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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 (サブプロ c) 

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 (課題 c①) 

 
(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) ２０１９年度業務目的 

   Ｅ－ディフェンスによる大型振動台実験（2018 年度実施）の分析を進める。具体的

には、地盤と基礎の相互作用、建物損傷過程、建物最大強度と変形性能、補修・補強

効果、免震構造性能を特定するために、実験データを分析する。また数値解析による

現象再現を実施する。 
 
(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 建築・都市システム学系 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 主幹研究員 高橋 武宏 
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) ２０１９年度の成果 

(a) 業務の要約 

・Ｅ－ディフェンスによる大型振動台実験（2018 年度実施）について、地盤と基礎の相

互作用、建物損傷過程、建物最大強度と変形性能、補修・補強効果、免震構造性能を

特定するために、実験データを分析した。  

・数値解析による現象再現に取り組んだ。 
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(b) 業務の成果 

1) 実験データ分析 

a) 耐震性能評価 

本課題では首都圏住宅密集地域における 3 階建て木造住宅を対象に、高耐震化によ

るレジリエンス能力向上に関する実験を実施した（図 1）。周辺地盤・べた基礎・埋設

配管類を含む条件および高性能免震構法に関する実験条件を組み入れた。上部構造に

耐震等級 3 の軸組構法を採用する試験体 A 棟、耐震等級 3 の枠組壁構法を採用する試

験体 B 棟の 2 棟を準備し、Ｅ－ディフェンス震動台上に並べて設置した。一連の実験

は 3 つの期間、Phase 1 (2019/1/31, 2019/2/1)、Phase 2 (2019/2/7)、Phase 3 (2019/2/12) に

分けられ、A 棟、B 棟ともに最初の Phase 1 から順次、構造条件を変更することで建物

全体としての各種耐震性能を検証した 1)。ここでは図 2 における実験条件の中から、

Phase 1 の A 棟免震構造、B 棟耐震構造（地盤上べた基礎）、Phase 2 の A 棟耐震構造

（基礎固定）について、分析結果を系統的に報告する。  

図 1 住宅密集地域に増える 3 階建て木造住宅と 

周辺地盤・べた基礎・埋設配管類を含む木造住宅実験  

 

図 2 実験工程 

Phase 1: 2019/01/31, 2019/02/01

Phase 2: 2019/02/07
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図３に A 棟免震構造／Phase 1 の実験条件 2)を示している。小規模建物の免震仕様

(四号免震)に準拠し、基礎における鉄筋コンクリート造の上下の床板の間に免震層を

設けている。免震材料は、すべり用支持部  15 基と高減衰ゴム系積層ゴム(復元用ゴ

ム)6 基、オイルダンパー 6 基(X 方向、Y 方向 それぞれ 3 基)で構成した。すべり

支持部の摩擦係数はµ=0.065 で、鉛直支持機能を担う。復元用ゴムのせん断剛性は 

kr=2.45x10-2 kN/mm で、弾性復元機能と減衰機能の一部を担う。オイルダンパーは免

震層応答速度に応じて免震層変形を抑制するものである。 建物総重量 805.3 kN と摩

擦を含めた  300 mm 変位時の剛性から求まる等価周期 Te は約 3 秒である。  

 

