点から整理し、制御法を設計者にわかりやすく伝える。 
各年度活動： 
・2010年度：具体的な活動方法を議論、制御技術の情報に対する要望を把握。 
・2011年度：個別の制御技術を整理、複数の制御技術の併用法と技術の分類方法を整理。 
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・2012年度：開発途上の制御法の把握、制御目標と制御法の関係を整理。 
・2013年度：刊行物の執筆と査読対応。 
課題：制御効果の公表が進んでおらず、正確な技術検証が困難。 
②活動概要（2014年 4月～現在まで） 
主査：藤谷秀雄（建物の振動制御性能評価小委員会） 
設置目的：  
振動制御構造の普及のために、性能評価に基づく振動制御構造の要求性能に関する調査を

行う。また大振幅地震動および長時間地震動に対する振動制御構造の研究と設計に関する調

査を行う。 
各年度活動計画： 
・2014年度：振動制御性能評価と大振幅地震動に関する調査。 
課題：他の小委員会と協働するため、緊密な情報交換を行う。 
（２）主な活動成果 
・5WCSCMオーガナイズドセッション「観測による実構造物の制御効果の実証」（2010.7） 
・刊行物「建築構造物の振動制御入門」（2010.12） 
・シンポジウム「建築構造物の振動制御の現状」（2011.5） 
・大会 PD（免震構造小委員会と共催）「免震・制振技術の現状と来るべき大地震への備え」
（2013.9）。 
・刊行物「やさしくわかる建物振動制御」の刊行（2014.6）。 
・シンポジウム「建物の振動制御技術の普及と展開」（2014.6）。 
2.6. 強震観測小委員会 
（１）小委員会活動 
①活動概要（2011年 4月～2015年 3月） 
主査：飛田 潤 
設置目的： 
地震工学、耐震、防災分野の機関、技術者、研究者等の協働により、地盤・建物の強震観

測とデータ利用に関する研究、技術開発、環境整備を推進し、建築物・都市の地震災害軽減

に資することを目的とする。 
各年度活動： 
・2011年度～2012年度：各地域・機関の強震観測体制と観測データの情報交換・検討、観測
記録の分析による地盤震動、建物応答、防災安全等の検討。 
・2013年度～2014年度：強震観測体制、データ収集・利用方法などに関する現状分析、強震
観測データの分析による建物・地盤の地震応答の解明。 
課題：強震観測の普及とデータ活用に向けた継続的な取組み、関連する他の小委員会、関連

学協会等との情報交換・連携、強震観測に関する歴史的経緯の再確認と情報共有。 
②活動概要（2015年 4月～現在まで） 
主査：中村 充 
設置目的： 
地震工学、耐震、防災分野の機関、技術者、研究者等の協働により、地盤・建物の強震観

測とデータ利用に関する研究、技術開発、環境整備を推進し、建築物・都市の地震災害軽減
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に資することを目的とする。 
（２）主な活動成果 
・大会 PD（構造ヘルスモニタリング小委員会と共催）「強震観測とモニタリング技術が災害
時に果たすべき役割」（2012.9）。 
・普及資料「強震観測の手引き」と基礎資料「国内強震観測台帳」の拡充。強震観測アーカ

イブのプロトタイプの構築。 
2.7. 構造ヘルスモニタリング小委員会 
（１）活動概要 
①活動概要（2010年 4月～2014年 3月） 
主査：西村 功 
設置目的： 
 「振動計測による建築構造物の損傷検知」を主たるテーマとして、関連する様々な応用技

術に関する理論研究、実証研究、情報交換、耐震構造技術へのフィードバック等を行う。 
各年度活動： 
・2010年度：諸外国の動向と我が国の技術展望。 
・2011年度：適応できる技術範囲の特定。 
・2012年度：具体的なモニタリングデータ利用に関する提言。 
・2013年度：構造ヘルスモニタリング技術の将来展望に関する提言。 
課題：モニタリングデータを公開して議論できる社会環境の整備が課題。 
②活動概要（2014年 4月～現在まで）  
主査：薛 松濤（構造モニタリング小委員会） 
設置目的： 
構造モニタリング技術を建築耐震構造技術に貢献させるため、より具体的な事例を通じた

調査研究を行い、「構造モニタリング技術の事例集」出版を目標とする。 
各年度活動・計画： 
・2014年度：構造モニタリング技術の応用分野について幅広く検討する。 
課題：公開可能な事例が少ない。 
（２）主な活動成果 
・5WCSCMオーガナイズドセッション「建築物の先端的構造ヘルスモニタリング」（2010.7） 
・大会 PD（強震観測小委員会と共催）「強震観測とモニタリング技術が災害時に果たすべき
役割」（2012.9） 
 
3. 振動運営委員会主催のパネルディスカッション 
振動運営委員会傘下の小委員会が協力して、毎年建築学会大会でパネルディスカッション

を企画・開催している。東北日本大震災後の話題を振り返るため、2011年度～2015年度まで
のパネルディスカッション資料に基づいて、テーマ、開催概要、主題解説を整理した[4]～[8]。 
 
3.1. 2011年度パネルディスカッション 
（１）テーマ 
 活断層を考慮した設計用地震荷重 
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（２）開催概要 
 海溝型巨大地震による長周期地震動の予測と既存建築物の耐震性評価・向上に関する研究

に比べて、活断層に起因した内陸地殻内地震のパルス性予測地震動を特性化・理想化して設

計に用いようとする取組みは、海外に比べても遅れているという問題意識から、PDが企画さ
れた。まず、観測地震動と被害、予測地震動の限界を紹介して現状を認識した上で、将来発

生が確実視される内陸地殻内地震を前提とした設計用地震荷重の設定ひいては耐震設計の方

向性に関する提案が行われた。国内外の事例も紹介され、今後の課題等が議論された。 
（３）主題解説 
①活断層近傍の観測地震動と地震被害 土肥 博（NTTファシリティーズ） 
②地震動予測手法の現状 －内陸地震の断層モデルの設定方法を中心に― 

壇 一男（清水建設） 
③地震動評価のばらつきと設計用地震動 岡野 創（小堀鐸二研究所） 
④パルス性地震動の特徴と耐震設計の方向性 林 康裕（京都大学） 
⑤海外の設計用地震荷重策定事例 －活断層等の近震源の場合の設計用地震荷重－ 

大川 出（建築研究所） 
⑥国内の設計用地震荷重策定事例 大西良弘（京都大学）、多賀謙蔵、亀井功、近藤一雄 
3.2. 2012年度パネルディスカッション 
（１）テーマ 
 強震観測とモニタリング技術が災害時に果たすべき役割 
（２）開催概要 
 東日本大震災の経験を踏まえ、改めて減災や早期復旧に必要な情報として強震観測・モニ

タリングのあるべき姿を論じるため、本 PD が企画された。先ず、住宅の維持管理・流通の
立場から、ユーザーへの安全・安心情報の提供へ向けた情報活用や運用における課題が提示

された。次に、地盤と建物の強震観測、初動対応を支えるモニタリング、そしてリアルタイ

ム災害情報の各分野から、最近の発展と東日本大震災における状況がまとめられた。また、

モニタリングデータを意思決定に役立つ情報へ転換する考え方や、高層建物や都市の災害対

応におけるモニタリング活用事例が紹介された。 
（３）主題解説 
①所有者・利用者への安全・安心情報の提供へ向けて 

高橋 暁（国土技術政策総合研究所） 
②東日本大震災における地盤・建物の強震観測状況 飛田 潤（名古屋大学） 
③地震時初動対応モニタリングシステムの活用事例とその被災危険度評価手法 

斎藤知生（清水建設） 
④強震観測に基づくリアルタイム災害情報の現状と将来展望 

青井真（防災科学技術研究所）、中村光洋、功刀卓、鈴木亘、藤原広行 
⑤モニタリング技術が防災の形を進化させる 岡田成幸、中嶋唯貴（北海道大学） 
⑥モニタリングを活用した高層建物・都市の災害対応 久田嘉章（工学院大学） 
3.3. 2013年度パネルディスカッション 
（１）テーマ 
 免震・制振技術の現状と来るべき大地震への備え 
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（２）開催概要 
 2011年東北地方太平洋沖地震を教訓に、考え得る最大級の巨大地震を想定する必要性が認
識され、南海トラフ海溝型地震をはじめ最大級の地震が想定されるようになった。このよう

な巨大地震に対する備えを社会で進め、被害軽減策を実施する上で、免震・制振技術の果た

すべき役割は極めて大きいことから、本 PD が企画された。東日本大震災前後の免震・制振
技術の現状と課題の報告に続いて、南海・相模トラフや活断層帯など様々な想定巨大地震の

解説のあと、来るべき大地震への備えとして免震・制振技術の課題と新たな取組みが紹介さ

れた。討論では一般社会への免震性能の説明や合意形成についても議論された。 
（３）主題解説 
①免震技術の東日本大震災前後の様相 高山峯夫（福岡大学） 
②制振技術の東日本大震災前後の様相 池田芳樹（鹿島建設） 
③来るべき大地震とは何か―建物はどう対応すべきか？－ 久田嘉章（工学院大学） 
④免震・制震に対する一般社会の要望 岡本 進（朝日新聞） 
⑤免震技術の課題と新たな取組み 菊地 優（北海道大学） 
⑥制振技術の課題と新たな取組み 山本雅史（竹中工務店） 
3.4. 2014年度パネルディスカッション 
（１）テーマ 
 大地震における地盤－基礎－建物系の応答評価の現状と課題－兵庫県南部地震から 20 年
を迎えるにあたって－ 
（２）開催概要 
 建物の耐震設計では活断層や海溝型地震等、レベル 2 を凌駕する可能性のある巨大地震へ
の対応が求められている。巨大地震の地震動と、地盤－基礎－建物系の応答評価の現状を整

理し、今後取り組むべき課題を議論するため本 PD が企画された。まず、国・自治体・学協
会による強震動評価の現状と、深部、浅部の地盤構造が地震動増幅に与える影響に着目した

既往の地盤震動研究が紹介された。次に、観測記録と被災シミュレーションに基づく動的相

互作用研究の動向が紹介され、非線形動的相互作用を考慮した耐震設計の現状と課題が示さ

れた。また、E－ディフェンスを用いた大型振動台実験の実績と計画が紹介された。 
（３）主題解説 
①兵庫県南部地震以降の強震動評価の現状と課題 

上林宏敏（京都大学）、森川信之、植竹富一、佐藤利智美 
②兵庫県南部地震以降の強震動研究の現状と課題―深部、浅部の地盤増幅の観点から 

永野正行（東京理科大） 
③観測記録に基づく動的相互作用に関する研究の現状 

護 雅史（名古屋大学）、飯場正紀、小豆畑達哉、鹿嶋俊英 
④被災シミュレーションに基づく動的相互作用に関する研究の動向 

柏 尚稔（建築研究所） 
⑤動的相互作用を考慮した耐震設計の現状 木村 匠（清水建設） 
⑥大地震時における高層建物と地盤－基礎－建物系の応答評価－E-ディフェンスを用いた最
新成果の紹介 

中島正愛（京都大学）、長江拓也、林和宏、高橋元美、藤井俊二、岡野創、小林喜久二 
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3.5. 2015年度パネルディスカッション 
（１）テーマ 
 大振幅予測地震動を耐震設計にどう取り込むか 
（２）開催概要 
 1995年の阪神・淡路大震災と 2011年の東日本大震災の教訓から、考え得る最大級の巨大地
震が想定されるようになった。このような従来の耐震設計で想定していたレベルを遥かに超

える「大振幅予測地震動」に対して、構造設計はどのように取組んでいくべきかを議論する

ため、本 PD が企画された。まず、最近の大振幅予測地震動の特徴が観測地震動と共に整理
され、次に、巨大地震に対する建物の応答解析が通常の設計解析でどの程度可能か、現状と

課題が紹介された。ついで、上町断層を想定した大震研の設計用入力地震動の特徴と超高層

建物群の応答評価、および南海トラフの巨大地震に対する名古屋地区の予測地震動と、超高

層建物と免震建物の応答評価と課題が紹介された。 
（３）主題解説 
①大振幅予測地震動の現状と課題 石井 透（清水建設） 
②大振幅地震動に対する高層建物の地震応答解析の現状と課題 

鈴木芳隆（小堀鐸二研究所） 
③上町断層帯の地震への対応事例 林 康裕（京都大学）、杉野未奈 
④南海トラフ地震への対応事例 

西澤崇雄（日建設計）、壇一男、護雅史、宮腰淳一、高橋広人、梅村建次 
 

参考文献 
[1] 日本建築学会・構造委員会・振動運営委員会：シンポジウム「建築振動工学の発展と耐震
設計」、2007.4 

[2] 日本建築学会・構造委員会・振動運営委員会：シンポジウム「阪神・淡路大震災を振り返
り、来たる大地震に備える―建築振動研究に課せられたもの」、2011.3 

[3] https://www.aij.or.jp/gakujutsushinko.html 
[4] 日本建築学会・構造委員会・振動運営委員会：パネルディスカッション資料「活断層を考
慮した設計用地震荷重」、2011.8 

[5] 日本建築学会・構造委員会・振動運営委員会：パネルディスカッション資料「強震観測と
モニタリング技術が災害時に果たすべき役割」、2012.9 

[6] 日本建築学会・構造委員会・振動運営委員会：パネルディスカッション資料「免震・制振
技術の現状と来たるべき大地震への備え」、2013.8 

[7] 日本建築学会・構造委員会・振動運営委員会：パネルディスカッション資料「大地震にお
ける地盤－基礎－建物系の応答評価の現状と課題―兵庫県南部地震から 20 年を迎えるに
あたって－」、2014.9 

[8] 日本建築学会・構造委員会・振動運営委員会：パネルディスカッション資料「大振幅予測
地震動を耐震設計にどう取り込むか」、2015.9
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1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度

振動運営委員会

主な活動成果

地震荷重

小委員会

主な活動成果

刊行物：多次元入

力地震動と構造物

の応答（1998.1）

大会PD：これから

の地震荷重と今後

の課題

地盤震動

小委員会

主な活動成果

・第23回地盤震動

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：1995年

兵庫県南部地震で

試された地盤震動

研究

第24回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

1995年兵庫県南

部地震で試された

地盤震動研究(そ

の2)－大阪平野に

ついて考える－

第25回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

1995年兵庫県南

部地震で試された

地盤震動研究(そ

の3)－震源域での

強震動予測と耐震

設計について考え

る－

第26回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

1995年兵庫県南

部地震で試された

地盤震動研究(そ

の4総括)－強震動

予測の将来展望

第27回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

地域的特性を考慮

した地震動予測

第28回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

震源近傍の強震動

と設計用入力地震

動－ﾄﾙｺ・ｺｼﾞｬｴﾘ

地震，台湾・集集

地震の経験を踏ま

えて

第29回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

改正基準法の地震

動規定を考える－

地盤震動研究から

見た限界耐力評価

法の評価と課題

基礎構造系振動

小委員会

主な活動成果

第4回動的相互作

用ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：非線

形相互作用問題の

現状と課題

刊行物：入門・建

物と地盤の動的相

互作用（1996.4）

公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：兵

庫県南部地震・強

震記録と設計用地

震動との関係

第5回動的相互作

用ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：近年

の大地震の教訓と

相互作用の設計へ

の展開

第6回動的相互作

用ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：動的

相互作用の過去・

現在・未来，相互

作用と性能設計

免震構造小委員会

主な活動成果

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：免震構

造の研究と設計

刊行物：免震構造

設計指針（第３版）

（2001.9）

構造物の振動制御

小委員会

主な活動成果

第2回日本制震

(振) ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開

催

Earthquake Eng. &

Struct. Dyn. 特集

号で日本のｱｸﾃｨﾌﾞ

制御技術を紹介

強震観測

小委員会

主な活動成果

第２回強震ﾃﾞｰﾀの

活用に関するｼﾝﾎﾟ

ｼﾞｳﾑ：建物の耐震

性能設計を目指し

た強震観測

構造ﾍﾙｽﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

小委員会

主な活動成果

主な被害地震

1995年１月１7日

午前5時46分 兵庫

県南部地震,Mj7.3,

最大震度７

2000年10月 6日

鳥取県西部地震、

Mj7.3,最大震度6

強

2001年 3月24日

芸予地震,Mj6.7,最

大震度6弱

表１．１　阪神・淡路大震災以降の振動運営委員会及び傘下の小委員会の活動

シンポジウム：兵庫県南部地震の地震

被害に学ぶ

刊行物：地震荷重－内陸直下地震によ

る強震動と建築物の応答（2000.6）

主査：井上 豊 主査：南 忠夫 主査：西川 孝夫 主査：篠崎祐三

主査：西川孝夫 主査：石山 祐二 主査：藤堂正喜

主査：北川良和 主査：瀬尾和大 主査：萩尾堅治

主査：井口道雄 主査：時松孝次 主査：福和伸夫

主査：和田 章

主査：井上 豊
（ 振動制御小委員会）

主査：西谷 章

主査：北川良和 主査：若松邦夫
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2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度

振動運営委員会

主な活動成果

地震荷重

小委員会

主な活動成果
シンポジウム：地

震荷重－性能設計

への展望

刊行物：地震荷重

－性能設計への展

望（2007.3）

地盤震動

小委員会

主な活動成果

第30回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

設計用地震動は、

工学的基盤で決め

られるか？―地盤

震動研究を耐震設

計に如何に活かす

か(その1)

第31回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

震源断層を考慮し

た設計用地震動評

価：地域波策定の

現状と将来展望－

耐震設計に如何に

活かすか(その2)

第32回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

表層地盤の増幅特

性評価の現状と課

題－地盤震動研究

を耐震設計に如何

に活かすか（その

3）

・第33回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ

ﾑ：地震動予測地

図を考える－如何

に活かすか（その

4）

刊行物：地盤震動

－現象と理論

（2005.1）

大会PD：基礎構造

系振動小委と共催

第34回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

設計用入力地震動

作成指針に向けて

― 地盤震動研究

を耐震設計に如何

に活かすか[その

5：総括]

第35回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

頻発する内陸地殻

内地震の地震動と

その解釈－新・入

力地震動作成手法

の使い方と検証(そ

の1)

第36回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

度重なる被害地震

から設計用入力地

震動を考える－

新・入力地震動作

成手法の使い方と

検証(その2)

基礎構造系振動

小委員会

主な活動成果

大会PD：地震動と

地震荷重を繋ぐ

第7回動的相互作

用ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：動的

相互作用を考慮し

た耐震設計法

大会PD：表層地盤

の増幅特性評価の

現状と課題

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ：非線形

相互作用と耐震設

計－最近観測され

る強震記録と建物

被害の関係を考え

る

耐震設計

小委員会

主な活動成果

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：建築物

の終局耐震性能評

価手法の現状と課

題

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：増大する

地震動レベルと建物

の終局耐震性の課題

と展望

構造物の振動制御

小委員会

主な活動成果

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ:建築構

造物のｱｸﾃｨﾌﾞ振動

制御のこれまでの

歩みと将来，文献

抄録集と適用事例

集 (2002.11)

第3回日本制震

（振）ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開

催

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ:建築物

のためのｱｸﾃｨﾌﾞ・ｾ

ﾐｱｸﾃｨﾌﾞ振動制御

設計

刊行物：ｱｸﾃｨﾌﾞ振

動制御技術の現状

(2006.5)

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：ｱｸﾃｨﾌﾞ

振動制御技術の現

状

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：振動制

御技術と新しい展

開－交通振動から

地震まで

強震観測

小委員会

主な活動成果

第3回強震ﾃﾞｰﾀの

活用に関するｼﾝﾎﾟ

ｼﾞｳﾑ：建物の強震

観測に関する将来

像

第4回強震ﾃﾞｰﾀの

活用に関するｼﾝﾎﾟ

ｼﾞｳﾑ：最近の地震

に建築物はどう応

答したか

大会PD：構造ﾍﾙｽ

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ小委と共

催

第5回強震ﾃﾞｰﾀの

活用に関するｼﾝﾎﾟ

ｼﾞｳﾑ：社会に役立

つ強震観測

構造ﾍﾙｽﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

小委員会

主な活動成果

「振動・波動に基づ

く構造性能評価

WG」として半年間

活動後，小委員会

設置

NSFと連携，日米

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

大会PD：リスク制

御の視点からの構

造性能表示

建築構造物の健康

診断に関するﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟ

大会PD：建築物の

地震時挙動を知る

ために－建築物に

おける強震観測の

意義

大会PD：構造ﾍﾙｽ

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞがつくる安

全・安心な建築空

間

主な被害地震

2003年 5月26日宮城

県沖の地震,Mj7.1,最

大震度6弱

2003年 7月26日宮城

県北部地震,Mj6.4,最

大震度6強

2003年 9月26日 十勝

沖地震,Mj8.0,最大震

度6弱

2004年10月23日

新潟県中越地

震,Mj6.8,最大震度

7

2005 年3月20日

福岡県西方沖地

震,Mj7.0,最大震度

6弱

2005年8月16日

宮城県沖の地

震,Mj7.2,最大震度

6弱

2007年3月25日

能登半島地

震,Mj6.9,最大震度

6強

2007年7月16日

新潟県中越沖地

震,Mj6.8,最大震度

6強

2008年 6月14日

岩手・宮城内陸地

震,Mj7.2,最大震度

6強

2008年 7月24日

岩手沿岸北部地

震,Mj6.8,最大震度

6弱

表１．2　阪神・淡路大震災以降の振動運営委員会及び傘下の小委員会の活動

シンポジウム：建築振動工学の発展と

耐震設計

第8回動的相互作用ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：非線形

相互作用の解明と設計への組み込み

刊行物：建物と地盤の動的相互作用を

考慮した応答解析と耐震設計（2006.3）

主査：篠崎祐三

主査：藤堂正喜

主査：三浦賢治

主査：大川 出

主査：萩尾堅治 主査：川瀬 博 主査：加藤研一

主査：福和伸夫 主査：宮本裕司

主査：秋山 宏
免震構造小委員会廃止に伴い設置 主査：北村春幸

主査：西谷 章
主査：西谷 章

（ 建築物振動制御設計資料作成小委員会）

主査：長島一郎
（ 建築構造物振動制御小委員会）

主査：若松邦夫 主査：片岡俊一 主査：鹿嶋俊英

主査： 三田 彰（ 2001.9～2003.8)
（ 振動・波動に基づく構造性能評価WG） 主査：三田 彰（2002.4～2006.3） 主査：渡壁守正
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2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

