




1.建築構造物の耐震．免震について（前編）

清水建設常任顧問　東北芸大教授和泉　正哲

1　はじめに

　“敵を知り己を知れば百戦危うからず”は単に兵法だけでなく色々と応用範囲の広い言葉で、耐震

建築にも当てはまります。耐震建築物とは、強い地震を受けてもこれに耐え、構造上殆ど無被害か

修復可能な程度の小被害で済む建築物を意味していますが、被害の有無や被害の大小は．“商ダであ

る地震と“己鈴である建築物との相互の関係できまります。地震被災地で耐震的と思われた建物が

崩壊し一見弱々しい建物が残っている例をよく見ますが、相互関係つまり相性の善し悪しと考えれ

ば納得が行きます。

　理学工学の粋を集めているはずの耐震建築物が、相性の問題で片付けられたのでは御不満の方も

多いと思われますので、まず、敵と己を知ることから始めましょう、しかし、相性の問題が大切な

事は、人間同士でも、地震と建築とでも同じですので、これも詳しく述べます。

2　地震はなぜ起こる

　地震がなぜ起こるのか．また．どうして地震の多い地域，少ない地域が在るのかについて地震学

が明確に答えられるようになったのはの60年代になってからです．もちろん、それ以前にも現在の

知識から見て正しかった説も色々とありましたが、これらの先見の明ある諸説は提案当時は必ずし

も受け入れられませんでした。

　半径約6，400駄騰の地球の構造はよく卵に例えられます。地球には卵の黄身に相当する半径約

欝，500k膿の地核があり、白身の部分はマントルと呼ばれ、表面の殻が地殻です。ただし、マントル

は岩質の固体で厚さはやく2，鐙◎k膿あり、また地核は外側は溶融状の、内部は固体の金属（鉄と

少々のニッケル）で出来ています。地核部は3，000度を超える高温で絶えず熱を地表に向かい放出

しようとしていますが、マントルの熱伝導率が小さく、丁度熱い釜を布団で包んだ状態であるため、

そう容易には放熱できません。このため地核に近いマントル下部は熱せられて温度が上がり膨張し

て軽くなり地表に向かい浮かび上がろうとし、逆に地表近くの冷えた重いマントルは沈み込もうと

してマントル内での移動が生じます。つまりド熱対流」です。マントル全体が大規模に動いている

のか、あるいはその一部に通路ができていてそこだけが動いているのかは今のところ不明ですが、マ

ントルが下方から地表へ湧き上がって来るところはほとんどが海底にあり，巨大な山脈群を形成し
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ていますので　海嶺（かいれい）と名付けられてい