図 3 試験体 A 棟免震構造／Phase 1 の実験条件 

  A 棟免震構造／Phase 1 と A 棟耐震構造（基礎固定）／Phase 2 に対して、それぞれ、

JMA 神戸波 25%加振、JMA 神戸波 50%加振、JMA 神戸波 100%加振の順序で実験を実

施している。JMA 神戸波の強い方向成分（NS 方向）を X 方向に入力した。表 1 には、

JMA 神戸波の加振倍率と震度の関係を示す。震動階級では、震度 5 強、6 弱、6 強と

一段階ずつ上げていったことになる。一方、最大応答加速度スペクトルなどを参照す

ると、現行耐震設計では神戸波 50%加振の水準を設計用の大地震（数百年に一度の頻

度）と位置付けている。その 2 倍の神戸波 100%加振の威力については極大地震と呼

ばれている（千年以上に一度の頻度）。  

A 棟耐震構造（基礎固定）／Phase 2 については、A 棟免震構造／Phase 1 の実験実

施の後に、基礎における鉄筋コンクリート造の上下の床板の間を鋼製ストッパーおよ

び鋼製水平梁によって剛強に固定し、土台下の基礎（上部床板）に振動台入力と同等

の入力を与えた。  

        表 1 加振倍率と計測震度の関係  

 計測震度  震度階級  

JMA 神戸波 25%加振  5.2 5 強  

JMA 神戸波 50%加振  5.8 6 弱  

JMA 神戸波 100%加振  6.4 6 強  

A棟免震構造 (Phase 1)

A棟

B棟

減衰用オイルダンパー 滑り用支持部 復元用ゴム

(a) 実験時の3階建て木造住宅試験体A棟

(b) 免振層の構成
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A 棟免震構造／Phase 1 の JMA 神戸波 100%加振時における免震層の水平相対変位

の時刻歴波形を図 4 に示す。相対水平変位の最大振幅は、約 150 mm となった。時刻

13 秒から 18 秒において、概ね 1.3 秒-1.6 秒程度の周期で変位の往復を繰り返した。  

 

図 4 試験体 A 棟免震構造／Phase 1 の JMA 神戸波 100%加振時における  
免震層の水平相対変位の時刻歴波形（X 方向） 

X 方向の最大層間変形角分布を図 5 に示す。図 5(a)の A 棟免震構造／Phase 1 にお

いては、1 階から 3 階まで同程度の最大層間変形角となり、JMA 神戸波 100%加振ま

で、最大層間変形角は 0.002 rad 以下に抑えられている。上部構造としてほぼ弾性領域

に収まっている。現行耐震設計の設計用大地震相当の JMA 神戸波 50%の 2 倍の極大

地震に対して、高い耐震性能が示された。  

図 5(b)の A 棟耐震構造（基礎固定）／Phase 2 では、最大層間変形角が 1 階におい

て大きくなる。1 階における最大層間変形角は、JMA 神戸波 50%加振では 0.007 rad 程

度となった。現在一般的な金物補強を採用する上部構造（軸組構法）において、強度

は層間変形角 0.02 rad 程度まで上昇する 3)ことを踏まえると、現行耐震設計の設計用

大地震に対して、余力のある安全な範囲に応答変形が抑えられたと評価することがで

きる。一方、JMA 神戸波 100%加振では、1 階における最大層間変形角が 0.03 rad を超

えた。JMA 神戸波 100%加振時における 1 階の力と変形の関係について、縦軸に層せ

ん断力、横軸に層間変形角をとって図 6 に示す。実験開始時の層の剛性は概ね青の矢

印の角度に相当する。横軸の変形角が 0.02 rad 程度を超えると、黒の矢印の領域に入

り、縦軸の力の上昇はほぼなくなった。変形角が 0.03 rad に達し、それ以降の揺れに

対して、赤の矢印に示すように剛性が大きく低下する。 

 

 

図 5 試験体 A 棟の免震構造と耐震構造（基礎固定）の最大層間変形角分布   

(X 方向、JMAkobe: JMA 神戸波加振・JRtakatori: JR 鷹取波加振) 
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(a) A棟免震構造／Phase 1 (b) A棟耐震構造(基礎固定)／Phase 2
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図 6 試験体 A 棟の耐震構造（基礎固定）における 1 階部分の  

層せん断力と層間変形角の関係(X 方向、JMA 神戸波 100%加振) 

 