振動運営委員会

主な活動成果

大会PD：建物の耐

震設計と耐震性向

上技術

シンポジウム：阪

神・淡路大震災を

振り返り，来たる大

地震に備える

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：東日本

大震災から5年－

建築振動工学の到

達点と残された課

題

地震荷重

小委員会

主な活動成果

大会ＰＤを共同で

企画

大会PD：活断層を

考慮した設計用地

震荷重

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：増大す

る地震動レベルと

今後の耐震設計―

3.11を踏まえた意

識調査を基に

大会PD：大振幅予

測地震動を耐震設

計にどう取り込む

か

地盤震動

小委員会

主な活動成果

第37回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

地盤震動研究から

見た長周期地震動

刊行物：最新の地

盤震動研究を活か

した強震波形の作

成法（2009.3）

第38回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

短周期地震動の発

生要因はどこまで

解明されたか

大会PD：兵庫県南

部地震から15年－

建物への入力地震

動はどこまで解明

されたか

第39回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

2011年東北地方

太平洋沖地震で何

が起こったか―巨

大地震に備えるた

めの地盤震動研究

（その1）

第40回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

2011年東北地方

太平洋沖地震で何

が起こったか―（そ

の2）

第41回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

2011年東北地方

太平洋沖地震から

分かった新たな知

見と予測地震動へ

の反映―（その3）

第42回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

東北地方太平洋沖

地震後の想定巨大

地震と予測地震動

を考える―（その

4）

大会PD：基礎構造

系振動小委と共催

第43回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：

1995年兵庫県南

部地震から20年間

の地盤震動関連研

究の発展と今なお

残る課題

基礎構造系振動

小委員会

主な活動成果

大会ＰＤ主題解説：

建物の耐震性と相

互作用

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ：建物と

地盤の動的相互作

用の簡易計算法

大会PD：地盤震動

小委と共催

第9回動的相互作

用ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：最近

の被害地震におけ

る地盤震動・動的

相互作用の現象把

握と構造設計への

取り込み

大会PD：大地震に

おける地盤－基礎

－建物系の応答評

価の現状と課題―

兵庫県南部地震か

ら20年を迎えるに

あたって

免震構造小委員会

主な活動成果

刊行物：建築物の

耐震性能評価手法

の現状と課題

（2009.2）

大会ＰＤ主題解説：

建物の耐震性能と

評価指標

大会PD：免震・制

振技術の現状と来

るべき大地震への

備え

刊行物：免震構造

設計指針（第4版）

（2013.10）

免震構造設計指針

の英文化

構造物の振動制御

小委員会

主な活動成果

大会PD主題解説：

建物の耐震性･機

能性を向上させる

対策技術

5WCSCMｵｰｶﾞﾅｲ

ｽﾞﾄﾞｾｯｼｮﾝ：観測に

よる実構造物の制

御効果の実証

刊行物：建築構造

物の振動制御入門

（2010.12）

大会PD：免震構造

小委員会と共催

刊行物：やさしくわ

かる建物振動制御

（2014.6）

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：建物の

振動制御技術の普

及と発展

強震観測

小委員会

主な活動成果

大会PD：強震観測

とﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術が

災害時に果たすべ

き役割

ｵﾝﾗｲﾝ版「強震観

測の手引き」公開

構造ﾍﾙｽﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

小委員会

主な活動成果

大会ＰＤ主題解説：

建物の構造性能ﾓ

ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

5WCSCMｵｰｶﾞﾅｲ

ｽﾞﾄﾞｾｯｼｮﾝ：建築物

の先端的構造ﾍﾙｽ

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

大会PD：強震観測

小委と共催

主な被害地震

2009年 8月11日

駿河湾の地

震,Mj6.5,最大震度

6弱

2011年3月11日

東北地方太平洋沖

地震,Mw9.0,最大

震度7

2014年11月22日

長野県北部の地

震,Mj6.7,最大震度

6弱

表１．3　阪神・淡路大震災以降の振動運営委員会及び傘下の小委員会の活動

刊行物：大振幅地震動と建築物の耐震

性評価―巨大海溝型地震・内陸地震に

備えて（2013.9）

刊行物講習会の実施（2013.9）

主査：福和伸夫 主査：宮本裕司

主査：林 康裕
主査：壇 一男

（ 大振幅予測地震動に対する耐震設計法検討小委員会）

主査：加藤研一 主査：久田嘉章 主査：永野正行

主査：高山峯夫

主査：飯場正紀
主査：護 雅史

（地盤基礎系振動小委員会）

主査：菊地 優

主査：長島一郎
主査：池田芳樹

（建物の構造振動制御小委員会）

主査：藤谷秀雄
（ 建物の振動制御性能評価小委員会）

主査：鹿嶋俊英 主査：飛田 潤 主査：中村 充

主査：渡壁守正 主査：西村 功 主査：薛 松濤
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地震・地震動 －3.11・将来の大地震と地盤震動研究の役割－ 

 

地盤震動小委員会・永野 正行（東京理科大学） 

 

1. はじめに 

振動運営委員会・地盤震動小委員会では，2011年東北地方太平洋沖地震が発生して以降，4
年間にわたり地盤震動シンポジウムで特集を組んできた[1][2][3][4]。また 2014 年度の大会
PD[5]でも，強震動評価，地盤震動研究に関するレビューを行っている。小委員会ではシンポ
ジウムを中心に，2011年東北地方太平洋沖地震時の震源と強震動の全体像の把握，強震動予
測に関する将来展望を議論してきた。本稿ではこの地震で明らかになったこと，分からない

ことを整理するとともに，将来発生する巨大地震に対する地盤震動問題に関わる話題を通じ，

「建築振動工学の到達点と残された課題」や地盤震動研究の役割を考えていきたい。 
 

2. 2011年東北地方太平洋沖地震後の 4年間の地盤震動シンポジウム 

2011年以降 4年間に開催された，第 39回～第 42回の地盤震動シンポジウムの講演タイト
ル一覧を表 1に示す。タイトルを概観しただけでも，震源過程から強震動，地盤増幅，建物
応答・被害まで幅広いテーマを網羅しており，地盤震動を中心とした建築振動に関わる問題

を幅広くかつ積極的に取り扱ってきたことが分かる。 
地震直後は 2011年東北地方太平洋沖地震の全体像を把握，解明すべく，震源像から強震記

録，建物被害までのレビュー，分析，検討を進めていた。また一講演の時間を短くし，幅広

く数多くのテーマを扱った講演をお願いしてきた。これは表 1の〇印に相当する。 
2年目以降は，「何を学び，どう活かすか」「予測地震動への反映」「想定巨大地震と予測地

震動を考える」のタイトルにあるように，将来展望へ比重を置くようになってきた。これは

表 1 の●印に相当する。各講演の内容を濃くかつ十分な議論が出来るように講演数を絞り，
一講演の時間を長めに取ってきた。当初は，3年目の第 41回でシリーズを終える予定であっ
たが，もう少し議論し総括すべきとのご意見を頂き，2014年度に 4回目も開催した。結果的
に，1995年兵庫県南部地震と同じ 4回の特集が組まれたことになるが，最終回では今後の展
望を見据えた内容が中心となった。 

 
3. 2011年東北地方太平洋沖地震で起こったこと，明らかになったこと 

3.1. 震源像の解明 

2011年東北地方太平洋沖地震は，国内の地震歴史上初めてとなるMW9.0を記録した地震で
あった。周期 10 秒～100 秒の長周期帯の地震動を対象とした波形インバージョン解析では，
図 1(a)に示すように太平洋プレート境界の海溝軸に沿った浅い位置ですべりの大きい領域が
推定された[6]。これは遠地地震動，測地データ，津波記録による震源推定結果とほぼ同じで
あった。その後，建物応答にとって重要となる周期 0.1～10 秒の周期帯域の強震動について
は，図 1(a)で示したものとは別の破壊領域から発生し，それが海溝軸よりも内陸近くに存在
することが指摘された。強震動の発生を励起させる領域は，強震動生成領域(Strong Motion 
Generation Area, SMGA)と呼ばれ，複数の研究グループよりその特定が行われてきた。その結
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果，図 1(b)右に示すように，SMGAは津波を発生させたアスペリティサイズよりも小さく，
かつ海溝軸よりも内陸側にあること，SMGAのみでは M8 レベルの大きさになることが示さ
れた[6]。これらのスケーリングは佐藤(2012)[7]によって議論され，SMGA の短周期レベルは
過去の経験式の外挿と概ね整合することが報告されている。一方，建物応答に影響を与える

パルス波を含むやや短周期領域での地震動を再現可能なモデルとして，図 1(b)左に示すパル
ス生成領域(Strong Pulse Generation Area, SPGA)も提案された。野津(2013)は提案された震源モ
デルを利用した強震動シミュレーション解析の相互比較より，やや短周期範囲では SPGA モ
デルが優位であることを示した[8]。過去の地震記録の再現性も踏まえ，両モデルに関する議
論は，今後も続けていく必要がある。 

表 1 地盤震動シンポジウム・2011年東北地方太平洋沖地震シリーズでの講演内容 

【2011年東北地方太平洋沖地震で何が起こったか】
(第 39回，2011年 11月 15日) 

【2011年東北地方太平洋沖地震から何を学び，どう
活かすか】(第 40回，2012年 11月) 

〇 東北地方太平洋沖地震で明らかになった長期評価の課
題と今後(遠田晋次) 

〇 2011年東北地方太平洋沖地震の震源像(三宅弘恵) 
〇 2011 年東北地方太平洋沖地震で観測された強震動(大
野晋) 

〇 2011 年東北地方太平洋沖地震での地盤と基礎の被害
(時松孝次) 

〇 2011 年東北地方太平洋沖地震の長周期地震動シミュ
レーション(川辺秀憲) 

〇 【特別講演】 東日本大震災を経験して思う地盤震動
研究の重要性(源栄正人) 

〇 東北地方太平洋沖地震で発生した地震動と建物被
害 ：境有紀 

〇 建築構造物での強震記録(小山信) 
〇 長周期地震動対策を行った超高層ビルの観測記録と
制振効果(木村雄一) 

〇 地質情報に基づく 869 年貞観地震の復元と東北地方
太平洋沖地震との比較(宍倉正展) 

〇 2011 年東北地方太平洋沖地震における津波の波力と
構造物の被害(中埜良昭) 

〇 震源モデルのレビュー，強震動生成領域の面積のスケ
ーリング(佐藤智美) 

〇 局所的に大きな記録の解釈(松島信一) 
〇 仙台市内の地盤震動と地下構造との関係(大野晋) 
〇 表層地盤増幅に関する話題(藤本一雄) 
〇 M9に対応した新しい距離減衰式の開発(森川信之) 
〇 関東平野の記録の解釈(津野靖士) 
〇 首都圏における超高層建物応答から見た地盤増幅(永
野正行) 

● 【特別講演】 震源特性の評価に関連して(入倉孝次
郎) 

● 特別講演 長周期地震動の評価に関連して(太田外氣
晴) 

● 大阪平野の地盤震動特性(上林宏敏) 
● 南海トラフの地震による関東平野など大規模平野の
地震動(吉村智昭) 

● 首都直下の地震に関する震源断層から強震動予測の
概要(纐纈一起) 

● 首都直下で想定される地震像について(遠田晋次) 

【2011年東北地方太平洋沖地震から分かった新たな
知見と予測地震動への反映】(第 41 回，2013 年 11
月 26日) 

【東北地方太平洋沖地震後の想定巨大地震と予測地
震動を考える】(第 42回，2014年 11月 18日) 

〇 2011年東北地方太平洋沖地震（M9.0）の強震動の検証
と広域長周期地震動シミューション(川辺秀憲) 

〇 強震動パルスの生成に着目した海溝型巨大地震の震
源モデル(野津厚) 

● ３次元地下構造を考慮した 1946 年南海地震の震源モ
デルとそれを用いた強震動評価(香川敬生) 

● 埋立地の液状化被害分布に与えた表層地盤構造の影
響(関口徹) 

● 【特別講演】 液状化時の地盤の振動特性と長継続時
間地震動に対する液状化予測(吉田望) 

〇 【特別講演】 2011年東北地方太平洋沖地震における
石油タンクのスロッシングとやや長周期地震動に関
する幾つかのこと(座間信作) 

● 新たな南海トラフ沿いの巨大地震の震源像と長周期
地震動(森川信之) 

● 上町断層帯と大阪平野南部の地下構造に関する新た
な知見とそれに基づく地震動予測(関口春子) 

● 巨大地震による入力地震動と建物応答レベル(斉藤大
樹) 

〇 2011 年東北地方太平洋沖地震の強震記録の強震動評
価への活用(佐藤智美) 

● 強震動予測レシピの現状と課題(三宅弘恵) 
● 海溝型巨大地震の予測地震動の現状と地震動レベル
の比較(山本優) 

● 表層地盤増幅特性と長時間地震動(関口徹) 
● 【特別講演】 強震動予測研究とともに－阪神・淡路
大震災や東日本大震災などを経験して(釜江克宏) 

● 内陸地殻内地震の強震動評価と震源近傍地震動(引間
和人) 

● 強震動予測のベンチマークテスト(永野正行，加藤研
一) 

● 断層モデル設定の不確かさによる応答スペクトル予
測結果のばらつき(引田智樹) 

● 想定地震・強震動予測と設計用地震動(久田嘉章) 

〇は主に 2011年東北地方太平洋沖地震関連，●は主に今後の展望 
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海溝軸付近ではなく内陸側に存在する強震動生成領域(SMGA)が強震動をもたらした。 

全体のマグニチュードは M9であるが，SMGAだけであれば M8クラスであった。 

複数の SMGAモデルのほか，やや短周期地震動を対象とした SPGAモデルが提案された。 

 

3.2 記録分析と強震動特性の解明 

地震発生直後には，宮城県で震度 7 が発生したことが伝えられた。その後，関係者の献身

的な努力により，K-NET，KiK-net 等の強震記録が次々と公開され，3.1 節で示した震源モデ

ルや地震動特性の議論が加速した。 

図 2は強震記録から求めた計測震度，最大加速度，速度の分布である[9]。宮城県の K-NET

築館(MYG004)，栃木県の KiK-net 芳賀(TCGH16)と，宮城県の Small-Titan による七郷中学校

(CCHG)の 3地点では震度 7を記録した。この中で，MYG004，TCGH16は 0.5秒以下の短周

期成分が卓越する地震動であり，最大加速度値は大きい。CCHG は周期 1 秒で卓越する地震

動でかつ最大速度が 143cm/sと神戸の地震に匹敵するが，図 3(a)(b)に示すように CCHG周辺

での見かけ上の建物被害は軽微であった。一方，この周辺には図 3(c)に示すように杭基礎の

被害により傾斜した建物もあり，それなりに大きな地震動レベルとなっていたものと推定さ

れる。地震動が増幅した原因として，海岸側で深くなる浅部表層地盤の影響が大きかったこ

とが指摘されている[10]。 

(b)SPGA,SMGAモデル(野津，2013) 

(a)波形インバージョン結果の比較(三宅・他，2011) 

図 1 2011年東北地方太平洋沖地震の震源モデル 
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被害小の傾向は，MYG004，TCGH16でも同様であった。これは地震動の周期 0.5秒以下の
短周期成分が卓越していたことが指摘されている[11]。また MYG004 では極表層地盤の非線
形挙動や，崖地系による増幅により特異な地震動特性を呈した可能性が指摘された[12]。得ら
れた記録はいずれも 300 秒を超える継続時間の長い地震動ではあるものの，応答スペクトル
は高々10秒間の記録でほぼ決まっている[9]。震源領域の観測点では，巷で言われるような長
周期・長時間地震動ではなく，実質的にはパルス数波から構成される地震動に近いものであ

ったのではないかという議論も行われている[11]。 
 
神戸地震に比べ，震度 7の 3地点での建物被害は小さい。 

一部の地点では，浅部，深部の地盤の影響により局所的に地震動が増幅した可能性がある。 

継続時間は長かったが，最大応答に影響を与える時間は高々10秒程度であった。 

 
3.3 大都市圏での長周期・長時間地震動 

震源から遠く離れた首都圏や関西圏でも強い揺れが伝わった。特に浦安市などの東京湾沿

岸部における地盤液状化による建物被害は社会問題にもなった[13]。 

(a) 計測震度 (b) 最大加速度 (c) 最大速度 

図 3 CCHG近傍の様子(2011年 4月，筆者ら撮影) 

(a) 七郷中学校，見かけ上の被害
は小さい 

(b) 七郷中学校周辺の様子，倒壊
した建物はない (c) CCHGに近い場所で杭基

礎の被害により傾斜した建物 

図 2 2011年東北地方太平洋沖地震時に得られた強震記録の分布(永野，2013) 
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大都市圏の長周期・長時間地震動の問題で最も衝撃的な出来事は，震源から遠く離れた大

阪湾沿岸部に建つ 55階建て S造庁舎での建物応答[14]であろう。建物頂部に近い 52階で片振
幅 130cm を超える揺れを記録した。当該建物の 1 階や同じ大阪湾沿岸部に位置する KiK-net
此花では，周期 6～7 秒成分が卓越した地震動が記録されている。KiK-net 此花での最大速度
は 10cm/sではあるが，これは大阪平野西端部の KiK-net交野の記録に比べ 10倍近くの最大速
度となっている。震源から大阪平野までを含む 3 次元波動伝播解析により，特異な長周期地
震動の再現が試みられている[15]。より詳細に大阪平野内の長周期地震動の地盤増幅を検討し
た検討[16]では，図 4に示すように，大阪平野堆積層の 3次元地形効果により此花周辺に地震
波が集中したことが示されている。 
首都圏を含む関東平野でも多数の強震記録が得られた。首都圏における計測震度は概ね 5

弱～5 強となっており，地域ごとの明瞭な違いは見られなかった。一方，周期毎で調べた場
合，図 5に示すように東京湾沿岸部では内陸部に比べ周期 2～3秒成分の地震動が大きかった
ことが示された。これは同地域に建つ超高層集合住宅の低層階における室内被害が大きくな

ったことと対応していた[17]。周期 2～3 秒成分の増幅は小田原市でも同様に見られた[18]。
一方，東京湾沿岸部で見られたこの傾向は，余震や他の大規模地震等では必ずしも明瞭には

図 4 大阪平野での地震波動伝播の様子(天藤・他，2015) 

t=10.8s 

t=48.8s 

t=21.2s 

t=37.8s 

t=16.2s 

t=34.8s 

B-SKS 

※ 

Amplitude 
(cm/s) 

図 5 東京湾沿岸部とそれ以外の 23区内を中心とした主要地点での観測記録
の擬似速度応答スペクトル(永野・保井，2012) 
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見られなかったことから，気象庁が現在進めている長周期地震動予報では，沿岸部・内陸部

の区分は見送られた[19]。浅層地盤の非線形化の影響も含め，原因究明が急がれる。 
 
関東平野，大阪平野で長周期長時間地震動が多数観測された。 

咲洲での 6～7秒成分の増幅は大阪平野における堆積層の 3次元地形効果により発生した。 

東京湾沿岸部で周期 3秒前後の地震動成分が増幅した。 

 
4. 将来展望 

4.1 想定地震の震源像と強震動像 

4 年間の地盤震動シンポジウムの後半では，強震動予測レシピの利活用，今後発生が予測
される海溝型巨大地震，内陸地殻内地震の震源像，強震動像を含めた今後の展望が議論され

ている。強震動予測レシピに関し三宅・入倉(2014)[20]は，基本理念は不変であるが，アスペ
リティや強震動生成域の位置等については，合意形成に向けた更新が必要であることを示し

た。 
プレート境界地震については，2011年東北地方太平洋沖地震の発生を受け，想定外をなく

すためにM9もしくはそれを超える最大級の地震を検討対象としている。森川・他(2013)[21]
は南海トラフ沿いの海溝型地震について，MW9.2 の最大クラスの震源モデルを設定した防災
科学技術研究所のプロジェクトを紹介した。内陸地殻内地震に関し，関口・他(2013)[22]は「上
町断層帯における重点的な調査観測」の研究プロジェクトで行われた，上町断層帯による地

震シナリオと強震動予測結果を紹介した。これらの震源モデルの一例を図 6 に，予測地震動
の擬似速度応答スペクトル PSV (減衰定数 5%，以下同様)の一例を図 7に示す。いずれも従来
の耐震設計で用いられてきた振幅レベルを大きく凌駕する地震動が得られている。これらに

対する超高層 RC造建物の最大層間変形角は 1/30レベルとなっている[23]。 

佐藤(2014)は基準整備促進事業（基整促）で開発した応答スペクトルと群遅延時間の距離減
衰式(地震動予測式)を用いて，図 8に示す南海トラフ沿いの 4連動地震時(MW9.0)の予測地震
動の評価結果を示した[24]。また超高層建物の層間変形角も 1/50 を上回る結果が示されてい
る。上記のような予測地震動の振幅レベルは，図 9 に示す南海トラフ地震による他の予測地

図 7 予測波の擬似速度応答スペクトルの一例 
(斉藤，2013) 

図 6 想定地震の震源モデルの一例 

(a) 南海トラフの海
溝型地震(MW9.2) 
(森川・他，2013) 

(b) 上町断層帯の地震(最大
MW7.1)(関口・他，2013) 
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震動でも見られ[25][26]，PSVの 1 秒以上の長周期範囲の最大で 2～5m/s が提示されている。
実はこの辺のオーダー感は， 2011 年東北地方太平洋沖地震前に既に提示されていた。2004
年に立ち上げられた「東海地震等巨大災害への対応特別調査委員会」への提供波の PSV を図

10に示す[27]が，最大レベルとしては図 7，図 8，図 9に匹敵するものとなっている。これ以
外にも，各機関で実施されている強震動評価に関するレビューが，上林・他(2014)[28]により
まとめられている。 
これらの動向に対し，引間(2014)は震源近傍地震動について，予測地震動や観測記録をレビ

