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3．研究報告 

 

3.3  非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備 

3.3.1 簡易・広域センシングを用いた広域被害推定・危険度判定 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

・簡易で安価な普及型センサのデータや既設の広域地震観測網の情報などを統合した、

住宅密集地域の広域被害推定手法および地域別危険度判定手法の研究開発を行う。具

体的には、耐震性能の異なる種々の木造住宅を対象に、大型振動台実験や高度数値解

析によって、建物が損傷から崩壊に至るまでの挙動と各種普及型センサから得られる

データを関連づけ、既存の木造建物応急危険度判定および自治体住宅再建判定への支

援・連携を意識した、センシング技術に基づく広域被害・危険度高度判定法を提案す

る。 

 

(b) 平成 29 年度業務目的 

・研究 2 年目のＥ－ディフェンスによる大型振動台実験に向けて、実験計画（試験体設

計、加振計測計画策定、各種センシングシステムの開発）を立案する。更に、実験で

用いる試験体の一部を先行して製作し、その性能を個別要素試験によって事前評価す

る。  

 

(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

名古屋大学 減災連携研究センター 准教授 長江 拓也 

名古屋大学 減災連携研究センター 研究員 ジェム ヨニドアン 

株式会社日建設計 主管 山田 祥平 

国土交通省国土技術政策総合研究所 主任研究官 柏 尚稔 

豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 助教 林 和宏 

防災科学技術研究所  兵庫耐震工学研究セン

ター 

副センター長 井上 貴仁 

 

(2) 平成 29 年度の成果 

(a) 業務の要約 

・研究 2 年目のＥ－ディフェンスによる大型振動台実験に向けて、実験計画（試験体設

計、加振・計測計画策定、各種センシングシステムの開発）を立案した。更に、実験

で用いる試験体の一部を先行して製作し、その性能を個別要素試験によって事前評価

した。  

 

(b) 業務の成果 
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1) 試験体設計 

本課題では地盤上の実大木造住宅を対象とし、埋設の各種地中配管と連結する実験

条件を採用した（図 1）。具体的には、土槽内に深さ約 1.5 m の地盤を準備し、転圧、

捨てコン、RC 造基礎等、通常の施工手順に従い木造住宅を建設する。そして、地中配

管を含む内外の住宅システムを総合的に機能させた状態で加振し、実際に起こりえる

多様な物理的被害、機能損失を現出させる。このような条件下において、センサリン

グシステム、モニタリング技術を検証することによって、より実践的な技術開発を実

現することができる。  

 

   

図 1 べた基礎および周辺地盤を含む実験システムの提案（設計過程） 

 

現在の木造密集地域の新しい住宅において多く見られ、また今後主流になりうる、

3 階建てのプランを採用し、軸組構法住宅と枠組壁構法住宅の 2 棟を実験する（図 2）。

加振を重ね、崩壊確認までを予定するため防護架台を使用する計画とした。耐震等級

2 もしくは耐震等級 3 の設計規定に準じて、2 棟に同等の構造性能を与える。地盤につ

いては、深さの条件を変えて応答性状を比較することで、住宅システム機能に与える

影響を検証する。  

 

    

図 2 軸組構法と枠組壁構法の 2 棟に対する実験 
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鋼製土槽・地盤・住宅からなる実験システム 2 基の製作は、Ｅ－ディフェンスの屋

外制作ヤードにて実施する。施設使用期間に屋内へ搬入、振動台上に設置する。移動、

吊り上げ時の計画を図 3 に示す。鋼製土槽の内側には RC 造の床と壁（200 mm 厚）を

施工する。移動時には、900 ton キャリアで土槽を下から支える必要がある。土槽製作

時には、長辺方向中央に高さ 1.6 m のキャリア挿入空間を確保する。地盤製作の後、

通常の手順で住宅を建設する。住宅を含む実験システムの総重量は約 380 ton と評価

された。吊り上げ時には常設の 400 ton クレーン 1 台を用いる。3 階建て住宅の頂部を

かわす条件で、鋼製吊り治具を設計した。製作時、移動時、吊り上げ時について、許

容応力度設計により安全性を検証し、たわみ計算により変形制限を検定した。  

 

  

図 3 製作計画および移動設置計画の策定 

 

2) 試験体の一部を製作・試験・性能検証、および加振・計測計画・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術考察 