木造住宅の地震時の目視で観察できる損傷は内壁の壁紙にいち早く現れる。骨組全

体が変形するなかで、下地の石膏ボードの継ぎ目がずれて、壁紙に、浮き、亀裂、の

順で損傷が生じる。実験では、1 階の X 方向の外構面の窓枠下において損傷が比較的

早期に進展した。この部位を対象に、各加振後の観察状況を図 7 に示す。図 7(a)の A

棟免震構造／Phase 1 の JMA 神戸波 100%加振（層間変形角 0.002 rad 程度）において、

壁紙の浮き、亀裂が石膏ボードの継ぎ目に生じている。図 7(b)の A 棟耐震構造（基礎

固定）／Phase 2 の JMA 神戸波 50%加振（層間変形角 0.007 rad 程度）において、亀裂

が窓枠高さから床位置の亀裂がつながった。図 7(b)の A 棟耐震構造（基礎固定）／

Phase 2 の JMA 神戸波 100%加振（層間変形角 0.03 rad 程度）では、亀裂が大きく拡幅

している。  

 

図 7 試験体 A 棟の免震構造と耐震構造（基礎固定）の  

実験後の内壁損傷 (X 方向外構面) 

 

  A 棟免震構造／Phase 1 と A 棟耐震構造（基礎固定）／Phase 2 における高さ方向の

最大床応答加速度分布（X 方向）を図 8 に示す。床応答加速度は家具への水平慣性力

層
せ

ん
断

力
(k

N
)

層間変形角 (rad)

JMA神戸波100%加振後
(a) A棟免震構造／Phase 1

JMA神戸波50%加振後 JMA神戸波100%加振後
(b) A棟耐震構造(基礎固定)／Phase 2
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の程度を意味する。縦軸の一番下のプロットは振動台において記録された最大加速度

を示しており、免震構造では、免震層下の鉄筋コンクリート造床板への入力、耐震構

造では鉄筋コンクリート造基礎（上の床板）への入力となる。図 8(a)の A 棟免震構造

／Phase 1 において、いずれの加振においても、免震層の存在により、1 階以上の床の

最大床応答加速度を大幅に低減している。JMA 神戸波 100%加振時においても、3 m/s2

以下に抑えられている。図 8(b)の A 棟耐震構造（基礎固定）／Phase 2 では、いずれ

の加振においても、基礎入力と同等の最大加速度が 1 階に生じており、2 階、3 階、R

階の順に値が増大している。JMA 神戸波 100%加振時において 1 階床は 12 m/s2、3 階

床は 18 m/s2 に達した。図 9 に JMA 神戸波 100%加振後の、1 階居室の状況を示す。図

9(a)の A 棟免震構造／Phase 1 では、家具の引き出しが開いた状態になった程度の変化

で、什器類にも被害が出なかった。一方、図 9(b)の A 棟耐震構造（基礎固定）／Phase 

2 では、家具が大きく移動し、すべて転倒した。 

 

図 8 試験体 A 棟の免震構造と耐震構造（基礎固定条件）における最大床応答加速度  

 (X 方向、JMAkobe: JMA 神戸波加振・JRtakatori: JR 鷹取波加振) 

 

 

図 9 試験体 A 棟の免震構造と耐震構造（基礎固定条件）における  

実験後の 1 階居室の状況 (JMA 神戸波 100%加振後) 

 

Phase 1 における B 棟耐震構造（地盤上べた基礎）について、土槽、地盤、基礎の関

係の図 10(a)に示す。B 棟耐震構造（地盤上べた基礎）の基礎における JMA 神戸波

100%加振時の水平力と水平移動の関係を、縦軸に基礎下せん断力係数、横軸に水平す

べり変位をとって図 10(b)に示す。図 10(b)の縦軸の基礎下せん断力係数は、基礎下に

最大床加速度 (m/s2)
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振動台
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R階
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(b) A棟耐震構造／基礎固定 (Phase 2)(a) A棟免震構造 (Phase 1)

(a) A棟免震構造／Phase 1 (b) A棟耐震構造(基礎固定 )／Phase 2
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働くせん断力を、基礎を含む総重量で除した値である。せん断力係数は 0.9 まで上昇

し、X 方向に 240 mm の滑り変位が生じた。  

 