ューし，震源近傍での予測地震動はばらつきが大きいこと，この点は設計者側と意識を共有

すべきとしている[29]。予測地震動のばらつきに関しては久田(2014)によっても指摘され，さ
らに地震動予測には「どこでも震度 6以上の可能性があり，それに備えた対策が必要である」
という防災上のメッセージ的性質も含まれることを述べている[30]。 

 
4.2 地盤増幅に関わる現象解明と深部，浅部の地下構造推定の高度化に向けて 

地震動の大きさが地盤条件によって大きく変動することは，3.で示した 2011年東北地方太
平洋沖地震時の東京湾，大阪湾沿岸部における長周期地震動の増幅[31]，1995 年兵庫県南部
時震時の「震災の帯」を見ても，否定することができない見解であろう。これ以外の被害地

震でも，地盤増幅に関わる問題は多数存在する[32]。過去の地震動の増幅メカニズムを解明す
ることは，今後の大振幅地震動を予測するうえでも欠かせないものである。文献[32]でも述べ
たが，浅層地盤の地震動増幅は，建物への入力地震動を最終的にコントロールする大きな要

因となる。大振幅地震動の場合は，工学的基盤と見なされる地層の非線形挙動も考慮する必

図 9 各種機関による予測波の擬似速度応答スペクトルの一例 

(b) 基整促の方法に基づく南海トラフ
地震の予測地震動(小山・他 2015) 

(a) 壇・他(2013)の方法による南海トラフ
地震時の OSKH02の地震動(宮腰・他 2015) 

図 10 2004年東海地震等巨大災害への
対応特別調査委員会への提供波の一例
(日本建築学会，2007) 

図 8 4連動地震(MW9.0)の震源モデルと地震動予測式に
基づく擬似速度応答スペクトルの一例(佐藤，2014) 
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要があろう。ここら辺は地盤震動と地盤基礎振動の境界領域となるところであり，震源－地

盤増幅－相互作用－建物応答のシームレスな評価を目指し，両者の連携を進めながら大振幅

レベルでの建物への入力地震動を考える必要がある。 
微動や強震データを利用した地盤構造の推定方法が複数提案されており，近年では広域面

的評価への応用も見られる[33]。線形範囲に限定はされるものの，このような地下構造推定手
法の評価精度を高めるアプローチも進めていく必要がある。2014年度までは，久田嘉章・前
主査を中心に強震動予測手法のベンチマークテストを実施してきた[34]。本年度からは，地盤
震動小委員会傘下の地盤構造モデル評価WG(上林宏敏主査)で，大阪平野を対象とした地下構
造推定に関する同様の検討を進めている。 

 
4.3 構造設計者が入力地震動策定に積極的に関わる時代に果たす小委員会の役割 

最近では，建設地点の地震環境を考えた入力地震動の策定とその評価を行うことが，超高

層建物や免震建物の耐震設計等でも行われている。南海トラフ付近での巨大地震や首都直下

地震によって予想される長周期・長時間地震動，パルス性地震動をどのように考え，これを

如何に設計用入力地震動に反映させるかが，現時点での大きな関心事であろう。 
先に紹介した「東海地震等巨大災害への対応特別調査委員会」では，海溝型巨大地震によ

る地震動評価から建物応答，被害までの一貫評価が実施された[35]。その後も，2011 年東北
地方太平洋沖地震を挟み，内閣府業務を中心として，南海トラフ沿いの海溝型巨大地震時の

地震動評価，建物応答，被害シナリオが検討され，2011年東北地方太平洋沖地震後には地震
動評価から建物記録，シミュレーション解析等が行われた[36]。同様の試みとして，国交省・
建築研究所を中心とした建築基準整備促進事業関連プロジェクト[37]，JSCA関西を中心に上
町断層帯を対象とした大震研によるプロジェクト等[38]が挙げられる。 
先に紹介したプロジェクトでは，地震動評価と構造物応答評価が同時に行われており，両

者が連携しながら，建物の耐震性向上を目指そうとする方向性が伺える。実際の耐震設計に

利用するかどうかは別として，サイトによっては図 7～図 10に示した pSvで 2～5m/sレベル
の地震動が発生しうることは，共通認識として形成しつつあるかと思われる。 
このように近年では同じプロジェクト内で地震動評価側と構造物応答評価側が，将来の大

地震に対する建物応答予測，被害想定や対策を検討する機会も多い。超高層建物や免震建物

(a) 今後発生が予想される南海トラフでの
巨大地震への対応 

図 11 2011年 12月に実施した耐震技術者の意識調査結果の一例(日本建築学会，2013) 

(b) 最新の地震動評価技術の設計への採用
について 
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の耐震設計時でも，建設サイトの地震動特性を考慮し耐震性評価を実施するケースが増えて

きている。この中で，耐震技術者がそれぞれの分野をどのように考えているかの意識調査が

実施された[39]。その結果の一例を図 11 に示す。回答は地震動評価側，構造物応答評価側，
両者を統合する側で分けて分析している。いずれも 2011年東北地方太平洋沖地震後に実施し
たアンケート結果である。 
耐震設計における想定地震の選定と設定に関する考え方については，いずれの立場からも，

「従来の想定地震の考え方を変える必要がある」との回答が最も支持されている。従来の既

往波や告示で規定された地震波のみの検討だけでは必ずしも十分ではないことが，共通認識

としてあるように思われる。一方，最新の地震動評価技術の設計への採用に関しては，地震

動評価側は「順次設計に取り入れるべきである」が大勢であるのに対し，構造物応答評価側

は「地震動指標と応答値の対応関係などを整理した上で設計法に間接的に反映させるのがよ

い」が大勢を占め，立場により傾向が若干異なった。 
地震動評価側と構造物応答評価側の意識の差異を必ずしも埋める必要はないが，お互いが

理解し合える環境を構築していくことは重要である。地盤震動研究の大きな役割の 1 つは，
地震動の観測記録，被害の分析，シミュレーション解析等を通じ，過去の地震で見られた実

現象を解明しそれを合理的に説明し，それを耐震設計等に反映させることにある。本小委員

会主催で毎年開催している地盤震動シンポジウムと地域交流会はこのような情報発信の場で

あり，ここで時機を得た話題を提供し様々な議論を通じ，地震工学の発展に寄与すべく活動

していきたい。 
 
5. おわりに 

前節で「構造設計者が入力地震動策定に積極的に関わる時代に果たす小委員会の役割」を

議論したが，本小委員会の活動の 1 つとして地盤震動研究の啓蒙がある。これに関連し，加
藤研一，久田嘉章両主査の時代から 6 年近くの歳月をかけ準備してきた『地盤震動と強震動
予測－基本を学ぶための重要項目－』を，2016年 3月に予定されている講習会に合わせ発刊
する予定である。地盤震動に関わる約 150 のトピックスについてオムニバス形式で構成して
おり，項目ごとに主に 1～2ページでまとめた。初学者にとって必要なところだけ調べること
のできる辞典的な役割も担っている。建築学科の学部生レベルにはまだ少し難解な内容であ

るかも知れないが，大学院生で理解できるような内容となったと考える。地震工学に関わる

構造技術者の皆様にも，是非とも手にとって活用していただきたい。 
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�����ÈŎŃǳ=ȊɈ8Š1:ÝLǚEɒĕűƑɓ�

ȊɈQŜƬ+1�7��ȁ=Ýǚ"Ǚ�*N1��

����ǻƠi�d=¼Ǵ�

�����ȷQČȐ8+1ƄȡȂǿɒȅªďġ;ƄȡƦ¾=ƦI�;

Č+6=ĭɆQÝLºNMɓ�

�	��ĺćýºË;Č-MČķɒĥƦQȂǿ+1İ7e�o�Q�

Ì-M=7>:%�źƄ»£Qǥ�6Vn~Z�QæÜ+I-

��ǚE�ƈǪQǟŋ-M�ǚEQȂǿ+6�%Ķǹɓ�

�
��eUlwg[vb=ƛƭ�

����ÈŎǸĩB=ůį8ȊɈ�

����ŨÛ�ŚǨɒŎÏÈĳŃǳ=ŨÛ�ÄąǦ=ŚǨ;ĮǊ6M

1G��I*+%P!MĥƦŎÏÈĳ����=Âǲɒñɗɓɓ�

ñ 1� ÂǲƦ 
�I*+%P!MĥƦ
ŎÏÈĳ�(2014.6)[2] 
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3. ūț=Ȃǿ�s~Q�îMÿŎěòɃÏB=Čķ 

3.1. ķǍÈĳ=ßǪĹ 

� ((7>�Ȃǿ�s~Q�îMÿŎěòɃÏ;JMÈŎĥǐƦ=ķǍQƃǻ-M� 

0=1G;ɒ�ǂɓŤű¹ɃƄȡÕ�=og`qÈŎȂǿ�ŢėvmzS~;őȘ*N6

�MȲƄȡ= 10ēyi~ɒ���S10ɓ8 20ēyi~ɒ���S20ɓ=ķǍǽŷQǲ41�

ĔƍƧĹ>ƆƢj}}mSó8+1�ºËòɃÏ>�ȴèůȴŧȷòɃÏ=§8+6�ÿŎ

ě�ƠòɃÏ;Č-MǧɃȂǿƗƁȀĎĂê��!KŒ¨*N1ÖƜj|pĘÿòɃQĺć

+1Ƌǯ; &MĺćòɃÏ=�3]�bɗ= NS ĿÀɒ���Konohanaɓ[3]Qƭ��şē

ț´=o~bĹòɃÏ8+6> 1995 ĝ½ģƹÖȩòɃŧ= JR ɐÝɋ7=ǻƠȁȳ= NS Ŀ

Àɒ���TakatoriɓQƭ�1�ÈŎƄȡ=yi~Q�ȁ= 2ȟL;Ȃć+1�ñ 2;(NK

=òɃÏ=ȠġķǍbt[j~Qǁ-� 

� 1) ȲŲǓe�o�Qĺć+1ÈŎƄȡ 

� � � ǋɗņƤ7e�o�"Ⱥ�+18�ć+�ǋɗņƤ=ǧËQ¸=Ɏǚɒh=0.02ɓ;Č

+6«ś°ɒa=1.00ɔ1.25ɔ1.50ɓ+�0=ǧË=ùÀ2&ǋɘņƤ=ǧËHùÿ� 

2) ǒĹǓe�o�Qĺć+1ÈŎƄȡ 

� � � ǒĹƞǵćśQ�h=0.02, 0.03, 0.04, 0.05=ɚƏȾ;Ȃć� 

� ķǍǽŷǛŸQñ 3ɞ6;ǁ-�ñ 3; 10ēyi~ɒS10ɓ;ȲŲǓe�o�Qĺć+1÷

â�ñ 4; S10;ǒĹǓe�o�Qĺć+1÷â�ñ 5; 20ēyi~ɒS20ɓ;ȲŲǓe�

o�Qĺć+1÷â�ñ 6; S20;ǒĹǓe�o�Qĺć+1÷âQǁ-� 

� ķǍǽŷ=ǛŸ��ȁ=(8"ǻċ7#M� 

1)ȴèůȴŧȷòɃÏɒKonohanaɓ;Č-MŎÏÈĳÎŸ;5�6ɒñ 3ɞ6=(a)ɓ 

�10 ēyi~ɒS10ɓ7>�ȲŲǓe�o�=š"ǒĹǓe�o�JLūÿēȷüĬǼQJ

%¡ƞ+6�M"�20 ēyi~ɒS20ɓ7>�¡ēȩ7>ǒĹǓe�o�=¡ƞÎŸ"ÿ

#��S107>��î=e�o�Ȯ7ūÿēȷüĬǼQ 0.01;¡ƞ7#M� 

�S107>�e�o�Ȯ=ùÿ;Č+6ūÿğķǍÌȠġQ¡ƞ7#6�M"�S207>�¡

ƞ"ȻćƵ7�M� 

2)o~bĹòɃÏɒTakatoriɓ;Č-MŎÏÈĳÎŸ;5�6ɒñ 3ɞ6=(b)ɓ 

�S107>�ȲŲǓe�o�=š"ǒĹǓe�o�JLūÿēȷüĬǼQJ%¡ƞ+6�M�

S20 7>��.N=e�o�7H�%K!ūÿēȷüĬǼQ¡ƞ+6�M"��î=e�

o�Ȯ7> 0.02ǅġ7�M� 

�S10 7H S20 7H�ǒĹe�o�7ūÿğķǍÌȠġQ¡ƞ7#6�:��ȲŲǓe�o

�7>�F+Oùÿ+6�M� 

3)D8G 

�ȴèůòɃÏ!o~bĹòɃÏ!�ĥǐƦ=ē

śɒèůɓ;J46�ȲŲǓe�o�8ǒĹǓ

e�o�=ÎŸ"Ʋ:M=7�Ȃǿ-MĥǐƦ

;ķ,6e�o�=Ȃǿ;ƙĻ"Ķǹ7�M� 

�ñǁ+6�:"�BCJ-L2QºËòɃÏ8+1÷

â��;ȲŲǓe�o�Qùÿ*/18#;�ğ

ķǍÌȠġ"ùÿ*NM·ä"ǺKN1� ñ 2� ȠġķǍbt[j~ɒh=0.05ɓ 
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ȲŲǓe�o�Qĺć+1÷âɜɕ●ɕ a=1.0ɔɕ▲ɕ a=1.25ɔɕ■ɕ a=1.5� �  
ǒĹǓe�o�Qĺć+1÷âɜɕ○ɕ h=0.02ɔɕ△ɕ h=0.03ɔɕ□ɕ h=0.04ɔɕ×ɕh=0.05 
 

 

 

 

 

 

 

 
(a) S10 Konohana                         (b) S10 Takatori 

ñ 3� ȲƄȡ 10ēyi~ɒS10ɓ;ȲŲǓe�o�Qĺć+1÷â 
 

 

 

 

 

 

 

 
(a) S10 Konohana                         (b) S10 Takatori 

ñ 4� ȲƄȡ 10ēyi~ɒS10ɓ;ǒĹǓe�o�Qĺć+1÷â 
 

 

 

 

 

 

 

 
(a) S20 Konohana                         (b) S20 Takatori 

ñ 5� ȲƄȡ 20ēyi~ɒS20ɓ;ȲŲǓe�o�Qĺć+1÷â 
 

 

 

 

 

 

 

 
(a) S20 Konohana                         (b) S20 Takatori 

ñ 6� ȲƄȡ 20ēyi~ɒS20ɓ;ǒĹǓe�o�Qĺć+1÷â 
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3.2. ÈŎȩŲ=ōÏ JAȻƱĹǪ 
� ȲŲǓe�o�=§8+6ĢđŊųq��b�ǒĹǓ=e�o�=§8+6WU~e�o

�=ÿŎěòɃÏ¥ƭŧ=ōÏ8ȻƱĹǪ;5�6ȝCM� 
ɒɗɓȲŲǓe�o� 
ȲŲǓe�o�=ĹǪ>�ƌŎě8ǢLȜ+îśQo|x�d8-MƳÍĹǪŪǡ7ȅª

-M�ƳÍĹǪŪǡ>��ĵȲŲ=ĢđŊųšĦ�iTh�~ǌ=ĭɆQÞ&M1G�e�

o�)8;Ʋ:M�ñ 7;ȲŲǓe�o�=ƳÍĹǪŪǡ[4]=�§Qǁ-�ƽşǢLȜ+î
ś>�ūÿȖË= 75%D7ȖË"¡�+1_U[~ś�Ú>ƽş;J46Ĵ¸ËƧĹ"�Ć
ć;:41_U[~ś=�3�Ď*�ś²Qƭ�6�M� 
ƌŎě��t>�øĹÑɇô=ƌŎěQǁ+6�M�øĹÑɇô=ƌŎě>�ŧÉƍķǍǽ

ŷ; �6ȧÁ;øĹÑɇôQȂć+6ƷŏƌŎě=ǛŸQĲM="ŮD+�"�ǽŷǛŸ

!Kq��b»ȴ=ƌŎě=E"ĲKNM÷â;>�øĹÑɇô8ĪĹɇô=ȴ*ƐQǥľ

+6øĹÑɇô=ƌŎěQƒGMĶǹ"�M� 
òɃŧ=ķǍ=J�;�ƌŎě"Ʋ:M÷â>��U�p��Ɨ;JLƳÍ=ÅćQǲ�� 

))(/1(1 tif
N
i N εΔΣ =

>1.0                                      :               �(1) 
ȲŲǓe�o�>ƌŎě"ÿ#�ɇô7>ƌƾÑ;JMǧË�ť"�M"�Ć»³=ȅª

8+6�Vn~Z�æÜ�>ǥľ+:�="�ǭƵ7�M�12+�ǝŁȩ=Ȃǿ;�14

6>ƌƾÑ;JMǧË�ťQǥľ-MC#7�M� 
Ȃǿ�>ƌȠġ=ĭɆ>ǥľ+6�:��ǖŲ�s~=Ĉɍ7>�ƌȠġ�ƌŎě�s~

;JL�Ⱥ�Ƥ=?K5#�ƌƾÑIƌȕÑ=ĭɆ"EKNM"�ǢLȜ+îś"ÿ#%:

M8�ƌȠġ=ĭɆ>¡ƞ*NM�8=ǛŸ"ĲKN6�M� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ñ 7� ĢđŊųq��b=ƳÍĹǪŪǡ[4] 
 
� Ɖ;��ȁ=ȲŲǓe�o�=ƳÍĹǪƧĹQƭ�6�e�o�=ŕ¶Qȅª-M� 
� ȴèůȴŧȷòɃÏ;Č-Mȅª 
((7>�Ɖ=ǥ�š7ĺć-C#ūÿǕ=òɃŧ=ĥƦķǍQŐć-M� 

ŠŤȱ¢ȯV�amS}�\�

S�u�kq��bȑŞ!KŇǑ�
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D.ĥƦ=e�o�ȂǣȾ=ȾɏQ 4ɝ8�H�ūÿēȷüĬǼQ 1/100=÷â8 1/70=
÷âQĺć-M�2011ĝŶÒòšĀĜƚƕòɃŧ=Ŷ�=ȓɏēĥǐƦ; &MǻƠ�§Q
H8;ǗǇüĬQŐć+6�Ħ(1)Qƭ�6e�o�=ŕ¶Qȅª-M�(=8#q��bǼ
ġ 45ġ�
��56GT��,738R�I^" Lc/L=1/4 P�HNB^@ 
� 1)ūÿēȷüĬǼ 1/100=÷â 

ūÿü  4cm7 5îǢȜ+ķǍ+�0NQåFǗǇüĬQ 493cm8+1÷â 
;(1/Nf)i0.653=OK 

ūÿü  4cm7 10îǢȜ+ķǍ+�0NQåFǗǇüĬQ 493cm8+1÷â 
;(1/Nf)i0.733=OK 

� 2)ūÿēȷüĬǼ 1/70=÷â 
ūÿü  6cm7 5îǢȜ+ķǍ+�0NQåFǗǇüĬQ 740cm8+1÷â 

;(1/Nf)i1.48=NG 

ūÿü  6cm7 1î=ķǍQåFǗǇüĬQ 740cm8+1÷â 
;(1/Nf)i1.31=NG 

� ��=J�;�ǗǇøĹüĬ>ã,7H�ūÿēȷüĬǼ" 1/100 =÷â>Åć²"ɗŰ
ơ;:41"�ūÿēȷüĬǼ" 1/70=8#>Åć²"ɗQȓ��e�o�=ǪËQȓ�6
�M(8Qǁ+6�M�D1ūÿēȷüĬǼ" 1/100=÷âH�Åć²" 0.7Êİ;:46 
L�¤Ƀ;Č+6ÓÀ:¤Ƿ"�M8Ǿ�MƨƖ7>:��!:Lȥȫ:ēȷüĬǼ�ǗǇ

üĬQĺć+1ƁȀ7�M1G�ǘ!�ś²;5�6>ȏȌ=¤ò"�M"�ȴŧȷòɃÏ

Qǥ�M�7>�ƳÍ;Č-MƁȄ"Ȭǹ7�M8Ǿ�M� 
� o~bĹòɃÏ;Č-Mȅª 
o~bĹòɃÏ;5�6>�ɒ�ǂɓŤűĥǐƄȡŃǳǦÕ�=�ÿȹĠô¾ȼƷ�óò

Ƀ;Č-MĥǐȂǿƭòɃÏ JAȂǿƗ;ȸ-MƼǉ�ɒ���ÿɃƼɓ�=ȲƄȡ=ȆȂ

ǿ�§=ȑŞ[5]Qƛƭ*/6�12�1�(=ȆȂǿ�§7>ĢđŊųq��b"¦ƭ*N
6 L�ÿɃƼ=�s~əC =ºËòɃÏQƭ�6�M�ñ 8 ;ǁ-J�:ĢđŊųq��
b=Ȗ@.EɒĪĹ@.EQåFɓ=ŧÉƍQƭ�6�e�o�=ŕ¶Qȅª+1� 
((7�q��bǼġ 45ġ8+�,�6GT�6R�I^"U20/R�MN Lc/L=1/6 PH

NB^@XL,�!<cT�6!<R�I^��#a?<c/< = 5.5 P�HL@KT)�? 
;(1/Nf)i0.420=OK 

PQ]?%�XOR�-FA]?�9FDDZS��HL��Rbgcha��I_V[BP*C\

_^@HEH?��WJYU'�T4$(	TWJYfdeT 2 �&�T�PQMND]?'
�aKTXX4$HN+BEU�Q^ 1F�.P�`_^@ 
 
 
 
 
 
 
 
ñ 8� ȆȂǿ�§; &MĢđŊųq��b=Ȗ@.EɒĪĹ@.EQåFɓ=ŧÉƍ 
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ɒɘɓWU~e�o� 
WU~e�o�>�¦ƭūÿȠġ�¾7=ĹǪQȄ*N6�M"�ȻƱĹǪQńŔ-M