軸組構法試験体の設計を終え、外構面の下層 2 層を対象に、内外装材、開口部材含

む試験を計画した。図 4 に試験装置と試験体骨組を示す。本試験体の製作を、12 月よ

り開始し、不二サッシ株式会社において運用される F 型層間変位試験装置を用いて 1

月に試験を実施した。  

施工状況を図 5 に示す。RC 造基礎をカーテンウォール試験用の可動床に固定し、2

層目上部の梁中央にロードセル入りのピン治具を設置し上層の可動床に固定した。骨

組接合部には一般的に流通する金物を用いた。中央の耐力壁には、たすき掛け筋交い

が組み込まれている。  
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図 4 試験装置と骨組詳細（軸組構法） 

    

  

図 5 木造住宅部の検討例（軸組構法） 

 

図 6 に試験状況を示す。載荷振幅を全体変形角により制御し、0.002 rad 相当の小振

幅から 0.045 rad 相当の大振幅まで振幅を漸増させた。各振幅レベルで静的載荷、動的

載荷を実施した。1 層目の層間変形角が 0.005 rad 程度で石膏ボードの開き、クロスの

破れが生じた。層間変形角 0.015 rad 程度でサイディングボードの浮きが顕著となっ

た。筋交い(30×90)は層間変形角 0.03rad 程度で座屈が顕著となり、石膏ボードを押し

出した。柱脚のホールダウン金物は降伏しなかった。筋交いプレートは大きく塑性変

形したがちぎれず、ビスの緩みもなかった。  
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図 6 試験状況 

  

 損傷モニタリングに関して、シャッターのガイドフレーム内に MEMS センサを導入す

る技術開発の一環として、ジャイロを用いた部材角評価を試みた。ガイドフレームに

設置した変位計による部材角評価 Frame R とガイドフレーム上に設置したジャイロに

よる部材角評価 CH3 は、ほぼ一致した。柱に直接設置したジャイロの評価値 CH2 が

若干大きくなるのは、ビス止めしたガイドフレームと柱との間におけるずれが原因で

ある。評価手法に反映すべき課題で、異なる条件における資料が必要である。  

 

 
図 7 シャッターフレームに取り付けたジャイロの部材角評価 

 

また、本試験において、実建物振動台実験において採用する各種計測方法を検証し

た。特に、内部空間確保のためには、壁面近傍に沿って床レベルから天井レベルまで
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対角に巻き込み式変位計を設置し、幾何学計算することで、適切な精度の層間変形角

評価が可能であることを確認した。大変形時に石膏ボード等が外れて計測線に触れ、

計測を阻害する問題点に工夫が必要である。  

実験システムの土台となる鋼構造土槽骨組については先行して製作し、二年目の前

半より必要に応じて振動特性等を調査する計画とした。前述の応力計算の後、吊り上

げ治具との連結部分、振動台との固定位置等の詳細設計を、10 月初旬までに完了した。

図 8 に鋼構造土槽骨組の製作状況を示す。1 月より工場における部材製作を開始し、

組み立て等作業がＥ－ディフェンスの屋外制作ヤードにおいてが 3 月中旬までに完了

した。工場では振動台面に接する土槽下面の部位における完全溶け込み溶接に裏はつ

り溶接を用いた。現場溶接では同部位にフラックス系の裏当材を用い、いずれも研磨

によって接触面を平滑化した。関連の材料試験における評価は、設計において参照し

た材料性能を満たしていた。UT 検査の評価は検定条件を満たしていた。  

 

  

   図 8 鋼製土槽骨組の製作状況（工場およびＥ－ディフェンス屋外製作ヤード） 

 

(c) 結論ならびに今後の課題 

・Ｅ－ディフェンスによる大型振動台実験の実験計画のうち、試験体設計を完了した。

そして、試験体の一部を先行して製作した。個別試験によって事前評価資料を得ると

とともに、計測計画策定、各種センシングシステム開発についての作業を着実に進め

た。平成 30 年度には、更に実験準備（加振計画、各種センシングシステムの開発、数

値解析評価等）を前進させる必要がある。周到な工程に基づき、試験体の製作工事、

計測機器設置工事等を完了し、Ｅ－ディフェンス実験を無事に完遂することに専心す

る。  
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(e) 学会等発表実績 

1) 学会等における口頭・ポスター発表 

   なし 

 

2) 学会誌・雑誌等における論文掲載 

   なし 

 

3) マスコミ等における報道・掲載  

  なし 

 

(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1) 特許出願 

なし 

 

2) ソフトウエア開発 

 なし 

 

3) 仕様・標準等の策定 

なし 

 

(3)平成 30 年度業務計画案 

・Ｅ－ディフェンスによる大型振動台実験に向けて、実験準備（加振計画、各種センシ

ングシステムの開発、数値解析評価）を推し進める。実験で用いる試験体の製作工事、

計測機器設置工事を完了し、本実験を遂行する。  

 

  