図 10 試験体 B 棟の耐震構造（地盤上べた基礎）における  

JMA 神戸波 100%加振時の基礎の移動状況  
 

上部構造の地震応答性状について、最大層間変形角分布と最大床応答加速度分布を

図 11 に示す。図 11(a)の最大層間変形角分布において、1 階において最大層間変形角

が大きくなる傾向は A 棟耐震構造（基礎固定）と同様である。1 階における最大層間

変形角は、JMA 神戸波 50%加振では 0.003 rad 程度に抑えられている。JMA 神戸波

100%加振でも 0.01 rad 程度に抑えられている。B 棟は枠組壁構法、A 棟は軸組構法で

あり、構造形式は異なるが、いずれも現行設計法に基づき、耐震等級 3 の性能を満た

している。また、いずれも設計要求値と同等の（要求値をわずかに超える）設計条件

が意図された。すなわち同等の剛性、終局強度の条件が意図された。したがって、前

述の A 棟耐震構造（基礎固定）における最大層間変形角、JMA 神戸波 50%加振の 0.007 

rad 程度、JMA 神戸波 100%加振の 0.03 rad 程度と比較すると、B 棟耐震構造（地盤上

べた基礎）では、地盤と基礎の相互作用、JMA 神戸波 100%加振では特に、水平滑り

を伴う入力の頭打ちにより、上部構造の変形が大幅に低減されたといえる。JMA 神戸

波 50%加振における水平滑り変位は、3 mm 以下であったが、ロッキングによる基礎

の回転も上部構造への入力低減につながっている；のちの「c)数値解析検証」にても

述べる。  

一方、図 11(b)の最大床応答加速度分布（X 方向）では、いずれの加振においても、

剛強な土槽が地盤に与えた入力（振動台）と同等の最大加速度が 1 階、2 階、3 階、R

階の床に生じている。JMA 神戸波 100%加振後における、1 階の内壁および居室の観察

状況を図 12 に示す。変形に応じて損傷が進展する図 12(a)の 1 階の内壁において、壁

紙の浮き、亀裂が生じているが、目立った拡幅は生じていない。水平加速度により水

平慣性力の程度が決まる図 12(b)の 1 階居室の家具は、大きく移動し、転倒した。  

以上をまとめると、B 棟耐震構造（地盤上べた基礎）は上部構造が耐震等級 3 の構

造性能を有しており、終局強度が一般住宅よりも高いため、JMA 神戸波 100%加振に

おいて、上部構造の終局破壊以前に基礎の水平滑りが生じた。通常の住宅の強度では、

基礎の滑りよりも先に上部構造が終局破壊に至る傾向にあることを別途解析で確認し
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ている。A 棟耐震構造（基礎固定）は鋼材を用いて基礎を完全に固定した条件であり、

上部構造の終局破壊に至った。B 棟耐震構造（地盤上べた基礎）は JMA 神戸波 100%
加振時において特に 1 階の層間変形が、A 棟耐震構造（基礎固定）の 1/3 程度に抑え

られた。その分、内外壁、構造躯体における重度な損傷を免れた。軽微な補修で済む

程度の損傷と判断できる。床加速度については、基礎の滑りによる大きな低減効果は

なく、居室内の家具等に被害が生じた。ただし、この問題は通常の家具固定で防ぐこ

とができる。すなわち、被害抑制効果、機能維持性能は免震構造に勝るものではない

が、上部構造の構造性能を耐震等級 3 以上としておき、家具対策をしておくことで、

現行設計で考える大地震の 2 倍の強さを持つ極大地震時においても、建物としての機

能を十分確保できる。基礎の水平滑りによる配管損傷等の問題については別途対策が

必要である。  

 

図 11 試験体 B 棟の耐震構造（地盤上べた基礎条件）の最大層間変形角  

および床応答加速度  (X 方向、JMAkobe: JMA 神戸波) 

 

 