Ķǹ"�M�¯�=ĹǪ7Ʋ:M"��ǭƵ;>ūÿȠġQȓ�6H�Ƞġ 300mm/sD7>
ȂǿȃĊ²=Ĥȴǡ=Ǐð¾;�L�Ʒ3;ƽû;>ÇK:���§Qǁ-8�SD500kN-160 
óWU~e�o�ɒbj��[�80mmɓ=ćžŴ�>��ȁ=J�;Ȃǿ*N6�M� 
� Ƞġ 32mm/s =ŧɜćžƞǵË 400kN�ɗƉƞǵ«śɜ12.5kN�s/mm 
� ūÿćžȠġ 150mm/s =ŧɜūÿćžƞǵË 500kN�2Ɖƞǵ«ś 085kN�s/mm 

(=ćžŴ�;Č+�¤ǷġÛAȻƱŴ�>� 
� Ƞġ 300mm/s D7 2 ƉÐȪQ5� 
� ūÿȠġ 300mm/s =ŧ�ćžȠġ= 2 °;:M=7�(=ȠġQȻƱȠġ8-M� 

� (=WU~e�o�;Č+6�x�X�"ȥǱȬȆɍQǲ41ǛŸQǙ�-M�Ǵ 1 ;ȥ
ǱȬȆɍ=b]az�~8ƞǵË=Ȃǿ²ɒ�Ơ²ɓ8ĈƠ²Qǁ-�D1ñ 9 ;�0NK
QȠġɕƞǵËȸ«;r�gj+1ǛŸQǁ-�(NK=ƞǵË>�Ȃǿ²=�10ɑ�¾7
�M(8"P!M� 
� *K;ȥǱȬȆɍ=Êİ=ƞǵ

ËQƐȗ+1ǛŸQǴ 2 ;ǁ-�
ƞǵË=üÑ>P.!7�41�

D1ü ɕǱȬȸ«=üÑQñ 10
;ǁ-"�(NHÿ#:üÑ>Ǻ

KN:!41� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ñ 9� WU~e�o�=ƞǵË=Ȃǿ²8ȥǱȬȆɍǛŸɒ�éhgY�Ž�Œ¨ɓ 
 

Ǵ 2� WU~e�o�=ȥǱȬȆɍÊİ=ƞǵË=Ɛȗɒ�éhgY�Ž�Œ¨ɓ 
 
 
 
 
 
 

Ǵ 1� ȥǱȬȆɍ=ü Ŏě8ƞǵËɒ�éhgY�Ž�Œ¨ɓ 
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� Ɖ;�WU~e�o�=ǴɄƟġ8ƧĹ

=üÑ;5�6ǁ-�D.Ȇɍ;ƭ�1e

�o�=ǴɄƟġ"-20�8 80�=8#=
ƞǵËɕü ȸ«Qñ 11 ;ǁ-�ĚƟ8
80�7>ÿ#:üÑ"ǺKN:!41� 
*K;òɃŧ=ķǍQĺć+6ȢǞÌŎ

Qǲ��WU~e�o�=ǴɄƟġ8ƞǵ

Ë=üÑQȋż+1ǛŸQǙ�-M�ÌŎ

Ŵ�>�ȁ;ǁ-� 
� � èůɜ4.0ǃ�� ƘĬɜƊĨƘ 
� � Ŏěɜ�13mmɒūÿȠġ 20.4mm/sɓ 
� � ÌŎŧȷɜ16À 
� 0=ǛŸQñ 12;ǁ-�ǴɄƟġ 40�!
KĈɍQǲ418(O�ǔ 15À7ǴɄƟġ
" 80�;�ť+6�M��ȁ=ÌŎŴ�=
Ǐð¾7�N?�ĚƟ8ÿ#:üÑ=ƥ�

ƧĹ"ĲKNM(8"À!41� 
� +!+�ĺć-MòɃÏ;J46>�(

=ÌŎŴ�Q�îMVn~Z�"WU~e

�o�;Ņº*NMßǪĹ"�M=7��

ĺ*NMķǍŴ�;Č-MĹǪ=ƿȈ"Ķ

ǹ7�M� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ñ 12� WU~e�o�=ȢǞÌŎ;JMe�o�ǴɄƟġüÑɒ�éhgY�Ž�Œ¨ɓ 
 
ɒəɓD8G 
� ȂǿǦ>�ĺć-MòɃÏ;Č+6�¦ƭ-Me�o�;ĺć*NMǱȬŴ�Qõ;�e

�o�x�X�;i�dQƒG6�e�o�"Ķǹ:ƧĹQµ�6�M(8QƿȈ-MĶǹ

"�M� 
 

ñ 10� ȥǱȬȆɍÊİ=ǱȬɕüĬȸ« 
ɒ�éhgY�Ž�Œ¨ɓ 

ñ 11� ǱȬɕüĬȸ«=Ɵġ©ĄĹ 
ɒ�éhgY�Ž�Œ¨ɓ 
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4. čŵĒŮ 
4.1. ȧÁ:ÈŎǸĩ=1G=Ńǳ=ŜƬ 
� ÈŎǸĩ;ƭ�KNMŃǳ>�0=Ȃǣ ǣIė�šƗ�ǛŸ8+6ÎŸ;Èǔ"�MH

==�Šǐ=ÈŎĥǐƦ;ƭ�KNMŃǳ8ƃ<ã,H="ƭ�KN6�M�(NK=Ńǳ

>�%5!=ǻƤ!KÀɉ*NMɒñ 13ɓ� 
 
ÈŎȩŲ� � ĪøĹǓ� � � ¡Ⱥ�ƤȲ:9 
� � � � � � � � � � � � � ŗŘe�o� 
� � � � � � ǒĹǓ� � � � WU~e�o� 
� � � � � � � � � � � � � ƧƎWU~e�o� 
� � � � � � ǒĪĹǓ� � � ǒĪĹ£ 
 
Ý�šƗ� � źƄ¾ 
� � � � � � ý�źƄ 
� � � � � � ğ�Ȃǣ� � � � T.M.D. 
� � � � � � �Ƅȡ8ȢǛ� � ȢǛÈŎ 
 
ɌÏšƗ� � Ƅȡ£�Ãó� � Ƅȡ£=ƸČķǍȮQºË 
� � � � � � � � � � � � � � Ƅȡ£=ƸČķǍȮQùě+6ºË� � ƈƄĦ� j\~ƈƄ 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ãȋĦ� D.M.ãȋ 
� � � � � � Ƅȡ£ãȋó� � T.M.D. 
� � � � � � �Ƅȡ8ȢǛ� � ȢǛÈŎ 
 
ţĄƄȡ£� Ƅȡ£ƥǸĩ 
� � � � � � Ƅȡ£Ǹĩ� � � ɅĹǸĩ 
� � � � � � � � � � � � � � ĩġǸĩ 
 
� � � � � � � � � � � � � � � ñ 13� ÈŎǸĩŃǳ=Àɉ 
 
� ŎÏVn~Z�QæÜ-MÈŎȩŲ7>�ĪøĹǓ7>¡Ⱥ�ƤȲ�ŗŘe�o�:9"

ƭ�KN6�M�ǒĹǓ7>WU~e�o�=¦ƭ"þ�"�ü ;JLƧĹ=üPMWU

~e�o��ÈĳîȔQǚEȚR2ɏÎƪ=WU~e�o�=J�;ƧƎ:ėā"Ţ*N1

WU~e�o�Hƭ�KN6�M�ıŵó=WU~e�o�QɏÎƪ=WU~e�o�;�

œ-MÈŎǸĩHŒſ*N6�M�ÈŎȩŲ8+6ǒĪĹ£Hƭ�KN6�M� 
� ÈŎƈƄ=Ý�šƗ� ǣ7>�ĥǐƦ=źƄ¾;Ȃǣ�D1>ý�=źƄ;Ȃǣ-M(

8"þ��T.M.D.ɒTuned Mass Damper�ãȋóvbe�o�ɓ>ĥƦ=ğ�;Ȃǣ*NM�
D1�ČȐĥǐƦ8�=Ƅȡ£8ȷ;Ȃǣ-MȢǛÈŎHƭ�KN6�M� 
� ÈŎƈƄ=ɌÏšƗ�ŎÏ=ºËšƗ8+6>�ÈŎƈƄQƄȡ£8�Ã;Ȃǣ+�ĥƦ

2 Ƥȷ=ƸČķǍȮQºË8-MšƗ"þ��(=ȿ�q��bIȷŻ:97ƸČķǍȮQ
0=DDºË-MšƗ=�;�ƸČķǍȮQùě+6ºË-MšƗH�M�ùěšƗ;>j
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\~Qƭ�6ƈƄƵ;ùě-MšƗ�D.M.ɒeUlwg[vbɓ8?<=ƷÃ=ãȋǓ7ù
ě-MšƗ"�M�T.M.D.>ĥǐƦ= 1 Ƥ=ǜČķǍȮQĈȒȮ8?<=ãȋǓ=ºË8+
6�M�D1�ȢǛÈŎ7>��MĥǐƦ8Æ=Ƅȡ£8ȷ;ÈŎƈƄQȂǣ+60=ƸČ

ķǍȮQºË8+6�M� 
� ÈŎǸĩ;��ţĄ=Ƅȡ£=ł�7>�ƥǸĩ=÷â8Ǹĩ-M÷â"�L�ȩŲ=Ǹ

ĩ;>ɅĹóǸĩ8ĩġóǸĩ"�M�ý�źƄ=õǀ=ŠȂQ-M÷âH�M� 
� ÈŎǸĩ>�ČȐĥǐƦ=ƭȞ�ǸĩƶƆ:9;�P/6�(NKÈŎȩŲ�Ý�šƗ�

ɌÏšƗ�ţĄƄȡ£=ł�=:!!K�ǚEâP/QȨň+6ǲPN6�M� 
 
4.2. ȧÁ:ÈŎǸĩ�s~=Ȃć;ȸ-Mǂ�Ƶ^�c�_bƿǊ=šƗ 
� ĥǐƦ=ÈŎǸĩ>��=Èġ�ŹǚE7ǲPNM(8"ȟĚ7�M� 
� ɗɖĥǐõƢƗ;JMĹǪȅª�ÿǬȈć 
� ɘɖǧɃř®¬ȣƗ;JMȅć�Ȉć 
� əɖ�Ļ=Ǹĩ 
� Ǹĩİ=ĥǐƦ=ĹǪ=ƁȄ>�ɗɖ=÷â�ƂG6Ǆ:òɃÏ;Č+62&7:%�ȴ

ůǱȬ�Ǆ:òɃÏ�ɊǱȬ:9;Č+6HƿȈ-MĶǹ"�M�ɘɖ=÷â�ƿȈČȐ>

ƂG6Ǆ:òɃÏ=E7�M�əɖ=÷â�ÈŎǸĩİ=ĹǪ>ĥƦŀŭǦ8ȂǿǦ=âĻ

7¯Æ;Ɣć*NM=7¯�=]�b;J46üÑ-M� 
� ÈŎǸĩ7ƶƆ8-MǧɃĹǪ=�s~>ɗɖ7>��Ǆ:òɃÏ�ƂG6Ǆ:òɃÏ;Č

+6ƫǲõƢƗȧâ�7�L�ɘɖ7>��ÿòɃÏ;Č+6±û�Ėû=ØȽĹ"¡��7

�M�əɖ=÷â>�¯�=]�b;JM�+1"46�ƂG6Ǆ:òɃÏ;Č+6H�ɗɖ

ɞəɖ=ǧɃǸĩȂǿ"ř®İ=ã�s~=ĹǪQȄ+6�M8>Ǿ�ÁN:�� 
� ÈŎǸĩ=�s~�ĹǪ8+6ǥ�:&N?:K:�H=;> 2 ǆɉ=ĹǪ"�M�Ǹĩ
İ=ǧɃĹǪQǜČƵ:ĹǪ8-N?�H�@85>ǸĩÊ8Ǹĩİ=ƸČƵ:ĹǪ=ę7

�M��ǭƵ;>ǧɃĹǪ8>ǜČƵ:ĹǪQŌ+6�6�(N"ȅª=ČȐ7�M�ƸČ

Ƶ:ĹǪ"ëɈ8:M=>�§�?ɏēĥǐƦ:97ǸĩÊ7HƫǲõƢ;ȧâ+6�MH

=Q�ȴèůòɃÏ;Č+6Đ¢Ĺ�¦ƭĹřì=1G;ÈŎǸĩ-M÷â:97�M�(

=J�:]�b7�ÈŎǸĩ=ÎŸ=ÿĎ;ȸPK.;ĥǐõƢƗ;JMĹǪȅª�ÿǬȈ

ć>ÝĲ7#�ř®İ>ÈŎǸĩĥǐƦ8��(8"7#M�(�+1÷â�ÈŎǸĩ=Ƹ

ČƵ:ÎŸ=ǅġ>Ȅ*N6�:�� 
� ÈŎǸĩ=ȧÁ:�s~QȂć-M(8�ȧÁ:�s~=ǂ�Ƶ^�c�_bQĲM(8

"Ȭǹ7�M�ĥǐƦ=ǧɃĹǪQƄȡŃǳǦ�ý=�;ȉŦ-M(8>ɂ+��ÈŎǸĩ

ĥǐƦ=ǜČƵ�ƸČƵǧɃĹǪQŦƿ;ǁ-(8>0N��;ɂ+��(=ǩũ;> 
� ɗɖÈŎĥǐƦ=ćǤ":�(8 
� ɘɖĥǐƦ=ķǍ=ǠâƵ:ĹǪȅªƗ":�(8 
"�'KNM�ÈŎĥǐƦ=ćǤ;ȸ+6>�òɃÏ=ºËVn~Z�8��ǻƤ!KǺ6

H�ÈŎȩŲ;JMǠºËVn~Z�=æÜƪ>Ȃǿ;J46�6�śɑ=H=!Kɔ80ɞ
90ɑ=H=D7�M�D1�ÈŎȩŲQ��-M(87�ȟĚ=[|Uh}S$L$L=Ĺ
Ǫ=H=H�N?�ȟĚJLǮ�ĹǪQ��M1G;ÈŎ8-M÷âH�M�ÈŎĥǐƦ�

ÈŎǸĩ8�46H0=�Lš>ƅ�7�M� 
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� ÈŎĥǐƦ=ǧɃĹǪ=ƿȈ>ŧÉƍķǍǽŷ;JM(8"þ�"�0=ŌƆ>ūÿēȷ

üĬǼ�ūÿÌȠġ:9ƺȷƵ:�Ƥ=²7�L�ĥǐƦ»£�ķǍ»ǝǞŧȷ�Vn~Z

�Ȯ�¦ƭĹ:9QåG6ǠâƵ;ķǍĹǪQȅª-MŁƗ>ƿǊ*N6�:�� 

� ÈŎĥǐƦ=ǜČƵ:ǧɃĹǪ�ÈŎ;JMƸČƵ:ǧɃĹǪä�=Ŧƿ:ďġ":�=

7�(NK=ƶƆȂć;ȸ-Mǂ�Ƶ:^�c�_bQĲM(8>!:Lïɂ:ƨĽ7�M

8��M�Ǿ�œ�M8�ÈŎĥǐƦ=ćǤ�ĥǐƦ=ķǍ=ǠâƵ:ĹǪȅªƗ:9QŦ

ƿ;-M(8"�ÈŎǸĩ=ȧÁ:�s~QȂć-M(8�ȧÁ:�s~=ǂ�Ƶ^�c�

_bQĲM(8=Ȧǅ7�L�īĎĂê�=ȊɈ7H�M� 

 

5. D8G 

1)e�o�=ÎŸ 

�ȴèůòɃÏ!o~bĹòɃÏ!�ĥǐƦ=ēśɒèůɓ;J46�ȲŲǓe�o�8ǒ

ĹǓe�o�=ÎŸ"Ʋ:M=7�Ȃǿ-MĥǐƦ;ķ,6e�o�=Ȩň;ƙĻ"Ķǹ

7�M� 

�BCJ-L2QºËòɃÏ8+1÷â��;ȲŲǓe�o�Qùÿ*/18#;�ğķǍÌȠġ

"ùÿ*NM·ä"ǺKN1� 

2)e�o�=ōÏ8ƧĹüÑ�
� ȂǿǦ>�ĺć-MòɃÏ;J46�¦ƭ-Me�o�;ĺć*NMǱȬŴ�Qõ;�e

�o�x�X�;i�dQƒG6�e�o�"Ķǹ:ƧĹQµ�6�M(8QƿȈ-MĶǹ

"�M��

3)ÈŎǸĩ=ßǪĹ 

ÈŎǸĩ>�ČȐĥǐƦ=ƭȞ�ǸĩƶƆ:9;âP/6�(NKÈŎȩŲ�Ý�šƗ�

ɌÏšƗ�ţĄƄȡ£=ł�=�!K�ǚEâP/QȨň+6ǲ�Ķǹ"�M� 

4)ÈŎƄȡ»ǭ;5�6 

ÈŎĥǐƦ=ćǤ�ĥǐƦ=ķǍ=ǠâƵ:ĹǪȅªƗ:9QŦƿ;-M(8"�ÈŎǸ

ĩ=ȧÁ:�s~QȂć-M(8�ȧÁ:�s~=ǂ�Ƶ^�c�_bQĲM(8=Ȧǅ7

�L�īĎĂê�=ȊɈ7H�M� 

 

Ȏș 

ȑŞQ)Œ¨�12�1ÿɃƼȸ«Ǧ JAe�o�x�X�á ;ļȎƯ+�'D-�D

1e�o�;ȸ-MƁȀQ+6�12�1ĎĂê�Ăê;ļȎ=ĻQǴ+D-� 

 

ÙǥŝƩ 
[1] Ťűĥǐą� ƄȡĂê� ŎÏȤíĂê�ɜ2013 ĝġŤűĥǐą�ÿ�ɒÒƜȦɓƄȡȩȵɒŎ
Ïɓon~iTbXg`{�ȑŞ�¹Ƀ�ÈŎŃǳ=ƫƨ8ŵMC#ÿòɃB=µ���2013.8 

[2] Ťűĥǐą�ɜI*+%P!MĥƦŎÏÈĳ�2014.6 
[3] ĉǫƝ��ú�ư�ƻ�IJ��ĎǈƟăɜv\mfz�kɛ[|b=ÖƜj|p=ĘÿòɃ;J
MÿȹĠ; &MĩɃÏ=Ȇǎ�Ťűĥǐą�ÿ�ąǳȍƣƀƃɁ�No.21073�2015.9 

[4]https://www.nsec-steelstructures.jp/base_isolation/unbondedbrace/documents_ub/damping_ub/(2015ĝ 12Ŭ
ƿȈ) 

[5] ɒ�ǂɓŤűĥǐƄȡŃǳǦÕ�ɜÿȹĠô¾ȼƷ�óòɃ;Č-MĥǐȂǿƭòɃÏ JAȂǿ
ŌȰ 2015�2015.3 
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����� �������������
�	� 

 
������������ � �����! 

 
1. -�7* 
� «ʄƞɟĕċé�&-�2013ħ*Á�ƕ,ʐęěĈǪĚĆčŭŝ,8'&«ʄƞɟȼȹř
ɭʒǵ 4 ǃʓ[1]A¹Ȩ���ǵ 4 ǃ*-�Áūďʒǵ 3 ǃʓ, 2001 ħ�ɹ,ȁ 12 ħɵ*ǘ
Ė�ȥǯ�>�«ʄƞɟ*ɶ�=Őȩ'čȩǙǢȳ�4'7;>%�=��,ƈɵ*-ɳå

ƈ÷ʄÊ�MtwVC[h�>«ʄƞɟ*Ć�)EudM^A}��'�>= 2003 ħÎË
ƭ÷ʄ[2]�ǘǎ���;*řɭúǶ�*- 2011ħƏÍ÷ŶćĦƲƭ÷ʄ�ǘǎ�=)(�«
ʄƞɟAØ<ñ6ǈƯ*-xſ�<'8ǜ�ʁ�)�"��ò 1 -ŸƋ,«ʄĬǼƙŰ,Š
ǫAǨ�%�=�«ʄƞɟ- 1995ħ°īǟÑɨ÷ʄ�ɹ�÷ʄȭđ�ǘǎ�=Ī*ÉƓAǘ
ţ�Ʊǜ�>%���ò 1 ,ƙŰĀÅ§àAȳ=ɺ<�«ʄƞɟ-ǩ�*-ĊŇǙ*Ù�¬
>;>%��:*Ł�=�� ��ɷƾēǹ,xƅÉŎƦ'�%,ǩ�ǙȲɆ),��«

ʄƞɟ*êè'�%,�¤Aȳ¶�'�ȆƶƳÊ,ȇƓ),��ƙŰĀÅ,ǌǑ-Ɵ�&

�?�4���,ǈƯ- 2011ħƏÍ÷ŶćĦƲƭ÷ʄ�ɹ8ă@"%�)��«ʄƞɟ,
Plna\D'�%-��>�ǩ�*'"%ƅǏ&�<��AĨǪ*&�=Őȩ&�='Ǧ

¡�%�=�;���Őȩ,ǥɲ*Ç7%��'�ȜɌ��=�����«ʄƞɟ�ąƟ

Ì�ʐĪÌ�>=�&�ſ'�%Ȍ/�ǎ�=�'8�<�ƥŀ)�;�,ƞò-ǋö&8

Ȋ�%�=�ƋǮ&-�ƋSujTFm,ɐŹ*À< 2011ħƏÍ÷ŶćĦƲƭ÷ʄ�ɹ,«
ʄƞɟ,ƟǞ*ǡǜ��÷ʄĶ,ĊȾ�*ǍB�=�')�«ʄƞɟ�Ǝ=1�ğĆ÷ʄ0

,¥�AŖ*ɑ<=ŐȩǙɈǹ*#�%Ȓ�%5����

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ò 1� ŸƋ,«ʄĬǼƙŰ,Šǫʒ]wYš�ʗŸƋ«ʄƞɟÐ�ʓ 
 
2. ƏŸƋĆʄƾ�«ʄƞɟ*}��ĳʇ 
ßʄƾ*��%�«ʄƞɟ-Ɲ+ƈĵ�>=ÉƓAǘţ��Ȳƞɟ�,Ť¦-ǚǀ&�"

�'ýä�>%�=[3]�xŶ&�ȁ 3 Ã,«ʄĬǄ&«ʄHKUduSouToEu^*Ť
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ò 2� ƇŸŵȕ,Ȼ� 
ʒ2012ħ 1Ƅ 26Ÿʓ 

¦�ǎ���'�ò 2,:*ý�;>%�=�«
ʄHKUduSouToEu^,Ť¦*#�%-�

ŸƋ«ʄƞɟÐ��;ʄƾĶȁ 2 ħ&JE_pE
u[4]�®ȫ�>�ēĿ-ź��ßJE_pEu,ř

ť*:>.�ÚÊɨ,ơƞǙëʋ'�ÚÊAɸđ�

=:)ȋŘǺǌ,|¥*Óï��"�'�%�

=�Áȓ-��Á,Ê�ǦɂA�>.Şɻ&�=Ú

ȘŃ�ʐ���Đ÷ʄ,Ê�Aņď��ŃȘǦɂȿ

ʏĐŷ-ðʂ&�=��,�'-�«ʄɨƌ*#�

%8ɀİ�=Ʉʋ&�<�4ǳ&ū7%ȷ>=� 
ß÷ʄ&-�ɶȱ�Ə,ĩǻñ*��%ąŰ,«

ʄĬǄ,ȴƺȻɰ�Ĺ;>�ɇŲǷ&®ȫ�>%�=[5]�ò 3-Ųǉ[5]*��>�ɹ,®ȫ]

wYAɛÅ��8,&�<�ĬǄ0,¬ÄÅɞĪ*ē�=ÅɞĪĿǸ¢Ǌʒ«ʄėǝzɽʖ

ǝ{ɽʓ'«ʄėƃĆĿǸă�AǨ�%�=�ÅɞĪĿǸ¢Ǌ-ą�,ĬǄ& 1.0 A{î"
%�<�ǅ*¬ÄÅɞĪ�Ć��)=ƏÍ÷Ŷ,«ʄĬǄ&-ĿǸÅɞĪ,�ƷÉƓ�ʌȤ

&�=�«ʄėƃĆĿǸă�*#�%-�ƏÍ÷Ŷ& 10cmAɏ�=8,�ąŰȳ;>�ɶƏ
�ȱ&-Ɲ+ 10cm�{')"%�=�ßx,÷ʄ&�>2(ą�,«ʄĬǄ&ȴƺȻɰ�Ĺ
;>��'-ɢÔ*-)��ß÷ʄ*:"%ĐȴƺȻɰ�ʎɓǙ*Ā���ǤĠġ²,«ʄ

ĬǄ&-�÷ʄȴƺȻɰʒ���ɭ*:=ă�Ȼɰʓ�;ɯƌZudw,ƥČǗÈŃȘ�ď

ɬǙ*Ⱦ��>�ȉȊ�Ǐ,Úá�¼Ŵ�>�[1]�4��ÅɞĪvă�'�"�Ǆǌɬ,5

);��ȰŰ,«ʄĬǄ*��%÷ʄſ,ĬǄ²Ą,ǈƯ�Ž¨'�%Ȼɰ�>��'8ß

÷ʄ�»7%&�?��,:*�ĐȴƺȻɰ,·Ƒ*:=«ʄƞɟ,ŃȘȾ�-�Đʏ

9SlnswSouȶƑ:<8Ć�)ɃĹÄAƅ�=��Ķ8ȴƺȻɰ,ƅÉƳǏAò=1

��÷ʄȴƺȻɰ�¿,ű¥vŗ©A�ɠ�1�&�=� 
ƏŸƋĆʄƾ�ɹ�ǩ�&-	ņďĄ
*ē�=ɩŉAƫ7=�'�ą�)"��«ʄƞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a) ÅɞĪĿǸ¢Ǌʒ«ʄėǝzɽʖǝ{ɽʓ (b) «ʄėƃĆĿǸă� 

ò 3� ƏÍ÷ŶćĦƲƭ÷ʄ,Ƌʄſ*��=«ʄĬǄȴƺȻɰ,·ƑȇƓ 
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ɟ8�Ą&-)��«ʄĬǄ,ƜɺŚÊ0,ɶ

ļ�ʐ4"��ò 4 -÷ʄ¬Äsir�ȼȹſ
,ņď:<8Ć��)"�þÞ*ǎ�=«ʄ

ĬǄ,Ɯɺ�ɋAǨ�%�=��>;�Ą*8

ąŰîȏ<ɚ�ăı9ąŶàăı*:=«ʄɨ

ƌ,ǅŃÆÌ)(�ņď�>=�«ʄƞɟ,ƃ

ə,§à,x#'�%ɳåƈÌ��=�xȝǙ

*ɳåƈÌ�=2(Ć�)«ʄÉƓ�Ĺ;>=

�'*)=��«ʄɨƌ*-:<Ć�)ăıA

ƈĵ�=�'*8)=���>,ǈƯ8«ʄɨ

ƌ�ǅ*Ūŏƌ*ē�%ĆɞĪvĆăı'ʐɔ

Ä'�"�ɢɪ)ǈƯAį�=8,&�<�«

ʄɨƌ0,ȲƫŃȘ-xėʐ�)"%�=� 
 
3. Ǝ=1�ğĆ÷ʄ*ē�%«ʄƞɟ�&�=�'v&�)��' 
� ŸƋĬǼč�ôĆ�&-�ƏŸƋĆʄƾ�«ʄƞɟ*Ǳ����ɈɄʋ0,ēĿ*ɶ�

=ǘȫ��2014ħ�ɹ*ʌȤ)ĀÅ�ȳ;>=�«ʄƞɟĕċé�,ċé,ą�8İ�ȓ'
�%Ƶ�ɶ@"%�<�ċé�²&-:<ɁȂ)Ņýš�'Ƴǘ)Ɋɇ�Ėɴ�>%�=�

�>;-�ɢĆ)÷ʄ¬Ä*ē�=«ʄƞɟ,ŚÊA(Ŝ�=�'�ǋɋǌȶ'��,

ª*ȳ�%�=Ɯɺ�ɋA��*ɷ��'�ēĿǹ*Ć½�>=��{*�ċé�²&,

Ɋɇ,xɨAȃ��=� 
� «ʄɨƌ,ȏ<ɚ�ɖȢǅŃ 
«ʄƞɟ&-�ĽȲ)ƷȬŃȘA«ʄɨƌ,ĘƤâ

×HbrLw*ƫ7=�'�ą��ĘƤâ×�>�ɡ

ÊHbrLw-ǂHbrLw*ăŢ�>�ƃȄǙ*Ć

ƨ�*Ŭ¶�>=�ğĆ÷ʄ&ņď�>=ɳſɵ÷ʄ

Ê&-�«ʄɨƌ*ąŰî,ȏ<ɚ�ăı�ǎ�=�

'��ņ�>�«ʄɨƌ,ƹĪzŻ9ÿŃǗÈ*:=

ŃȘÆÌ�Ŋŀ�>=���.�ɮhpN¬<ǯėQ

m&-ǘǂƻ')=ɮhpNAò 5 ,:*·ŮɩȐ
�>.�ǂ,ǘŮŃAūì&�=[6]�«ʄɨƌ*ɢĆ�

#ąŰî,ăıA}�Ȋ�>.���>-ŃȘ�ÆÌ

�Ť¦�ǎ�=�ɫȲ)�'-��,:)ǋɋ�ǘ

ǎ�=ɺǔƿAɤ¸*ȳƜ7=�'&�<�ğĆ÷ʄ

&ņď�>=«ʄɨƌ,ǈƯ��ɺǔƿ�;Î·*�

ʁ�%�>.ëʋ-)��4�-�«ʄɨƌ,ɤ¸)

ŃȘȾ�'ŚÊ�ƺŎư,ʐĪÌ�ĽȲ')=� 
� ŨāȪǱvȪŧȍȪȮȐ 
«ʄė,ăı�ĀĆ�>.�«ʄɨƌ,Ť¦�Ũā

0,ȪǱ�,��>�,�ɋ*ɣ�=�ƃə,«ʄĬ

ò 4� «ʄĬǄ,ņďƜɺ�ɋ 

������

	��


����

�����������

���

��������

���

ò 6� «ʄĬǄ,ȪǱÅśȿʏ 

ò 5� ɮhpN,·ŮɩȐ 
ʒEpU^š�ʗIEsUĞƛʓ 
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Ǆ*:�ȳ;>= 60ʘ80cmǬĪ,«ʄMqCpuU'«ʄɨƌ,ɺǔŃȘAƧɕ�='�ą
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構造物のモニタリング －技術と社会のはざま－ 

 
構造モニタリング小委員会・三田 彰（慶應義塾大学） 

 
1. はじめに 
建築物の構造健全性、特に大地震後においての構造性能を迅速かつ正確に把握・評価する

仕組みを学術的な視点から研究し、実用化を図るために、2002年に構造ヘルスモニタリング
（Structural Health Monitoring,以下 SHM） 小委員会は発足した。その後、国内外の SHMの技
術を調査し、最新の技術動向についてワークショップ等の開催を通して、その重要性および

実用性を研究者、技術者及び設計者に周知した。他の小委員会に比して活動の歴史が浅いが、

SHMの理解と普及への学術的な貢献をしてきた。最近の小委員会の主な活動としては事例を
収集・分析し、その汎用性及び応用限界について検討している。 
 2011年の東北地方太平洋沖地震において長周期地震動が問題としてクローズアップされて
から、大手不動産会社を中心として高層ビルに SHMシステムを設置する動きが加速している。
技術が成熟化して商業ベースで進むようになったことは望ましいことであるが、そのほとん

どが発災直後の損傷診断を目的としているもので、表示される情報としては、ほとんどのシ

ステムが「震度」「最大加速度分布」「最大層間変形角分布」としている。履歴型のダンパを

利用している場合にはダンパの残存寿命を表示するケースも見られるが、そうした仕組みを

採用するケースはまだ少ない。 
 これらのシステムは初期費用がかかるだけではなく、維持管理費用も必要となる。規模の

大きな建物であれば受容できる費用となるが、中小規模以下の建物ではこのコストが大きな

問題となっている。また、当然のことながら設置されるほとんどの建物が民間のオフィスビ

ルであり、記録されたデータの公開はできないことが多い。 
 

2. 一般的な SHMシステムの概要 
大手不動産会社では所有する高層ビルに SHM システムを導入することが一般的になって

きていて、これから導入を計画しているところも多い。最も一般的なシステムの表示画面例

を図 1 に示す。地震直後に表示されるのは最大加速度分布、最大層間変形角分布、計測震度
の３つであることが多い。この例では 4つの加速度センサを利用していて、1次モードから 3
次モードまでが支配的な振動モードであるとの仮定のもとで全層の応答分布を算出している。 
一方、履歴型のダンパを用いた高層ビルでは履歴型ダンパの残存寿命を評価することで安

全性を確認するケースもある。図 2に示すのはその代表的な例で、1976年に竣工した損保ジ
ャパン日本興亜本社ビルに設置されている SHMシステムの画面例である。このビルにはエレ
ベータコアシャフトの壁にTAC壁と呼ばれる鋼材を使った履歴型エネルギ吸収機構がついて
いる。その塑性変形の累積限界値を 135 として、この限界値を超えなければ構造的な安全余
裕を保つことができると判断される。なお、当該ビルでは 2 度の M8 クラスの巨大地震を使
用期間中に受けても十分な安全余裕を確保するため、図 3 に示すようにオイルダンパが近年
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追加された。図 4 に示すのはオイルダンパ導入の効果についての検討資料である。オイルダ
ンパの追加設置により、2回のM8クラスの地震があっても余力を残す設計となっている。 

 

図 1 構造ヘルスモニタリングシステムの画面例（富士電機株式会社提供） 

 

η基準値 η限界値 η基準値 η限界値

（ηが基準値を超えた場合） （ηが限界値を超えた場合）

 
図 2 履歴型ダンパの累積塑性損傷を重視したシステム（損保ジャパン日本興亜ビルマネジメント株
式会社提供） 
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・348台の耐震補強用特殊オイルダンパーを
設置

X方向

基準階 １６台 基準階 X方向8台、Y方向8台
合計 ３４８台

Y方向

オイルダンパー

３６Ｆ～４１Ｆ

２２Ｆ～３４Ｆ

９Ｆ～２０Ｆ

オイルダンパーX方向8台

Y方向8台

平面図

 
図 3 損保ジャパン日本興亜本社ビルの既存履歴型ダンパと補強用オイルダンパの配置（損保
ジャパン日本興亜ビルマネジメント株式会社提供） 

 

２回目の巨大地震でもＴＡＣ壁のエネルギー吸収量の累積限界値（η 値）１３５を
超えないよう３４８基のオイルダンパーを設置することとした。

（オイルダンパー設置前） （オイルダンパー設置後）
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図 4 オイルダンパ設置による効果（損保ジャパン日本興亜ビルマネジメント株式会社提供） 

 

3. 新宿駅西口地区を対象としたモニタリングプロジェクト[1] 
このプロジェクトは、大震災発生直後に耐震診断を行って安全性を確認し、帰宅困難者の

行動支援を行うため、大量の帰宅困難者を収容する可能性がある大規模高層ビルに対して、

SHMシステムを導入することを目指したものである。具体的には新宿駅西口に位置する大規
模高層ビルを対象とし、自治体、関連企業等と協力し、得られた耐震診断情報をただちに伝

達し、帰宅困難者の行動を支援することを目指す研究「JST 高層ビル耐震診断に基づく帰宅
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困難者行動支援システムの社会実装プロジェクト（代表：三田彰）」で 2013年 10月から 3年
間の予定で活動している。設置対象となったのは図 5 に示す 6 棟の高層ビルで、すでに設置
が終了して稼働している。MEMS型加速度センサ 4つからなるシステムを基本としているが、
エステック情報ビルのみねじれ振動の評価を可能とするため、センサ数を 7つとした。SHM
システムとしては富士電機株式会社のものを採用し、すべての情報が三菱総合研究所株式会

社の構築したクラウドに接続されて、どこからでもアクセス可能となっている。システムの

概要を図 6 に示す。クラウドではすべての建物を同じデータ形式で管理していて、データは
一括ダウンロードができる。クラウドのサービス画面例を図 7に示した。 

モード学園
コクーンタワー

住友不動産
新宿オークタワー

新宿アイランドタワー 工学院大学ビル 東京医科大学病院 エステック情報ビル

 

図 5 JST 高層ビル耐震診断に基づく帰宅困難者行動支援システムの社会実装プロジェクト
において実装対象となった高層ビル 
 

スマートセンサ

詳細診断サーバ

簡易診断サーバ

記録器
ルータ
POEハブ
UPS

クラウド

ユーザ端末

管理会社
設計者
施工者

耐震性能情報
経年劣化情報

 

図 6 JSTプロジェクトで採用されたシステムの構成図 
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図 7 クラウドサーバのサービス画面例（三菱総合研究所株式会社提供） 

 

4. 技術と社会のはざま 
 大地震直後の構造物の損傷一次診断として、SHM システムは技術的には実用段階にある。

しかし、例えば履歴型ダンパのようにエネルギ吸収能力が算出できる場合を除いて、残存寿

命を算出することは極めて困難である。また、最大層間変形角が 100 分の１を超えるかどう
かで損傷可能性を判断することが多いが、実際の被害との相関性は構造形式によって大きく

異なる。また、このシステムでわかるのはあくまで主体構造の損傷可能性であり、ビル内に

従業員をとどめ、周辺の帰宅困難者にロビーなどを開放して良いかどうかの判断をただちに

できるわけではない。高層ビルの場合、窓の開閉ができないことがほとんどで、真夏で空調

が稼働しない場合には熱中症を引き起こす可能性が高く、長期滞在が困難である。また、避

難階の天井や壁が落下すれば、そこに滞在することも難しい。つまり、SHMシステムの提供
する情報は非常に多くのチェック項目の一つに過ぎない、ということである。BCP の一環と
してマニュアルを整える企業も多いが、特にテナントビルの場合はテナントそれぞれが BCP
の計画を立てていることが多く、ビル全体の安全性判断とは異なることも想定される[2]。 
 さらに問題を難しくするのは、管理者側の体制が脆弱な夜間や休日に大地震がおきるケー

スである。週休二日制もあり、実は平日の勤務時間内に大地震が発生する可能性の方が少な

い。そのことを考慮した仕組みと体制が不可欠である。 
 JSTのプロジェクトでは、当初のプロジェクト申請書段階で SHMシステムの診断結果を駅
前の大型ビジョンで表示することや、エリアメールで安全情報を流すことを提案していた。

しかし、これは今から思えば極めて非常識な仕組みと言わざるを得ない。新宿地区で想定さ

れる帰宅困難者のオーダーは 100 万人単位である。一方、それぞれのビルが収容できる人数
はたかだか 1000人程度である。安全なビルの情報をコントロールなしに帰宅困難者に提供す
れば、パニックになることは火を見るよりも明らかである。 
 技術的に可能なことと、社会的に実現可能なことは異なる。人を対象とする避難にこうし
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たシステムを利用する場合には、必ずどこかで危機管理を担当し、総合的に判断できる人が

必要となる。ツールを活用できる人の仕組みづくりが今求められている。 
 
4. まとめ 
 大地震直後の構造物の損傷一次診断として、SHM システムは技術的には実用段階にある。

しかし、例えば履歴型ダンパのようにエネルギ吸収量が算出できる場合を除いて、そのこと

からただちに残存寿命がわかるわけではない。また、こうしたシステムが提供できるのは構

造安全性に関わることのみであり、このことだけで避難の判断はできない。社会科学的なソ

フト面での体制づくりが必須である。これまでの経験から課題として残されているものの例

を最後に例示したい。 
① データは基本的にビルのオーナーが所有権を持ち、開示されないことがほとんどである。
またそれぞれのシステムによってデータベースの形式が異なり、直接比較は困難である。

建物が特定されない形で公開することで、例えば人の病気の診断のように個々の建物に

対しても役立つ情報を抽出することができる。情報プラットフォームの標準化と公開の

ルールは、建築学会が取り組むのにふさわしいテーマである。 
② 普及が進んでいる仕組みのほとんどは大地震直後の損傷可能性を診断することを目的と
している。しかし、データをその建物の使用期間に渡って蓄積し、解析することで当該

建物が構造的に健全かどうかを担保することにも利用できる。結果的にリセールバリュ

ーを上げることにもつながる。このことは住宅についても同様である。 
③ 西新宿の例では、システムそのものよりも配線工事および設置調整費用の方が格段に高
いことが判明した。新築で設置する場合はこのコスト構造が異なるが、大型の建物でな

ければ設置、維持の困難な価格である。中小のビルに設置を広げていくためにはごく簡

易でコストの安いシステムの開発・実用化が不可欠である。 
④ 比較的費用の安いシステムであっても、地震のためだけに設置することは難しいことが

多い。普段利用される仕組み、たとえばお掃除ロボットに組み込むことが可能であれば

追加コストはごくわずかである。専用の仕組みではなく、他のサービス機器への組み込

みが広がらないと一時的なブームで終わる可能性がある。 
 
参考文献 
[1] http://www.mita.sd.keio.ac.jp/project/（2015年 12月 12日アクセス） 
[2] 損保ジャパン日本興亜ビルマネジメント株式会社林田健氏へのヒアリングによる（2015
年 12月 7日実施） 
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Þ 6 ňąȮƴ S&mvltZjK]Vnv[
MW&*Ȟ� (ëu�, 2013)7) 

Þ 7  Ƭ×ŕsfr A&ãȬmvltZ M0&

*Ȟ� (ëu�, 2001)´ƹ)12) 
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ňą*ſȕ):!�=ð���1>ȰæB

�´�>8*%�>��*Ǳùź%Ŷ7�

ÂƀZpc*ĉðãȬ*ňąmYr*�

(LvQ 4: Ƭ×ŕsfrB©ȤãȬ*Ě*
2�)��éÑ)BÞ 9)Ư�� 
Þ 10)+��*mYr);>ÓÍăx*

}ã½)��>ĜȬ·*�ƇǈŝBƯ��

Ŀ�ȍĖĩƻQgJZr+23�1$*×

ŕ%ÖƯQgJZr(Ţ7$Ʊ)Bȁ�$�
=�Ɣ)�×ŕ 3ư�Ȋ% 500 cm/sBȁ�
ȭĎ)ð�(�&(!$	>� 
Òť)�üǔu�(2015)15)+ÂƀZpc*

ĉðãȬ*ðȠĕ)��>ĜȬ·*�ƇB

ǝ!��Þ 11)+�ÂƀZpc*ĉðãȬ
*ňąmYr(LvQ 1: Ƭ×ŕsfrB©
ȤãȬ*Ě&Ò�&��éÑ ));>
OSK005(ðȠ))��>ǴƽĜȬ·%�>�
Ŀ�ȍĖĩƻQgJZr+�×ŕ 1Ƚ2ư%
ǃ 100 cm/s�×ŕ 3Ƚ4ư% 200 cm/sě&(
!$	>�Þ 13 +�OSKH02(ŬǙ))��
>ǴƽĜȬ·%�>�Ŀ�ȍĖĩƻQgJ

Zr+�×ŕ 2ư±ģ%ǃ 200 cm/s�×ŕ 5
ư±ģ%ǃ 500 cm/s&�A7$ð�(�&
(!$	>�OSK005(ðȠ)& OSKH02(ŬǙ)
*Ŀ�ȍĖĩƻQgJZr)+ð�(Ċ�

�=�ǑȬǱǭ)ƛ	;
&�>éÑ)+��*ÇÜ*ǫō�ĨǦ%�>� 
 
5. ÂƀZpc*ĉðãȬ);>ÓÍă)��>ĜȬ·)ÿ�>ãƥ&ęƓ*ĩƻǫś 
ǥƌu�(2015)16)+�2 "*ĮùãȬBǱù�$ãƥ9ęƓ*ãȬĩƻǫśBǝ!$	>�

w"+�|òȡƍ�ǻ(2003)17));>ŚƀuŚÂƀuÂƀãȬBȬƈæ&�>ãȬ(úŴãȬ
TFe&;/)�8
w"+©ȟĕ(2011)4));>jK]Vnv[ 9JpQ*ÂƀZpcĉðã
ȬBȬƈæ&�>ãȬ(ÂƀZpcĉðãȬ&;/)%�Þ 9)Ư��8*%�>� 
� ǟ 1)ãƥmYr*aplvTBƯ��ãƥŤȎ+hvqtKǸŞÉ. PSšą)ç#	$
Ǳù�$	>� 
� Þ 13)œ¶ĩ³ǫś);>ãȬĩƻǫśǈŝ*
 �´ȍĖ�őð�Cňĩ³�őð�C
ň-�5*Ƃ�ŊÔ*őðĩƻ«ČBƯ��úŴãȬTFe*LvQ 2(Ƭ×ŕsfrB©Ȥ
ãȬ*Ě* 1.25 �)��éÑ)&LvQ 4�ÂƀZpcĉðãȬ*LvQ 4 *	�?8 GL. 
-10.0Ƚ13.3 m*Ƹ 5ą%�Cň-�5� 10%ȁ&ð��(!$	>�Þ 14)œ¶ĩ³ǫś)
;>Ƹ 5ą*wȕ(GL. -12.2Ƚ13.3 m)*´ȍĖ�ȑ²ȝȦųáű�ƨÿí�*Ŏ¯ŮĩƻBƯ 

 
 

 

Þ 8 ĜȬ·&ŽŻBǊwƤ)Ƕō�>�7
*~(ňąaplvT (ëu�, 2013)7) 

Þ 9 ÂƀZpc*ĉðãȬ*ňąmYr
(LvQ 4: Ƭ×ŕsfrB©ȤãȬ*
Ě* 2�)��éÑ) (ëu�, 2013)7) 
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��	�?*LvQ8Ƹ 5ą+ȑ²ȝȦųáű� 0.95)Ȓ��Ɓƕ»)Ǖ>ǈŝ&(!$	
>�Ɓƕ»)Ǖ>ȧ�ƨÿí�+ GL. -12.2Ƚ13.3 m% 20cm�y�Ƹ 5ą¤�% 50 cm�y
&(>�ð�(í��ƚ�>*+ŤĲ°*2)ųĐĲąŤȎB�ù��wŪ ǫś%�>

�&�ǦÜ*w"&Ǐ�<?�ǁĖÔy)+ãƥ*ųĐŊÔ*{äǾBǏı��mYr»�

ȗǦ%�@
&ȋ1$	>� 
� wŊ�ĩƻǭƽ)ƛ	<?��ǟęƓmYr*ţĪÞBÞ 15&Þ 16)Ư�� 
�ǟęƓmYr+çƉȥ�ȏǋ�>ęƓBĮù�$	>�ęƓȗș+ĔȮƴ)ÿ�$ 0.7 

tf/m2&Įù��?+wǗƤ( S ȎȁȷąęƓƲĖ*ĔȮƴ)ÿ�>ȗș)ƨĞ�>�ęƓ*
ĐȮğƕ+ 1Ȉ 37.8 m*ūŊğ&�ù��Ðȥȗș� 10000 kN&(>;
)Ǳù�$	>�
ęƓ*ȥȷ+Ðȥ 4 m&�$	>�ŋôȁȷąęƓ* 1Ūßœ×ŕ+ŋġ*«śǈŝ<Đ
äƤ(Ǳù&�$ęƓȷ� H )ÿ�$ T(sec)=0.025�H(m)&�>�&)�$	>�ȥȷ+Ð

 
 
 

 
(c) Ŀ�ȍĖĩƻQgJZr (h=5%) 

 

 

 

 
 Þ 11 OSK005 (ðȠ))��>ǴƽĜȬ·

(Ƭ×ŕsfr�©ȤãȬ*Ě* 1�
*LvQ 1) (üǔu�, 2015)15) 

Þ 12 OSKH02 (ŬǙ))��>ǴƽĜȬ·
(Ƭ×ŕsfr�©ȤãȬ*Ě* 1�
*LvQ 1) (üǔu�, 2015)15) 

Þ 10  ÂƀZpc*ĉðãȬ);>ÓÍăx*}ã½)
��>ǴƽĜȬ· (LvQ 4: Ƭ×ŕsfrB©
ȤãȬ*Ě* 2�)��éÑ) (ëu�, 2013)7) 
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ȥ 4 m&Ǳù�$�=�ȥńB F&�?, T(sec)=0.1�F(ȥ)&ǟƗ�?«=9�	� 
� ¢Ȭą+`Fq]D*Ħ ³Ɣĭ&�$mYr»�$	>��*éÑ*¬Ƒǚȗ+¢Ȭą

*ĆŮUtav*Ȣ��CňǑ³ sQy &(>�Utav*Ȣ��Cň³�ńαs(=sQy/ΣW)+
ûȧ*ęƓ%+ 2%Ƚ4%ƲĖ*8*�ï	�&BǏı��αs=2%�3%�4%* 3"*TFeB
Įù�$	>� 
� Þ 17) 20ȥmYr*Ŏ¯ŮĩƻǫśǈŝBƯ��úŴãȬTFeLvQ 2%+�23 1/100
*ąȝíğǪ&(=�ęƓǱǭŎ*šǮãȬ*ƾÝ&Ǐ�<?>��úŴãȬTFeLvQ 

ǟ 1� ãƥmYr*aplvT(ǥƌu�, 2015)16) 

 

 

Þ 13� œ¶ĩ³ǫś);>´ȍĖ�őð�Cňĩ³�őð�Cň-�5*Ƃ�ŊÔ*őðĩ
ƻ«Č(ǥƌu�, 2015)16) 

 
Þ 14� œ¶ĩ³ǫś);>Ƹ 5ą(GL. -12.2Ƚ13.3 m)*´ȍĖ�ȑ²ȝȦųáű�ƨÿí�

*Ŏ¯�ĩƻ(ǥƌu�, 2015)16) 

�ǟ|*Ǝǌ+ãzų�BƯ� 
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Þ 15� ȁȷąęƓ*�ǟęƓmYrţĪÞ(ǥƌu�, 2015)16) 

 
Þ 16� ¢ȬęƓ*�ǟęƓmYrţĪÞ(ǥƌu�, 2015)16) 

 
Þ 17� Ŏ¯Ůĩƻǫśǈŝ(20ȥmYr) 

(ǥƌu�, 2015)16) 

 
Þ 18� Ŏ¯Ůĩƻǫśǈŝ(30ȥmYr) 

(ǥƌu�, 2015)16) 
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4 %+�Ɣùȥ)íğ�Ȩ|�>�&�Įù�?>�ÂƀZpcĉðãȬLvQ 4 %+őz
ȥBÕ6¤ą)A�=*ąȝíğǪ� 1/50 Bðď)yÛ>��?+�ĝĭŎ*ßœ×ŕ� 2
ư*ęƓ��ðĸď*£³ãȬ·);=ȭǌğ»�$ßœ×ŕ��.��?�£³ãȬ·*

ÀȂ×ŕ 3ư&wǖ�$¦ĸ���7%�>� 
� Þ 18) 30ȥmYr*Ŏ¯ŮĩƻǫśǈŝBƯ��30ȥmYr%+�ęƓ*ßœwŪ×ŕ
3.0ư&ãȬŻ*QgJZrbvJ�Ñǖ�$	>�7�úŴãȬTFeLvQ 2)�	$8
1/50 ƲĖ*ąȝíğǪ&(>�ÂƀZpcĉðãȬLvQ 4 %+�ząȥ<|ąȥ*ąȝ
íğǪ� 1/50Bðď)yÛ>� 
Þ 19 &Þ 20 )+�ðãȬŎíğŎ*¢Ȭ×ŕ� 4 ư%Utavșαs=4%*LvQ%*ĩ

ƻǫśǈŝB�ÖƯŻB£³��ǈŝ&űȆ�$Ư���*LvQ+x*})��>¢ȬŁ

 

Þ 19� ÖƯŻ&*űȆ(25ȥu¢Ȭ×ŕ 4ưuαs4%) (ǥƌu�, 2015)16) 

 

Þ 20� ÖƯŻ&*űȆ(6ȥu¢Ȭ×ŕ 4ưuαs4%) (ǥƌu�, 2015)16) 
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�Bǝ!�ęƓ&ÒƲĖ*ǑȬĭǓBœ�$�=�ĐäƤ(¢ȬęƓ&űȆ�>&�ț×ŕ

»�Þ<?Utavș8ï	ĭǓ�ǘ	ȕȴ*¢ȬęƓ%�>�4�Ĺƛ��ÖƯŻ+űȆ

*�7)ĈõƤçƥ�Ǎ*8*B�*44ƛ	$	>� 
úŴãȬTFe�;.ÂƀZpcĉðãȬ);>£³ãȬ·)ÿ�>ĩƻ�+�ÖƯŻ)

ÿ�>ĩƻ�&űȆ�>&	�?8¢Ȭą*íğ�ð���ŗãæ)�	$+ÖƯŻBƛ	

�Ǳǭ%+{¾«%�>�&�A>�úŴãȬTFeLvQ 2)ÿ�>¢Ȭą*íğ+ 50 
cmě%�>�Įù��ûȧ*¢ȬęƓ*ƴąNk*őāĢ+ 1000 mm%�2Ūğƕ�ń S2=5
%�>�sfr 2 ãȬ)ÿ�>¢Ȭą*íğ*JpFXqD+�Cňŭ 250%)ƨĞ�> 50 
cm%�=�ĭǓ*ǘ	¢Ȭ%�?,�úŴãȬ*LvQ 2+sfr 2ãȬ)ÿ�>wǗƤ(
JpFXqD)Ê4>&Ǭ�>�4�ÂƀZpc*ĉðãȬLvQ 4 *éÑ)+¢Ȭą*í
ğ+ 6ȥęƓ% 115 cmƲĖ%�>�2Ūğƕ�ń S2=5ƲĖ*ƴąNkBĮù��ǤØ&�
$ôâ�>őðĢ*DFRsvT 1500 mmB�ƛ��éÑ*ĭǓ�ǲíğș&ȣƞíğș+�
�?�?�Cňŭ 250%�;. 375%&ţƽ�>& 75 cm& 112.5 cm&(=�ĭǓ*ǘ	¢Ȭ
%�?,(C&ȣƞíğ)Ķ�>�&�ªř>ƲĖ%�>�wŊ�Þ)+Ư�$	(	��

ÂƀZpcĉðãȬLvQ 4*éÑ)ƪƦ�>&¢Ȭ×ŕ� 3Ƚ3.5ưƲĖ%+�¢Ȭą*í
ğ�ð��¤�Ǳǭ%�(	ƾÝ)�!�� 
 
6.� ÂƀZpc*ĉðãȬ);>ðȠ)��>ĜȬ·)ÿ�>ęƓ*ĩƻ 
ŘȘu�(2015)18)+�Þ 11 &Þ 12 )Ư��ÂƀZpc*ĉðãȬ);> OSK005(ðȠ)�

;. OSKH02(ŬǙ))��>ǴƽĜȬ·)ÿ�>ȁȷą S ȎęƓ*ãȬĩƻǫśBǝ!$	
>� 
ÿǼ&��ȁȷąęƓ+�ðȠċæ)ƶã�>ȭ¢Ȭ S Ȏ*ȁȷąęƓǎ%�ǳùOvZ

ǰȇ* 1Ūßœ×ŕ�ȥń�ȅȷBç)��CňǾƎǂ*ęƓmYrB�Ĳ�$	>�4��
Ã�Ȯƴȗș+ 0.8 tf/m2&�ù�$	>� 
Þ 21 )�OSK005(ðȠ)& OSKH02(ŬǙ)B£³��éÑ*ǈŝBƯ��OSK005 )ÿ�$

+�¿ńȊ�*ęƓ�őðĩƻíğǪ Rmaxȼ0.01rad&(!$	>��Rmaxȼ0.02rad&(>ę
Ɠ+Ə!��wŊ�OSKH02 )ÿ�$+�
¿ńȊ�*ęƓ� Rmaxȼ0.02rad &(!$	
>�&�«>� 
"	%�ÂƀZpc*ț×ŕțŎȝãȬ·

)ÿ��ƅƿ);>ǑȬŁ��"4=ŋôę

Ɠ*ȅȷB���$ßœ×ŕBƬ��>�

&);=�őðĩƻíğǪ*�ƅ¶ŝ�ĥ<

?>�šǮ�?$	>� 
ÿǼęƓ+�ðȠċæ)ę"ȅȷ 250 m�

ƬȈŊÔ*ßœ×ŕ 5.8s�52ȥę* SȎęƓ
%�>�Þ 22(a))ÂƀZpc*ĉðãȬ);
>�ƇãȬ·%�> OSKH02 B£³��&
�*�ƅƿŎ*ȅȷ& Rmax*Ȟ�BƯ��Ò

 

Þ 21� őðĩƻíğǪ Rmax*ǄƴȲĖ«Č

(SȎ�ÂƀZpc�ƇŻ) (ŘȘu�, 
2015)18) 
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Þ;=�ȅȷB¿«)ƅƿ�$8 Rmax+ů

'�ƅ�(	�&�«>�ƅƿŎ*ȅȷ

& 1Ūßœ×ŕ*Ȟ�BÞ 22(b))�1Ūß
œ×ŕ& Rmax *Ȟ�(íğǪĩƻQgJZ
r)BÞ 22(c))Ư��ÒÞ;=�ȅȷ�(
A 1Ūßœ×ŕB¿«)�$8 OSKH02
*íğǪĩƻQgJZr�ð��í»�

��ț×ŕãȬ·%+ęƓ� 1Ūmv[%
ĸ·�>�7�ƅƿ%+ Rmax*�ƅ¶ŝ�

ĥ<?(	�&�«>� 
�?;=�ÂƀZpc*ĉðãȬ*�Ƈ

ãȬ·Bƛ	�šǮ<�5Ƚ6s&&8)�
2Ƚ3s *×ŕĲ«*ĜȬ·B¾«)Ǐı�
>ĨǦ��>���,�5Ƚ6s Ĳ«);>
¦ĸƗǼBȔ�>�7)ƅƿ�$8�2Ƚ
3sĲ«*Ġȯ%�¶ŝ�ĥ<?(	éÑ�
�>�&�A!���ģ�ȁȷąęƓ*

ðïńBÄ7>ȅȷ 150 m�z*ȁȷąę
Ɠ*ø¤ĭšǲ*�7)8�×ŕ 2Ƚ3s *
ĜȬ·Ĳ«*ǳ��Ĭ¹&(>� 
 
7.� yƝňą);>ðĸď�ƇãȬ·)ÿ
�>ðȠ)��>Ë=ǆ5 

4 Ʒ%Ư��ÂƀZpc*ĉðãȬ);
>ĜȬ·)ÿ�$+�5 Ʒ9 6 Ʒ%ǅ��
�šǮ�Ȑ7<?$	>8*)�Ŗ�ǑȬ

Ǳǭ)Ë=ȉ4?$+	(	���%�Ǒ

ȬǱǭ)Ë=ȉ6�7*ÈǏ&�$�yƝ

ňą);>ĜȬ·)ÿ�>ðȠ)��>

Ë=ǆ5B�z)Ư��ª¨+Ŝ(2015)19)

%�>�(���*;
(Ë=ǆ5�ÎǓ

)(!�ð�(ƘƜ&�$+�ĜȬ·�Ƈ

�*ƭƵǐ&ęƓǱǭ*û¹ǐ&*įǧ

�ļ9įīơȌ�¾«)ǝA?��&�

��<?>� 
ðȠ*yƝňą);>ĜȬ·)ÿ�$+�sfr 3A�3B�3C &	!� 3 Űȥ*ãȬ·Ĝ

�BÐSvt�&)Ŷ7$�	�?*sfr)ÿ�$ǑȬǱǭBǝ
;
)�?$	>� 
a) ãȬ·sfr 
Ǳǭǐ+�ø¤ĭuũǓĭuǇƄĭB¸ş�(�<ęƿ~ƺ&Áǻ��3 Űȥ*Ǳǭƛã

 

(a) ƅƿŎ*ȅȷ&őðĩƻíğǪ Rmax 

 

(b) ƅƿŎ*ȅȷ& 1Ūßœ×ŕ T 

 

(c) 1Ūßœ×ŕ T&őðĩƻíğǪ Rmax 

[ûǌ+íğǪĩƻQgJZr h=0.05] 

Þ 22  ƅƿŎ*őðĩƻíğǪ Rmax(OSKH02) 
(ŘȘu�, 2015)18) 
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Ȭ·sfr& 2Űȥ*ǱǭJpFXqDB�'*;
)ǆ5ÑA�$Ǳǭ�>BŶù�>�

3Űȥ*ǱǭƛãȬ·sfr+zǰ*;
)Ǳù�$	>� 

<sfr 3A> 

ĮùãȬBǏı�>ȧ*çƉ&(>sfr%�O\qHãȬ*ĐäƤ(sfr� 

<sfr 3B> 

çƉ*sfr;=ȷ	ø¤ĭBŵ7$Ǳù�>sfr%�ãȬ·*;=ð�(,<"�ƾ

ÝBI`v�>sfr%�O\qHãȬ* 70ȺƲĖBºǉ�>ãȬ·sfr� 

<sfr 3C> 

çƉ*sfr)ű1�ƔŰ)ȷ	ø¤ĭBŵ7$Ǳù�>sfr%�ãȬ·*�<)ð�

(,<"�ƾÝBI`v�>sfr%�O\qHãȬ* 85ȺBºǉ�>ãȬ·sfr� 

b) ǱǭJpFXqD 

� 2Űȥ*ǱǭJpFXqDB�z)Ư�� 

[ȣƞƕİ I] 

zǰ*ȣƞƕİ II)ÿ�$�>ƲĖ*�ǣ��=�ȭ�ì*�ǲBƦŦ&�>ȣƞƕİ&

�$Ǳù�>�ŗȬ%�*ƕİ)Ɵ4!$	?,�>ƲĖ*�Ȭ%8Ǒ�>�&�%��

wùŕȝ*�ƛ�ÎǓ(ƕİ(ĩĬÿƼ�ĨǦ(éÑ8�>)� 

[ȣƞƕİ II] 

őŉ*ƭƵĲŝBȄ4�$Ǳù�>ęƿƓ��ì�(	ȣƞ*ƕİ� 

 

8.� ĀřĄŔȻ ðĸď�ƇãȬ·BǑȬǱǭ)ǆ5ȉ6�7) 

Ȥæ4%*ȃȪ�Ȋ	ÂƀZpc%jK]Vnv[ 9 JpQ*esvZêƞĉðãȬBǏ

�>&ãȬ·+Ĥř*Įù�y&(!��Ò��Ȥæ4%*ȃȪ�Ȋ	ƨŧZpc%jK]

Vnv[ 8.5 JpQ*esvZêƞĉðãȬBǏ�>&ãȬ·+Ĥř*Įù�y&(>&ĺ

Ƈ�?>� 

ÂƀZpc*ĉðãȬ);>ÓÍă)��>�ƇĜȬ·)ÿ�$+�ðȠ*yƝňą);

>ĜȬ·)ÿ�>Ǐ�Ŋ(sfr 3A�3B�3C&	!� 3Űȥ*ãȬ·Ĝ�BÐSvt�&)

Ŷ7$�	�?*sfr)ÿ�$ǑȬǱǭBǝ
�&)�ȓƛ%�>&īA?>�����

ȣƞƕİ II&�$Ư�?$	>�ęƓ��ì�(	ƕİ�)"	$+�arQå*ĜȬ·B

ÿǼ&�$ûǲǈŝ)ç#�ù7<?�8*%�>�7�esvZêƞĉðãȬ);>ț×

ŕuțŎȝãȬ·)ÿ�$+��*44ƛ	>�&�%�>+{ō%�=�ęƓ*ǄƴĽ

�ǳ�(')Ȟ�>ûȶƤšǲ9ǫśƤšǲ�ĨǦ%�>�4��ÂƀZpc*ĉðãȬ)

;>ðȠĕ)��>�ƇĜȬ·+�éĳ);>Ċ�ð����ģ�ǑȬǱǭ)ǆ5ȉ6�7

)+��*Ċ*ÇÜ*ǫō�ĨǦ%�>� 

wŊ�ƨŧZpc*ĉðãȬ);>ĜȬ·)"	$+�ǑȬǱǭ)ƛ	>�&�%�>ē

×ŕčæ*8*�(���*�Ƈ�Ĭ¹%�>� 
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ʮȶȠʳ7�½Ƀƽ�ÄʝŤȳ7[��n�â 

(5) ŅʝɁǅįġĂ¤́ Ɂǅɉʎ�IĎǥ�łǏ7Ŕǿ3ȵĪOǮĨ63I�KŤȳ7ɱƴ�

Ɂǅ7ƏîOǦŮ%+ăǡƺÞ 
(6) Ʃɶ{ld��[įġĂ¤ʹh�d7ĉ�ɭC3ÈƔâ�ǲ¤Ǵģǣ5cqiʟ27¬
Ö0�J�œʦʺŜēs~fiqV�y6Ɩŋʼ 

(7) ĜŰĿ�ǅĎʝÞ6Ĭ'KȤʝɊɇƸƥɈįġĂ¤ʹèƼi~qǽ7ĺĜĎʝ6Ĭ%1
F�Ĝʔ7�ǜƁĴ6HKĎʝÞ6Ĭ'KȢ�ƃOʁǚʺċ37ɷŹOƴDʼ 

 
5. Įƛĳƕ 
�Ō�ȤʝɊɇ647H�5ĳʑ�Ȣ�ILK�3źE1ȫ�5!36Ŗ�OĸI'3�

*7�/6�ǽ�7Ň2ĺĜĎʝ�ǲ¤6Çȴ#L+Ǝ6�*7ƻL6ǀ�5�ĬĶ%1

ŘȥɊɇ�ȲNLKǲ¤OŖ�Ŵ�+��!!2ɰ?+Řȥwi�Za�zl|��W�g

OɊɇɽǵ2Èɴ7Ʌɕ3%1ǚ�L9�ɗƊ¼7¤ǲG·��ęN.1FɚǊ�=LK!