図 12 試験体 B 棟の耐震構造（地盤上べた基礎条件）の実験後の 

1 階居室の状況と内壁損傷 (JMA 神戸波 100%加振後) 
 

 b) 各種センシングシステムの開発 

 感震ブレーカーは、1995 年兵庫県南部地震を契機に開発が進んだ。また近年では、

3rd story

2nd story

1st story

X-direction

最大層間変形角 (rad)

3階

2階

1階

(a) 各階の最大層間変形角 (b) 各階床の最大応答加速度

最大床加速度 (m/s2)

R階

2階

1階

3階

土槽

(a) 内壁の状況 (b) 1階キッチンの家具類の状況
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MEMS 加速度計を内蔵したスマートフォンの発展・普及が著しい。そこで、感震ブレ

ーカーとスマートフォンをセンシングデバイスと位置付け、住宅の損傷モニタリング

機能への展開を検証した 4)。実験では図 13 に示すように、住宅 1 階天井付近と 2 階床

面に両提案システムを設置した。  

図 14 は A 棟耐震構造（基礎固定）において、JMA 神戸波 100%加振時に計測され

た加速度時刻歴波形および最大応答加速度スペクトルである（いずれも Y 方向）。両

デバイスとも、汎用地震計と比べて遜色のない加速度記録が得られた。  

 
図 13 感震ブレーカーとスマートフォンの設置状況 

 

 

図 14 提案センサリングシステムの精度（JMA 神戸波 100%加振） 
 

c) 数値解析検証 

 建物に対する現行の耐震設計規定では、レベル 1 地震動程度の地震動に対して構造

体を弾性範囲とどめる性能、レベル 2 地震動程度の地震動に対して倒壊に対して十分

安全な性能を、設計目標としている。本実験において、JMA 神戸波 25%加振と JMA 神

戸波 50%加振が、それぞれレベル 1 地震動とレベル 2 地震動に対応するとみなす。こ

こでは、Phase1、土槽地盤上べた基礎条件の試験体 B 棟に対する、JMA 神戸波 25%加

振と JMA 神戸波 50%加振を対象に、ロッキングにおける基礎の挙動に着目し、上部構

(a)感震ブレーカー (b) スマートフォンシステム

(a) 加速度時刻歴波形 (b) 最大応答加速度スペクトル

  

(m/s2) 

(sec.) 
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造の計測データから求まる転倒モーメントにより計算する消費エネルギーと、基礎側

の計測データから求まる地盤反力により計算する消費エネルギーを比較、分析した。

基礎側の評価については地盤に対する数値解析モデルを導入した。なお、JMA 神戸波

50%加振までにおける水平滑り変位は、3 mm 以下であった。  

基礎のロッキング角と転倒モーメントを用いて、ロッキングによる基礎での消費エ

ネルギーを求める。基礎位置における転倒モーメントと基礎のロッキング回転角の関

係を図 15 に示す。X 方向の梁間方向の関係において、転倒モーメント 1000 kNm 付近

より剛性の顕著な低下が見てとれ、基礎下地盤の塑性化が示唆される。  

 
図 15 転倒モーメントと基礎のロッキング回転の関係（JMA 神戸波 50%加振） 

 

転倒モーメントと抵抗モーメントの条件を図 16 に示す。上部側の転倒モーメント

に対して、基礎下地盤反力からの抵抗モーメントが常に釣り合っていると考える（図

16(a)）。本実験では 2 方向の水平力が同時作用するため、合成される転倒モーメント

に抵抗モーメントが釣り合う。基礎側は、この条件を満たすように、重量の重心と基

礎下地盤反力の重心の距離、すなわち抵抗モーメントの腕の長さが決まる（図 16(b)）。 

 
図 16 転倒モーメントと抵抗モーメントの条件 

 
基礎の鉛直変位分布を評価するために、基礎 4 隅に設置した鉛直変位計の計測結果

に基づき、曲率が連続となる曲面を持つ 3 次スプライン内挿を適用し、基礎全体の鉛

直変位を X 方向に 200 分割、Y 方向に 100 分割したグリッドで評価した（図 17）。転

倒モーメントによるロッキング挙動の評価を図 18 に示す。図 18(a)は基礎の鉛直変位

分布の評価の一例である。初期の基礎位置を基準面 0 とし、鉛直変位がマイナスにな

る範囲を圧縮領域と仮定した。地盤の圧縮領域における圧縮応力-圧縮変位の関係には

Y方向X方向

X方向
Y方向

(a) 転倒モーメントと抵抗
モーメントの釣り合い (b) 基礎伏せ図

転倒モーメント 抵抗モーメント

慣性力

地盤反力

地盤反力の重心

基礎平面

圧縮域

重量の重心

抵抗モーメントの腕の長さ
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数値モデルを適用した。図 18(b)に示すように、地盤反力は、地盤の最大圧縮変位が更

新されたときに生じるとした。地盤反力は圧縮領域内で一定とし、地盤は引張応力を

負担しないものとした。基礎下地盤側の抵抗モーメントを図 16(b)に従い計算した。

建物重量と地盤反力の合計は常に釣り合っている。図 18(c)に地盤側の抵抗モーメン

トの時刻歴波形と上部側の転倒モーメントの時刻歴を示す。概ね傾向をとらえている

が、本検討は端緒についたばかりであり、単純化した地盤の履歴則も原因となり、大

きな差が生じる時刻もある。  
 

 
図 17 転倒モーメントと抵抗モーメントの概念 

 

     
(a) 基礎の鉛直変位分布    (b) 地盤の圧縮領域の力-変位の履歴仮定 

 

(c) 地盤側計算（抵抗モーメント）と上部側計算（転倒モーメント） 

図 18 転倒モーメントによるロッキング挙動の評価 
 

地盤側の圧縮変形と圧縮応力による消費エネルギーを、内挿した基礎の格子点ごと

に計算し、地盤側の消費エネルギーを求めた。上部側の転倒モーメントによる消費エ

ネルギー（図 15 の関係から計算）と合わせて時刻歴波形を図 19 に示す。地盤側の消

費エネルギーについて、地盤モデルに弾性範囲を考慮しておらず、微小変形時からエ

ネルギー消費が始まるため、初期の立ち上がりが大きくなったと考えられる。図 20 に

おいて各加振における消費エネルギーの最終値を比べる。地盤側計算した抵抗モーメ

ントによる消費エネルギーは、25%加振において上部側の転倒モーメントによる値を

上回り、50%加振において上部側の転倒モーメントによる値を下回った。別途、上部

：鉛直変位計測位置

基準面
接地領域

基礎面を格子状に補完
鉛直変位が0以下の要素を接地領域

要素

鉛直変位計測位置

 
 

JMA神戸50%加振

圧縮変位δ

圧
縮
応
力
σ

σy
1 2 3

 
 

JMA神戸50%加振
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構造の実験分析から求めた消費エネルギーをもとに、全体の消費エネルギーに占める

割合を括弧内の数字で示した。ロッキングにおける消費エネルギーは全体の 10%-30%

を占めており系全体に対して大きな影響を有することが分かる。今後地盤に詳細な数

値モデルを適用し、議論を深める予定である。

図 19 地盤解析に基づく消費エネルギー計算 

図 20 ロッキング挙動による消費エネルギーが全体の消費エネルギーに占める割合 

(c) 結論ならびに今後の課題

2018 年度実施のＥ－ディフェンスによる大型振動台実験について、地盤と基礎の相

互作用、建物損傷過程、建物最大強度と変形性能、補修・補強効果、免震構造性能を

特定するために、実験データを分析した。今後は、実験データの分析に並行して、有

限要素法解析を実施し（図 21）、実験システム全体を地盤含め表現し、分析結果を定

量的に検証する。さらに、被害度判定の表示技術と地震火災リスクの軽減手法につい

て実験を実施する。

図 21 土槽地盤上べた基礎条件の試験体 B 棟に対する数値解析モデルの展望 

(d) 引用文献

1) 井上貴仁 ,高橋武宏，及川孝則，平野茂，山田祥平，柏尚稔，林和宏，長江拓也：地中

配管設備等の非構造部材を含む 3 階建て住宅の機能を検証する E-ディフェンス実験

（首都圏レジリエンスプロジェクト） その 11 実験条件の変遷と計測計画，日本建

築学会大会学術講演梗概集，構造 II，pp. 645-646，2019
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部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 16 建物応答