35��ȵɗƊȣ6Ĭ%1ǀ�5�ȤʝŘȥOɗƊ2�KH�65K3��7�Ǘŝ2�K�

ȱɧ5�I�Ơ]�^�Ʀß6 Aǲ8��3Ʌ.+76Ĭ%1�Bǲ8��3Ʌ.+�4-
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I�Ʈ%�7�OɍƊ'K+E7ʲ�K�8ö&!3Oɿ�Ʌȯ2ɑO%++E7ɖɃOɃ

�+E7 ʞrǘǙǣɗƊƦßOĞ�#5�1��5�3��7�Ĩßȣ7ŞȽ7�6Fě�� 
#1�!!2H�ńǚ#LK«ʉÕąƲ7Ʌȯ�ǌ%5�I�ɜù�łȄŤȳ8Ďʝǖɟ7

ɗƊģ285��ǖɟǗƸ�Ɗ2F�Ɗ2F��6ĬŦ'K7�ĨŤ2�K�łȄǞ8Ǣŀ�

ƶ7ǁ�Oŋ/®ȷOƔ%5���OÌų'K…�7Ǝ 2F!7ɴJ3ľ6Ŗ��ë-�ł
ȄĨßȣ8ľ6ȤʝGĎʝÞ6ʓ'KƒƂ7Ŝē6ƳOʆJ�œȼ5!38ǽ�7Ň2ëĨ

Ȳ%5�L95I5��*7ȲÞ
ʶʶʶʶ

�ǲ¤ĒǥŽ½>7�Ü6/5�K…F.3ȅé5Ʌȯ2�

�9ƊK�Ƨ%�ǲ¤7ƩȄ6/5�K3Ȣ�KF72�K�*%1�*7ȲÞ
ʶʶʶʶ

8ØĆ�I�

ŀ7_�v`TyB27ʒ6�Ĝʔ�ǜƁĴ6ʓ'KʓȻƃʟ7Þ�G���/�Ȧ�ǣ6Ĭ

Ŕ#L1�KɦʰĴź¶546ǖL1�K3�Øø�6ű�+��!7Þ�OȗȘ%�żŀŌ

6ʑ¾#LKƙ_�v`Ty7ʤ�#I6ě�7�±�ȏ�#LKH�5ǲ¤ǑƷ65.1�

K!3OŅ�ƕC�ǼȣF*P5ʫ7Ʀß�7ĨȟO�/2F�/2Fĥɹ%+!3OŰJɯ

J+�3Ŗ.1�K�*%1�*7H�5ĮƛĳƕOȢ�Kʈȼ5ğƬ65KôǶģ¤ƺÞ��

Ĝ��ǲ¤�IƖŋ#L1�K!3OŅ�ɔɞ'KF72�K� 
 

6. B3E 
ØĆ7B3E[1]28�ǙĦģ7�Ðʉ>7ŵɅ3Ȧǌǖɟ6Ĭ'KǗŕO� +�ŵɅ%

+!3�Ĩǖ2�1�K3��68B,ʀ���ƎOȒ1ǙĦģ7ɷŹ�ņƎHJH�5.

1�K!3Oş&1�K�É¬ǣ5�Ǚ�Þ�7�/3%1!!2ȏ�%+ŘȥɊɇ��J�

�Ħ�7Þ�3%1Ƃ+5or�fZ]z�i�Ï#LK6�+J�!7ŘȥɊɇ7¬ȉ3

ɷʓ'KH�5Þ��CIL��ģ�3%1F 4ǻ6� +H�5ǲ¤ǑƷOðƋ%+Ǧȝ7
ɚſ54�Ė�1�K!32�K� 
F.3Ɖŗ6ôǶ7ɷŹ�2�L9��!385���ȒǂƺÞFûE+ǲ¤ǣ]�b�

^aO�K68Ǝʒ���K78ņǌ2�K�*7�2��Ư(/Øɸ%��/ʲȦǌ3È

Ģ%1���2�ôǶ7ǫȽ�ęNK7Fņ+JØ3��ɔɞ7F3ʳôǶƸȾGȾǈ�*

%1ŘȥɊɇF*7ʅŁ6źħ%1��5�L95I5�3Ȣ�K��(L6)H�ɛEK

!35��HJH�ǲ¤7ƩȄ6/5�KȤʝɊɇOɸE1��+�3Ŗ�78ʓ´ȣ7Ȝ

Ş2�K!36ɿ�5��ƙǷOđǼ'K6�+J�3ǻ28 JSCAŘȥɊɇʄ¤ġĂŵƣ̡ ǖ

č¯Ţ�ʳ7ôǶɣƀOńǚ%+�ƘǼ2řȞ5�IôġĂ6źE1!!6ì�ŎǱOǛ%

� B'� 
 
íȢſǓ 
[1] ƆƙłȄģ¤�ŰÞɻĄġĂ¤ʹ_�v`Ty ʔǳ�ƾɨĜʝǉOŰJɯJƛKĜĎʝ
6½�KʲłȄŰÞǬǹ6ə)IL+F7 �r2011.3.7 

[2] ƆƙłȄģ¤�ʌǾ]�Z��iɶłǏ7ȤʝŘȥɎ³Ůʋʲƣ �röɃɗ� 
[3] ƆƙłȄƩɶŤȳȣç¤ʴJSCAŘȥzl|�7źɆ6ø�1ʴ2009.7 
[4] ƆƙłȄƩɶŤȳȣç¤ STRUCTURE NO.134́ ŔǿÖŎƩɶ3ŘȥɊɇ/ʱ�µü�2015.4 
[5] ~ [9] ƆƙłȄģ¤ʹ2011~2015ŀĜ¤ PDʲŰÞʳɣƀʲg�w÷8ƙſ3ʈȹ'K72
ǩǟ'Kʳ 
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!�����"������"���#��& 
����	�������
�� 

 

� ��$� ��% 

 

1. .�8, 

� ǠU|nVHq-�ºʛ=��̤ɢ}ȝ˩ĸ̵ȮCʆ͈��ǣǌǠĸ̵Ȯ,%	'ƍ
  ͐

ŹɽǶ˿-ɯİ=�)́�!˘ȩC̀	!"	!��̵Ȯ)�-Ƅ-̥Ȯ}ȡȮ̢̀ɛ

ɭ̠ɍ,œ�'�ɥʤ˭.ǽ-<
,̢B$'�!�ÇŸɗñ̐ĩ̵ãɍɓƄ-ǌǠŹɽŅ

¡Óä˖ǩ 1)͌1995ů 1Ǚ 17ǌ͒ćů 5Ǚ 31ǌ͍,�	'�ǀɴÊĆŻ˖ǩĠ̞-�(Ó

ä˖ǩĠű�Cå8�˖ǩ�ʎƎɍʴ¡�ÇŸɗñ̐ĩ̵ʵŎ˾įÏȵ͌ĒǄ�ʫǄ͍2),û

>ʅD"�5!ćĩ̵,�	'̶ʽ�!̘͉˿ŹȶǨǭƲą̐ƹ»,̢̀�'��-ƄōǊ

�@!̘͉˿Źȶʜ̵Əʠ,̢�?ɾĤ)-Æćɛɭ,ùÞ�! 3)��=,�̤ɢ}ȝ˩ĸ

̵Ȯ-ǁˇCʆ'ǃ¹�@!��Ɇ�ĸ�+ƯäĀǊˊ(�?̥ȮɦŅơʳɛɭƜÇŸʜ̵

ťŅɛɭY|[~͌±ɧ͎͑_FiI|W͍-Y|[~̞C�Ǌˊ-̠ˊ͌2004 ů 10 Ǚ͍

�Ǣ 6 ů̡å8!�ǣǌǠĸ̵Ȯ,̢�'.�ǌǠŹɽŅ¡Ê,ˊ�=@!ȮŎƇʦǠ̐ɛ

ɭ}ƴ˄̐¡-̐¡̞Cå8�ǣǌǠĸ̵ȮŅ¡ƴ˄͌ɵ�ǽƴ˄͐2011ů 9Ǚ�ɵ�ǽƴ

˄͐2013ů 6Ǚ͍-û>5)8,�!$! 4�5)�5! 2014ů=.�ỆŶʏąɦŅơʳ}

Gdl~Uu|¡˛�ƭƶ�?�ƚɈɏGdl~Uu|Û˿kzPvq͐Ɉɧ SIP�6)-�˕

́(�?�yVwJ|`+̥Ȯ}ȡȮǻʠ-žé�)́�?kzPvq,�	'�kzPv

q_FyO[~͌PD͍ʝCå8'	?� 

�@=ʤ=-ʆ͈Cʆ'ɥ.�µÕɏ,.ŹɽǶ˿�Ä§ɏ,.̥Ȯ}ȡȮ,̢B?ɛɭ

̠ɍ,%	'��- 20ů-ä�)�@=Cǽ-<
,)=�'	?� 

(1)� ̤ɢ}ȝ˩ĸ̵Ȯ.Ƕ˿ʵŎ͌Äĳ}ïĳŏśʀ 25�Ǳ͍���ɏʵŎ͌ȁʛ 6,432Ĉ

-
#ʀ 95%-ǉ��Źȶ¶ĳ:�-Ƅ-ȭȮ,<$'đCʉ!@! �͍ȶɏʵŎ͌ſǑ-ˣ

Ɂ(ʀ 10¿ËʵŎʏ͂- 70%���Źȶ̢̀-ʵŎ(�$! -͍¾Î(�$!�)= 7͒͏)�

�Collapse Prevention͐ţĳ̥Ǿ�)Ƕ˿-žé�ĸ�+˕́)ˑ˙�@�̵ȮƄ.�-˕́

C̆Ƙ�?!8,Ųķ-ɛɭ̠ɍ}ō˪�Ŝ̠�@!� 

(2)� (1)=::̃@'�ňÄ͌ţĳ̥Ǿ͍"�(.+�ǻʠʌƬ:ˣɁ²Ƭ9ĸÑ"�)	


ʚ�ǉ,ɯ%�Performance-based Design͐Əʠˊ˅�:�Business Continuity Plan (BCP)͐�

ǳʊʋ�)	
˄ʮ,̢̀�?ɛɭ̠ɍ�ɐD,+>���(.�Ƕ˿"�(.+�̷Ƕ˿

̐ǡ:ŏÈ�Ĝ+*-ƹ»:�Èą1-ɒ̒>9Ŀ5$!� 

(3)� �D+�+,ãɍ�!ǣǌǠĸ̵Ȯ,�	'�Ŧĸ+Ǉŝɜĳ)�@,˥ğ�?ħ¶

ɏ+ȓȐ-ʡł�ȼō-9-)+$!�ŦĸȮŎǑ,.�ƙ�-ɡ¡CȲ»,ɇ8?�).

(�+	�)�Ŵĸ+ĩĬ,B!?ȮŎ(.�ĤÄ§)�'-ȮŎœƌCǘ̉é�+	)Ƈ

Ǎ}Ƈʦ�́5+	�)ɶ1-ˑ˙�Ȟ5>�ǈ!,�Resilience͐yVwJ|W�)	
˄

ʮ�Ɏİ�!���,.�	#.:	ĞƇÜ�9)-ɀȔ1-Ƈū�)	
ƍ	�˴8=@

'	?� 

(4)� (3)-ʚ�ǉCƳ�́8?
�(�ȷ,ŦĸȮŎãɍǑ,�	'.�ƅǢ-ʒÚ>ʅʖ͌ �
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@.ʲƿ,�	'9�ɛɭ̠ɍ,�	'9�>͍�)-œƌ(.ƘÝ�+	�)1-Ⱦ˂

9Ȟ5>%%�?�ŮŬǑ,.ʒÚ>ʅʖ)�@�Ƭ%÷ǫ+x~x-̋Ň.âȻɏ(�?

�@*9�̷ŬǑ,�	'.��@=�˵˾+œƌ:̀ƺC̦Ŏ�'�5
�Ŷɕ̀ƺ�Ɂ

ŋŅȄ̀ƺ�ʤȌ§̡̀ƺ� ǳ̡̀ƺɶ�ŮŬǑ,.�@3*Ɗʼ)�@+	̀ƺ§×C

*
ɞ²�'����yVwJ|W+ɡ¡Ƕɽ1-M~{~a)+$'�!� 
� �ˈ(.�ɥ�ʽ?�ˈ 4 ̼ɒ,%	'�ʤ=�ɓƲ̢B$'Ȟ�ó˝,Ȃ$'	?`h
]O-Ų%Cʃ��!	�5!�-ÊŐ,ȍ$'�Ǡɫ-[G`xC�U|nVHq�º

ʛ-ſÓƴǬ=ʪŭĴǕ��'	!"	!� 
 
2. ̤ɢ}ȝ˩ĸ̵Ȯ-ǁˇ 
ʜ̵ƾ´}ʸž 
̤ɢ}ȝ˩ĸ̵Ȯ(.�þ	Źȶ3*ĸ�+ʵŎCü�!�ĩ̵ɓƄ,�ɢƛũ�Ɖ̐-

ĕǳĩī-�?�ëɅCœ˝,�Źȶ-ʾǹ̫͌ǂ �͍Ƕ˿ƀź̘͌ɷR|Ow~`˿�̘͉

˿+* �͍ɱťů�ʵŎylxCˏʂ,˖ǩ�?ǻ¡��$!��-ʇǦ,<@/�ɽƄ 30
ů͌ 1965ů�Ù C͍ʆ!Źȶ(.�ţĳ}ĸɜ,Ð̈́�@?9-� 50͋,9�?-,œ�'�
̅ø 15 ů̡͌1995 ůſǑ͍,Źˊ�@!Źȶ,.�ţĳ}ĸɜ�Ä�ʽ=@+	 10)�ĩ̵

ťŅ�ʜ̵ơʳ�ʜ̵ˊ˅.�ĸĩ̵,<?ʵŎCfc)�'ɍŜ�'�!ȀāCƬ$'	

?�«�/ 1964ů-ǈȪĩ̵(ķɍ�!Ȝȸé,˃ɍ�@Ȝȸéœɹơʳ.́6�5! 1968
ů-íæȋĩ̵(ķɍ�! RC˿Źȶ,��?Ǩ-�DǇɜĳCļǻ,�RCǨ,œ�?�D
Ǉˊ˅.ǃ¹�@!�̤ɢ}ȝ˩ĸ̵Ȯ= 20ůCʆ'ſǑCƯ>˸?)��Źȶ-ʜ̵ň
ÄƏ,̢B$'ɥ̆��-ĩ̵ʵŎ=ŅD"ǘĸ-ǁˇ.��Ʉ.�ǌ,�'+=��þ	

Źȶ.�-ʜ̵ĮȦCȤ˧��+	9-�ķ	��-<
+Źȶ1-ʜ̵ƾ´}ʸž+��

'̥Ȯ.�>�+	�,Ś�?�)³�?,ʥ$!� 
 
Á̵}×ƯŹȶ-ǒú 
� B�ĤÁ̵Źȶ-ɵ 1Ă. 1982ů,Źˊ�@! 11)��Ǣ 10ůž,B!$'�-̉ɂ.ȃ
˰ɏ̨=@'	!͌ů,ǂ�͒10 �ɩŷ �͍)�A�ÇŸɗñ̐ĩ̵,�	'�ȼʲ-ʜ̵

ˊ˅(Ō8?ĩ̵ÜC˦�ž̵ä�˥�>
?�)�ȼō,+?))9,�ǂ�Ñ@+	3

*-Źȶ�ţĳ��ɋ̩+*ȮŎǑ,��ǻʠ�+�@/	�+	ƪȰǊˊʤ˭�ǻʠ�Ä

,̪$!��ǉ(�̤ɢĩë(ſǑȼń�'	!Á̵Źȶ͌ɢƛũ�Ƀĩë͍(.��@,

̮Ʋ�?ƅǢ-ʜ̵Źȶ,ȃ2'�Ƹ@�¤ȡ�@?)	
ˈ̚�Ɔ=@!��@=Cļǻ

)�'�Á̵1-ǝƃ.�Ʈ,͊5>�Á̵Źȶ-̉ɂ.̤ɢ}ȝ˩ĸ̵ȮɓƄ=ͅˬɏ

,ĲÞ�͌ů, 150͒250� �͍�-¼ĉ.�,ʥ?5(ʋ	'	?� 
� Á̵�âǦɏ(�?�).�̤ɢ}ȝ˩ĸ̵ȮÙ,ōǊ�@!Ųķ-ɛɭ(�(,Ǐ,

+$'	!���-ɡ¡ˑə.��-̵ȮCƃ!+�@/+=+$!��-�ǉ(�ĸĩ

̵,<$'ʵŎ�ʋÏ�@/Á̵Źȶ-̉ɂ�ʤäɏ,Ĳ�?B�(.+	�)	
�ō.

ʽ˺�+	�̤ɢ}ȝ˩ĸ̵Ȯ= 4ůƄ- 1999ůĀȣ̰̰ĩ̵,�	'�Āȣ.ĸ�+ʵ
ŎCü��ķǂ-�͊ŝŹȶ�¶ĳ�?)	
�ƕ,̊̄�!�B�Ĥ)ćǷ-ȸȎ,̪$

!��ĩ̵ɓƄ,Á̵Źȶ�ȫĲ�!ƀ˨.+	�Āȣ-ĸŅ(ǁ̺C)?ǁư̆)Á̵-

Ʊɂ,œ�?ǌǠ)Āȣ-̇	,%	'˛˗�!���-̅ɩ(Á̵-<
+ǈƝ-ơʳ�
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ō˪,ɨ�@?!8-̛�Ș0��$'�! 12)�5�.ż7�)-+	ơʳ̠ɍ)�-ō

˪̉ɂ1-àÜ�Ùƴ)+>��-̅ɩ,�	'�ˊ˅�Ǌť�ǡǆ�ʶʗ�ȕ˽ɶ�Á̵

ŹȶC˿?UW^q�Ƕɽ�@?�5!��(.�ȷ,Źˊˢ,ɒ̒>��ƅǢŹȶ,ȃ2

'ʯ�	ǫŧCɀ5+	àÜ�ȇ8=@?��-<
+ō˪Įɑ�Ƕɽ�@'	?)�A,�

ʵŎĩ̵͌B�Ĥ-İą.̤ɢ}ȝ˩ĸ̵Ȯ͍)	
ƄƦ���$'Ó8'ǈ�	ơʳ�ü

�Ã@=@?�Ư>˸$'Āȣ(.�ʵŎĩ̵.ü�!9--�Á̵-ͅˬɏ̉ɂC¯�ō

˪Įɑ�ſǑ-B�Ĥ3*,.ǃ$'	+$!� 
 
1994 ůɾĤd~Ww]Vĩ̵,��?̘͉˿ŹȶʵŎ 
ǈ�	ơʳ-ŗÃ,�	'�À-Á̵)ć����ō˪͌Ǌť �͍,̢�?Įɑ�ĸ�+Ƃ

̻Cú4�«)�'�̤ɢ}ȝ˩ĸ̵Ȯ,Àɯ%�) 1ů�1994 ů 1Ǚ 17 ǌ,zS|VI
xW˷̎Cʺ$!�ɾĤd~Ww]Vĩ̵,��?ķ�-̘͉˿ŹȶʵŎ)�-Ƅ-œƌ�

Ʈ�=@?��-ĩ̵,�	'9�̘͉ǭ-ɲ̐1-ɜǇ�ķǂʽ=@! 3)��- 1 ůƄ,
̤ɢ}ȝ˩ĸ̵Ȯ�˥�>���(9̘͉˿Źȶ-ʵŎ�̶ʽ�!�)=�+�ǌɾ(ć

�<
+ʵŎ�Ï!-��-ɪ-ʵŎC˥��+	!8,.*-<
+ƾʩ�Ɗʼ(�?

ɶC�)9,ʚ�!	)-̀�ɾĤ=�$!� 
�-̀,ƌ�?!8,�ǌǠŹɽŅ¡ɶ.ǂů̡,B!?ɛɭ�ȕ,è�D"�ȃ˰ɏ

ǈ�	̘͉˿Źȶ-ǭɲ̐,ʵŎ�ʋÏ�!�ˊ˅ĩ̵ÜC˦�Ü�ʵȮŹȶ,©ɂ�!ÿ

ʠƏ�͊	ɶ�ǌɾ(Æ˽�?�̼�ř+�+���ȕſÓ.��Ĥ.Ė́CʎŒ,Æǚ�

?)-ˑ˙CƬ$!���+�=�ʵŎ˖ǩ:ÐǤĆ8?3*,�ɂ	?̙ǡ-Əˤ:

ȧƲǉȏ�Ɋ+?�ǨǭƲąȏ-ˏʂ�̇
�̘͉˿Źȶ-Įɟ)+?͉ʅ-ǶƘȏ,9ŧ

��?ɶ�ǌɾ-ˊ˅}Ǌť-ōƕ-̇	�Ș�Ɓ>,+$!� 
�@.��ĩ̵ʵŎƄ-œƌ)�'-�̘ ͉˿Źȶ-ˊ˅�Ǌť-ƾʩ-̇	,9ȼ@!�

ƾʩ).˄���5(Ɩ@ˀ�D(�!ˊ˅�Ǌť-ƖʲC(�?"�˫ʺ�!�+?-.

ſȴ(�?=�ƾʩ-ǉ̗9ǌɾ(ĸ	,Ɋ+?ʇǦ)+$!�B�Ĥ(.�ȧƲǊť-

�ŝ-ēˤɻȾ:�WKv]kŵ1-ƌṴ̈��ʐĒ�@?�ƾʩĪ�WKv]kƀź:d

|WKv]kƀź1-ɨʲ�ƳĽ�@! 13�14)��ǉɾĤ(.�ȧɘ˾ŷ-͊	ȧƲǰ=-

ˉÕ�ǭɲ=ř�Ê¸,Ã$!ǭ-�̐Ñ>Ǽ��),<$'ǭɲ̐,©ɂ�?ƌÜCȡ

�?ǉȏ 15)�Ʊɂ�@?�),+$!� 
�-<
,��ʽćɪ-ʵŎ(�$'9��-öğ.�5�5(�?�)�5!ťŅ

͌Engineering͍,�	'.�˂Ȋȏ.Ȋ�'�%(�?ˋ(.+��*-˂ȊȏČƥ�?
.��5(�ɉƖ@ˀ�(�!:>ǉ,ǘ9̉ą�?͌ǘŘ̨-´ǿ(Ƞ7͍ǉȏ,Ś�

?�)Cƍ	ə$!� 
 
3. ǣǌǠĸ̵Ȯ-ǁˇ 
� ̤ɢ}ȝ˩ĸ̵Ȯ= 16ůCʆ' 2011ů 3Ǚ 11ǌ,B�ĤCʺ$!ǣêĩǉĹŮȒȋĩ
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B�PDCA0thZw�e�WKS�Gķʅ*��úțȫ-ˌƕɑțGʅ��+�*�C	 
 
3. ˧Ƚ�ǼʸĤ˷ȋ+ǈưǄĤ˷ȋȋĺGʺ9�#ȋĺľɎ0ġß+ˌņ 
� ˧Ƚ�ǼʸĤ˷ȋ̋1995Ŗ̌+ǈưǄĤ˷ȋ̋2011Ŗ̌1�ƅ�Ē0˨ȋľɎ�9$9$
�ĴÁ*C�+GƳA�.�#���DA0ȋĺɜ̆=ʺ9��ƅ�Ē0˨ȋľɎ.1ǘ


-ˌņ�ʏAD#	��*1�Ė˷˨ȋľɎ.ɞ&)���'�0ʑȌ�AÅ¥ȫ-�©G

ə��C	 
 
3.1̎ʉĺƏǠľɎ 
˧Ƚ�ǼʸĤ˷ȋGʺ9��ŠɔǗˊȑ.Ø��78�6)0ēǂǗˊȑ0ɲ˷ʙʖĚȅ

.¦A�0ʏȱ�>ƢĶ�-�D#	ȓ. 600̘��.F#&)²Ġ�#̇ˉˑʸ0̇ǌǜ
ʉĺGʺ9��1996Ŗ.1�ˑʸǜȻƭƼɲ˷ʙʖɧ�ʏȱ�D#	9#�ơƌ�ǜɹ�Ě
ȺɌ0ùǗˊ˘¢.ľ�CĖ˷ƶǀǩŕɲ×Ǳ>¿˷ʙʖǱ0ŁÀ�Ėȯ0ǻȕß.@C

¶ƭǶÜ.ľ�CʙʖǱ=ŁÀ�D#	ûǘ.ȂȃƮʙ.ˤ�)=��Ȃȃ.��CĤʐǙĖ

˷ľɎƮʙƩ·0ĚǄƭ˟��ûŖ 12ƿ.ɎĶ�D#	�DA�ˋ0ƢĶ*1�Ė˷Ü0�
q�+Ǘˊȑ�Ǫ<ADCŹɶ0ˤ¬�@BƳȹ.ʐĶ�D#	Å¥ȫ.1�Ǹǳp��e

ė0ŎĤĖ˷+Æ˭ȱ�ė0Ė˷.@CȓŹ0ȧ-CĖ˷Ü.ľ�)�ªȠŖƨÆ. 1̙2Č
ò�CõɶŹ�̇�Ė˷Ü̋�q�̏Ė˷Ǚ.ľ�)1��ʎǗˊ¥1ǖ/ťŹȫ.ŵɍ

��Ʈʙ0ǝɶ.˛Ĥ-ơ˱�Ȟ�-��+�ȪȞȹȘ1£��ľʩĖę.ȪȞ��Cƻ.

̇�q�0Ė˷Ü̋�q�̐Ė˷Ǚ.ľ�)=��ă.˛Ĥ-Ũ˻G��CƟ¸GȞ�-

��+*C	ÄŞȴæ˘Ė˷>ƬȈȴ�ʶĖ˷0ʉĺGʺ9�# 2005ŖɎĶ0�ɣŸʿˇ
ˑʸ0ǜǑɲ˷ʊŤ 3 ɏŖp�T}v�.@&)ʊŤ�D#ƯʙǜǑ*1�ɰƃ�D)�-
�&#Ǵǲ.@CʉĺGˬ��ǈàĖƭĥŕǳǭĖ˷.@CŤ�Ė˷Ü>Ĥ�-Ėȯġȕ*

=ʁǜ>²Ġ-,0ʉĺ1ò�-�&#	9#˧Ƚ�ǼʸĤ˷ȋGʺ9�)Ʃ·�D#�ȥ

ƾĤ0˷Üö�E-dnM�[�1�ķĤ0Šɔ�ēǂǗˊȑG�q� 2 Ė˷Ü*ķ˰.ȸĠ
*�CƮʙ*B�ɲ˷ʙʖ>ɲ˷Źɶ0ʛ«�Ė˷ʉĺ0ǔʚ.Ĥ��ʬȗ�# 6)	 
ǈưǄĤ˷ȋ0ȝĤ-ǴǲʉĺGʺ9��ǴǲľɎ.��)=̐'0�q�0Ǵǲ+!0

ľɎ.ˤ�Cɰ�ƭ�Ȼ�D#	�-F%��100 Ŗ.̏Čɂŝ0ȪȞȹȘ0Ǵǲ̋�q� 1
Ǵǲ̌.ľ�)1�Ȟă+ʫȟ>ɜǾǵÜGĲC	ȪȞ˿ŝ1£�̋1000Ŗ.̏Čɂŝ̌�
A?CõɶŹGɰ�#ƾĤS}[0Ǵǲ̋�q�̐Ǵǲ̌.ľ�)1�ñBŭCƊǤGɤ

úȫ.ń����ăGĲB�ɜǾȫƟħGʽǿ��Ĥ�-�ǟȋĺGŢ�ʴ����Ʋǁů

ƱGõɶ.�C/2BŤ�Ǘˊ+�C	�+��=0*C	 
 
3.2.  žě�ˈ®�ʓȁ�˶ɐǝ+ƨ³ʔǉxd�0ˌņ 
˅Ŗ0žě�ˈ®ƍʆ�Ė˷>Ǩʩșʩ0ʓȁY[cv��ōʇƴɌ.@C~x�e]�

Y�T̋ RS ƍ̌ʆ+ȤºÉțƍʆ�Ɍ0ˌņ+Ʒï�˶ ĭʖɐǝ̋�ĖȚYuz��_�>���

-,0[�k�V�mz�_Gÿ;̌0Ȫ˒�ȋĺ�ȁxd�0ˌņ1��ÔľɎ+�)0

�ʉĺƏǠľɎ���ʉĺʽǿľɎ���ȋĺ�ȵ+Ʋǁʦě�0:-A���ūľɎ+�)0

�ʉĺʛ«���ɣŸȋĺľŵ���ůƱ�ůɽ�.=Ĥ�-Ũ˻G��)�C	 
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Ė˷ȋĺ.ˤ�CʓȁY[cv+�)1�ÄŞȴæ˘Ė˷Gʺ9�) 1996Ŗ�AˏȠGˢ
Ī�# F-net̋ ŚŒęĖ˷ʓȁɢ�2014ŖƶȌ* 73ʓȁȌ �̌K-net̋ Ť˷ʓȁɢ�ÁĒɗ 1,000
ĖȌ0Ėʈ.ɗ 20km ˣ˯*ʙɫ �̌Kik-net̋ĚȯŤ˷ʓȁɢ�ÁĒ. 800 ʓȁȌ �̌ Hi-net
̋̇ƁŝĖ˷ʓȁɢ�ÁĒ.ɗ 800ʓȁȌ�ûǘ0Ǩʩř0ɗ 220ʓȁȌ̌> GEONET̋Ē
ē�ˈȳ.@CGPSGÐȠ�#~I�_KvġÜʓȁɢ�ÁĒ0 1,2000˶ĭĚȅȌ.ʙɫ�
2004Ŗ�AˏȠˢĪ̌-,�C	Ė˷ʖ+�)1��.=ÁĒ0ùɻǮ¥.ʙɫ�D#ɗ
3,300 0Ė˷ʖ�ǈ�Q[0ʵ̇Ľŝ~I�_KvĖ˷˨ȋY[cv�SUPREME�GǗƄ�
Cɗ 4,2000Ė˷ʖ-,��ʈȫ-=0*C	 
�DA0Ė˷ʓȁY[cvGȠ�#˷Ȅ>tTgaz�f0êƶ�ſ+��DA0d�_

GȠ�#ùĖ0˷ŝ�ȁƍʆGúF #ɣŸĖ˷ˉěY[cv��Ǩʩř.@B 2007 Ŗ 10
ƿ 1 ư�A�ɾˏȠ�D)�C 3)	9#�ȉ��ƞD�ʌ�Ô.Ʉ¹�0Y[cv0´Ǡ>

ÑŮ�Ė˷ʉĺ0ƲǁƗĶ.@Cȋĺľŵ0˄ˉßG1�CY[cv=ģ�ˢȪ�D#	Æ

˥Ŝ.@CƲǁĖ˷ʉĺƗĶY[cv̋DIŠG1�<�!0ģ�1ÄŞȴæ˘Ė˷�˪.ˢ
Ȫ�D#���0Ė˷0Ô�AˏȠ�D)�#½̅ȫ-Y[cv+�)1�1992Ŗ 3ƿ0ǈ
ǸˑƬŘɦ�0":�0ˏʅˢĪƶ�AɄ¹�)�#ĒˠˠˑƍʆȷɇƉ̋ū0̋ʫ̌ˠˑ

ɤúƍʆȷɇƉ̌�ˢȪ�#ƲǁĖ˷ǔȵʦěY[cv̋{�`[̗UrEDAS �̌ǈ�Q[0
Ė˷ƶŁɑɢʦěY[cv(SIGNAL��0ūɠ� SUPREME)�Ōŋő0˷ȋľɎơƝY[c
v�ǈ�Ǻ˨ř0Ė˷ʉĺ�ȁY[cv-,�C 4)	 
ȋĺžě0ʈ�ƭ>ƚªǱ=Ĥ��ġF&#	Ė˷ȋĺˤˋ*1�Ǵǲʦě�ǈưǄĤ˷

ȋƶ0�ſǴǲ̇�0ːłʛ«Gðȳ��2012Ŗ 3ƿ�AÁĒ 15�Ɖ0 GPSǲǷʖ+ 36�
Ɖ0U�o�šǸśǩĔʖ0ÐȠ*Ǵǲ0ɖŝý�G1�&#	�A.�2013Ŗ 3ƿ 7ư�
A1�Ǵǲʦě0ȪʈĚȅ+Ǵǲ0̇��ſ0áËG�ŬǇ0̖áË�A̓áË.ġƻ�C

++=.ĤǴǲʦě0Ĝú1�ǈưǄĤ˷ȋS}[0Ǵǲ�Ǉʌ�9�	#$%.˖˴�)

�$��	�-,0F�B>��ʈș.Ƣ<# 5 )	 

 
3.3̎˨ȋˤˋ0Ñŝ0ġß 
˧Ƚ�ǼʸĤ˷ȋ̋1995Ŗ̌Gʺ9��Ė˷˨ȋľɎȓÏƘɫǱ>Šɔȑ0ɲ˷Ƣ¯.ˤ

�CǱŪ�Ƭ#.ÑĶ�D�ȋĺľɎĚǄǱ>ĤʐǙĖ˷ľɎȓÏƘɫǱ0�˘Ƣǡ�˨ȋ

ĚǄʖȤ0ʏȱ��ʅFD#	ʉȋĖ0ȽƇőĀ˂*1�æà0Ȗ�ɓĐ.ǈʍ.ʳC�ʎ

ˑʸ�˳��)�#�++�æàƭý0ˑʸ�Ń-�~`�`�Y�ȹ0˛ʎŹ�ʜʥ�

D#�+�A�ɣŸʼ�0ˈʅGȹ�C˛ʎʸɦ*1�ɣŸʿˇˑʸ+�)Ėę˨ȋʖȤ

.¢ɫ(�C++=.ɲ˷ŹGȹ�Cñɛ�Ī9&#	Ȃȃ.��)=�ûŖ 12ƿɎĶ0
�Ȃȃ.��CĤʐǙĖ˷ľɎƮʙƩ·0ĚǄƭ˟�.Ě(��ɣŸȑʱɌ0ʿˇ0#<0

ɲ˷Ťßŉğ0ÁĒȫ-˚ɫʖȤ�ʏȱ�D#	�ˈƮʙ0~`�`�Y�0˛ʎŹ1�Ƭ

Ȉȴ�ʶĖ˷̋2004Ŗ̌*=��®ʶˑ>ǈàˑ-,�ˈʅǠ<.-&#ˤʶˑ0hbe�
�S�ƽǝɶGǊ#�#�+�AÈȹʜ�D#	9#ĤʉĺGò�#ŇôŴǅ̋șˡňő̌

�Ałäʨő50Ēˑ 291 ø1�ȱˀǚ˫�ʅÑŝ̋ƬȈȴ�AĒē�ˈȳà˭ĖƭƩ·Ņ
5̌.@&)Ʋǁ.ůƱō��ʅFD#	9#�0Ė˷*1��ȫʉĺ1-�&#=00Ƭ

Řɦ0ĊǕÍʼ�Î<)ɺɦ�#�+�A�ɺɦ˨ǠľɎ>ʼ�ʙ·.@Cˍʳ˨ǠľɎ�

ŁÀ�DCĨǝ+-&#	 
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ǈưǄĤ˷ȋˤˋ0Æ˥ƚÊǱŪǐï3Ƥ�1˸œ.ģ��2014Ŗ 8ƿ9*. 200Gʵ�
C���0�*=Ĥ�-=01�ȋĺľɎĚǄǱ�0Ƣǡ+�ĤʐǙȋĺ�A0ůɽ.ˤ�

CǱŪ̋ůɽǱ �̌0ÑĶ*C 6)	ȋĺľɎĚǄǱ1�ɋ 180 ČĒ¡̋ɋ̏ťƢǡǱ̗2012
Ŗ̔ƿ 20 ưƄɉ +̌ɋ 183 ČĒ¡̋ ɋ̐ťƢǡǱ 2̗013Ŗ 6ƿ 17 ưƄɉ̌̌*Ƣǡ�D#	
ɋ̏ťƢǡ*1�ĤʐǙŚęȋĺ.ľ�Cêŵ×0Ťß�ĤʐǙŚęȋĺƶ0ʉȋɱľŵƢ

ĉ0#<0ȋĺƦÙǱɌ0Ɖɑ0ëȞÚ¹ȳ�AÆ˥Ŝ50Ɂɑ+˙ˑŜȴˣ0ƦÙŵƝʯ

ȠGĒ�ɉ)ƽC�ɛ:0Öʙ�˨ȋ×0ý�-,���ɋ̐ťƢǡ*1�ȋĺ.ľ�Cê

ŵ×0Ťß�¤ǧɌ0ÇȆ�'ĳÁ-˖˴0ȹ�ʉȋɱʧľɎ0Ƣĉ�ŕɘ�A0˨ȋ

50ñɛ0Ťß�-,�ȮB˃9D#	�ĤʐǙȋĺ�A0ůɽ.ˤ�CǱŪ̋2013 Ŗ 6 ƿ
17 ư.Ƅɉ �̌1�ĤʐǙȋĺ�A0ˉ>�-ůɽ0#<�Ȫȋū!0˙ŝȓÏɉǱGƘɫ

�C0*1-��ůɽ0ǋɛ:GA��<Ƞƀ�6�+0ʜʥ�AĒ¡.ƚÊ�D#	 
 
4. 2011Ŗ̑ƿ�Ô0ȵʏ*ǈưǄĤ˷ȋ.��)ũɉ&#=0�ũɉ#-�&#=0 
4.1̎ǈưǄĤ˷ȋ.��)ũɉ&#ȵʏ 
̋1̌ƞD.@CʉĺGƾłß*�#Ȍ 
ǈàĖƭG�Ų.˸œ.Ĥ�-Øˉŝ�ʓȁ�D)�C��ȼ¡K�n}>Šȑ0ƞD.

@Cʉĺ1ʽŰ*�H$	�0ɵƸ.1�ĹĘȴǭĖ˷�̇�ȹȘ*ƓƠ�D)�#ʉȋĖ

*�ǘ
-Ʈʙ>Ǘˊȑ0ɲ˷Ƣ¯�ˌH*�#�+�ƓƠ*�C	 
����Ė˷Ü0ĀǲƨȓŹ0ˤ¬�A�Ǘˊȑ50Ũ˻�Øˉŝ0Ĥ��0Õ.1ł�

�&#�+=ƓƠ�D)�C0*��0Ȍ.ˤ�CãË-ǔʚ�ųʎ*C	9#ʉȋ�)

�-�ùĖ0Šȑ̋ȓ.ǂˊŠȑ̌.ˤ�)1�ɲ˷ŹGþā��!0ɝǊGʺ9�#�Ô

ľɎGƗˌ�)��6�*C	 
 

̋2̌�Ô0ǴǲľɎ�ǢɱƨGĤŔ.ǿŃ� #Ȍ 
ǈưǄĤ˷ȋ0Ǵǲ.@CǢɱ1ǴǲǹǩĖę.¤H*�#�0̑̊*&#	ȞįɱȘ

97̊1��ȥ0ːí0ĤʐǙǴǲȋĺ+Ǧʾ�)=˸œ.̇�ƨ³*B��Ô0i�f�
^ne�˹0ǴǲľɎ0ƄǊ*C	 
ĹôőȡɯĖá0ːí0Ǵǲȋĺƶ0ǢɱȘ1�ƳǮ�˭Ė˷Ǵǲ̋1896 Ŗ̌* 83.1̊�

ƵĄ�˭Ė˷Ǵǲ(1933Ŗ)* 32.5̊�ǈưǄĤ˷ȋ(2011Ŗ)*1 3.9̊*C	 
 

4.2̎ǈưǄĤ˷ȋ.��)ũɉ#-�&#ȵʏ 
̋1̌ʉȋɱ0tK�f0~]be 
�D9*�ȥùĖ0ģ�0Ė˷ʉĺGʢǏ�)�#ɜ̆�A�ʉȋĖ0ůƱ�ůɽ.��

)�ȔȒɱGŷ�Ǩƒ%�A�Ȟ�ǣ&#�
+ʉȋĖ0ŀǇGɰ�CtK�f50~]b

e�˸œ.˛ʎ-�+GĖ˷ȱū�AƓƠ�)�#���D��9�ķƮ*���!D�ʉ

ȋɱ0ɖȽȫ-µşȕƂ>ůƱ�ůɽ.Ũ˻Gï8�#	 
 

̋2̌t[Vu�˨ȋˤˋǝˤ0S}KY[VuzgU�Y|�0ʡ́ 
ǈưǄĤ˷ȋȱū�A0t[Vu�˨ȋˤˋǝˤ�A0žě1�ưǄ�+ưǄĕ¤0ĢĒ

�0®̀GǞ�)�#	�D1S}KY[VuzgU�Y|�+�)1ɼăȫ-Ĉ́*C	
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�&#H®̀GǞ�+�!0ū.˛ʎ-žě>ǡȹ-žěG˚®�)=�!DGò�ÀD)

=A���˔Ì-ȋĺľŵʅÜ.ɝ3'�C�+�ď˴.-C	 

ǈưǄĤ˷ȋ0ȋĺěˑ0Ëǉ0ɝǊ�A1�ǄǇ�șʩ½ñB˨ȋʅÜʝŁė�*C

6�t[Vuěˑ=˸œ.˫Ķȫ*&#��ȋĺ0Á¥ºGƲǁ.ƎƜ�CȌ*=Ĥ�-

Ĉ́�&#�+�F�&)�C	�DA1��D=���'�$D��¦0Ȱȫ*�,H-

žěGųʎ+�)�C0��0Ëǉɶ×�ʷ�ìč*C	 

 

5̎�FB. 

șĕ0ƅ�Ē0ʫƤȕǯ>Ńĭ̇̉�óǿŃGɰ�D2��ū0ŎĤĖ˷ȋĺ50ñBɛ

:1�ʭ�.-&)���*0ɤ×Ɔ�*C	��=�ūľŵ0:.@CůƱ�ůɽ�˴

���+�A�ȋĺsc�Yy�0̇�Ėę�A£�Ėę50�óʝŁ-,�Ȫȋ9*0ƶ

ˣGǀÛǵȠ�#~[SʽǿľɎ��õǞ*C	9#�ɻÙ�ÃÙ�ÂÙ�0�*��ū

ȭ
�ʷ�C�ÂÙ�Gʊ��ɻÙ�+�ÃÙ�0ȹ+!0ɠɡ�sK�e.-C	�D

A0ʡ́50ľŵ1�ŬǇ0ȷɇ0ǽß.Ø��țōı+�ƪȼ¡ıGʄú�#ȷɇƄǊ.

Ě(�i�f+^ne0ɛ:úF ��A.ȟĵı.˞ʄ+t[VuGúF #ɤúȫȋĺ

thZw�e�Ǫ<ADC	 

�DAGķș�C�*0R���f1�˨ȋľɎ0�V[e�Aj~zL5�0ƀʥƢ˺

+�nM�\n~��*C	ŬǇ0V[e+ɰ�C˨ȋľɎ1��Č>D2ɚFB�ɠɡ

Ź�-��ÛǊ1ȋĺ�ʴ�A-�+F�A-��=0.-C��j~zL̋«³̌ė0˨

ȋľɎ1�ȋĺ0ǀȍ.��FA��ŕƶ�Aɛɪ>Ėę.«³>o}�f×G=#A��

�D�ɠɡ�DC�=0.-C	�nM�\n~��1ŕƶ+ȋĺƶ��Ô�A�ū9*0̕

'0ľɎ0ǘ
-nM�\.˔Ƞ*�#BÐȠõɶ-ćą�Y[cv�¡ȼ>ɛɪ��>!

0Ȟ�ƭ�-,Gʈș�CƬ��ʕʂ*C	ȼ¡0ǘ
-ǗƄʎɘG�nM�\n~��

.�)���+*�Ø«³G=#A�++=.�ɝǊȫ.ȼ¡Á¥G�nM�\n~��.�

�-F%ȋĺ�Z~N�[0̇�ȼ¡.ġ˺�)ʅ��+�˛ʎ*C	 
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