の推移と損傷観察（枠組

壁工法）（口頭） 

竹内祥平，和木

洋，下田卓，高

橋武宏，山田祥

平，柏尚稔，林

和宏，井上貴

仁，長江拓也 

金沢工業大学

（日本建築学会

大会） 

2019 年 9 月 国内  
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地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 17 損傷過

程・終局性能分析と許容

応力度設計規範の考察

（軸組）（口頭） 

平野茂，鈴木兼

二，高橋武宏，

山田祥平，柏尚

稔，林和宏，井

上貴仁，長江拓

也  

 

金沢工業大学

（日本建築学会

大会） 

2019 年 9 月 国内  

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 18 損傷過

程・降伏変位を超える大

変形域の挙動（枠組）（口

頭） 

鈴木兼二，平野

茂，高橋武宏，

山田祥平，柏尚

稔，林和宏，井

上貴仁，長江拓

也 

 

金沢工業大学

（日本建築学会

大会） 

2019 年 9 月 国内  

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 19 耐震補強

の計画及び試験結果（鉄

骨フレーム）（口頭） 

和木洋， 鈴木

兼二，穴原一

範，高橋武宏，

山田祥平，柏尚

稔，林和宏，井

上貴仁，長江拓

也 

 

金沢工業大学

（日本建築学会

大会） 

2019 年 9 月 国内  

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 20 耐震補強

の試験結果（ワイヤブレ

ース）（口頭） 

穴原一範，和木

洋， 鈴木兼

二，高橋武宏，

山田祥平，柏尚

稔，林和宏，井

上貴仁，長江拓

也 

 

金沢工業大学

（日本建築学会

大会） 

2019 年 9 月 国内  

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 21 免震性能

（口頭） 

及川孝則，高橋

武宏，山田祥

平，柏尚稔，林

和宏，井上貴

仁，長江拓也 

 

金沢工業大学

（日本建築学会

大会） 

2019 年 9 月 国内  
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2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

 ・査読あり 

 
 
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 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 22 排水管損

傷（口頭） 

河又洋介，鍾育

霖，西崚汰，高

橋武宏，井上貴

仁，長江拓也 

 

金沢工業大学

（日本建築学会

大会） 

2019 年 9 月 国内  

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証するＥ－デ

ィフェンス実験（首都圏

レジリエンスプロジェク

ト）その 23. 都市ガス

配管機能検証（口頭） 

菅沼淳，中村い

ずみ，高橋武

宏，井上貴仁，

長江拓也，北川

夏樹 

 

金沢工業大学

（日本建築学会

大会） 

2019 年 9 月 国内  

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表場所 

（雑誌等名） 

発表時期 国際・国

内の別 

Seismic responses of a 

free-standing two-story 

steel moment frame 
equipped with a cast 

iron-mortar sliding base 

（査読あり）  

Yu-Lin Chung,  

Kuan-Ting Kuo, 

Takuya Nagae,  
Koichi 

Kajiwara  

EARTHQUAKES 

AND 

STRUCTURES 

2019 年 9 月  国際  
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(3) ２０２０年度業務計画案 

Ｅ－ディフェンスによる大型振動台実験（2018 年度実施）の分析を進める。具体的

には、地盤と基礎の相互作用、建物損傷過程、建物最大強度と変形性能、補修・補強

効果、免震構造性能を特定するために、実験データの分析を継続する。並行して、有

限要素法解析を実施し、実験システム全体を地盤含め表現し、分析結果を定量的に検

証し、一般化に取り組む。さらに、被害度判定の表示技術と地震火災リスクの軽減手

法について実験を実施する。 
 

  