ます．湧き上がったマントルは海嶺の軸を境に左右

に分れ固化してプレー一トと呼ばれる厚さ簿～蔦舷朧

の連続した板の一部となり、海洋プレートとして年

間数センチ程度のゆっくりした速さで海嶺から遠ざ

かって行きます。この板が海底での地殻そのもので

す。一方、大陸での地殻はプレートの上に相対的に

軽い岩を乗せています。海嶺でプレートが絶え間無

く造られているのでプレートの面積が増え地表で押し合いになりそうですが、例えば大陸のプレー一

トと海洋プレートが押し合えば平均的密度の高い海洋プレー一トが大陸プレー一卜下方に沈み込まされ

マントルの中で消滅します。

　大陸同士が押し合う例にインドとユーラシアがあり、互いに押し上げられヒマラヤ山脈となって

います．いずれの場合も厚いプレー一ト同士の押し合いですからプレートは変形し，ひずみエネルギー一

を大量に溜めた後に滑り，あるいは壊れて移動し、溜めたエネルギを一気に放出して一段落と書う

現象を繰り返すことになります。滑り壊れた部分を「断層」と呼びます。放出されたエネルギーは

波動となり地球の内部や表面を伝わり、この時地面や建物を揺らせます。これが地震です。地震は

何なぜ起こる。答えはマントルの熱伝導率が小さいからです（図響）．そしてプレートが海嶺で造ら

れ移動する限り地震も繰り返し起こります。

＄　欝本の地震

　臼本のように4枚ものプレー一トの押し合うところにあれば、絶えず地震を感じることになります

（図窯）．また、ブレートの動きのために纈本自体が傷（つまり断麟）だらけであり、この傷口が動

けば直下型地震となります．世界中でプレートの数は十数枚あり、これらの境目付近にある国は全

て地震国ですが、その億にプレートの生まれる海嶺やプレー一ト内で動きの差による亀裂部分でも地

震が生じています．

　プレー一トから離れていても中國のようにイ

ンドプレートから押されてひずみエネルギー

が溜まり．時折大地震を経験する地域もあり

ます（図3〉。実際の断層は複雑ですが、解析や

計算には単純化したモデルを使います（図4）。

　大きな地震では断麟長さが紛Ok欝を超え

ることもありますが、断麟のずれの大きさ、

すなわちくい違いの量は高々数搬です。逆に

考えれば．断腐部は数燃ぐらいは滑らず、変

ユー一ラシア・

プレート　、

繭海トラフ・琉球海溝

　　　詑米プレート

勢獄鷺　
＿藷犠。
　．、・τ　フイリピン海プレート

図2　蹄講の地震の灘となる4枚のプレート
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麟蕊　穆雛鐸以綾の被欝地震震喪鰹（璽§解隼理料鐸蕪1にプレート壌雰と
　　簗大地震の震源地械の賂麟壱描奮込んだもの

形しながら我慢していることに飽なりません・一方、プレートの動きは一年閥で数c膿（太平洋プ

レートは翌鵬騰．フィリピンプレー一トで4e灘ぐらい〉程度ですから、鳩◎年に一度ぐらいの割舎で

ブレートの境界部分で地震が繰り返されることになります。フィリピンプレートの沈み込みに起因

する伊豆半島から四国沖にかけての大地震は大体その程度の頻度で発生しています．東北、北海道

では太平洋プレートの動きが速いのでもっと地震が頻繁に起こりそうですが，地震とは書えない極

くゆっくりとしたすべり現象もこの地域にはあるらしく、それでエネルギーの大半が失われるので

助かっています（図響）。

　日本では大地震の多くは、海洋にある海溝やトラフ（海の窪み〉近くのブレート境界で起こる海

洋型ですが、稀に陸の断層の破壊による所謂　直下型地震も生じます、これは、通常M（マグニ
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チュード）で示される地震の規模はたとえ余り大きくなくても、夏（震度つまり揺れの激しさ）は強

く．局地的にひどい被害を起こします。この陸型の地震の発生頻度は全くまちまちで、比較的よく

動く断麟から千年万年の周期で活動するものまであり、極くごく稀に起こる直下地震を通常寿命が

百年以下の建物の設計にどう考慮すればよいかは、頭の痛いところです。地震の予知が出来れば人

命が救えかつ無駄の少ない設計が可能となるでしょう。少なくとも、今後百年の間に動く断麟の指

摘が可能になれば、どんなにか良いことでしょう。

尋　鮒震、免震、制震．制振

　磁名は体を表わず’つまり名称と実体とが一致することは現実の世界では必ずしも期待できません。

たまに歴史的背景の在る時、名付け親が書葉本来の意味を曲げて用いた時、外国の名称を変に翻訳

した時などに実体と異なる名が付けられ、その事備を知らない人々に誤った印象を持たせます。こ

こでは、それも含めて、書葉の意味と実態とを出来るだけ正しく説明しましょう。

　建築物は地震にもつか否かで耐震、非耐震に分けられます。田本のような激しい地震国では、非

耐震建築物は建ててはいけないことになっています。ただ、この文章の最初に説明した耐震建築物

の定義は．定義としては成立しますが、実際に、ある建物が耐震建築かどうかを質ねられると、専

門家でも答えに窮します．いや、むしろ本当の専門家ほど答えに窮すと書う方が正しいかも知れま

せん．それは、破壊つまり壊れると書う現象が、地震によるカの掛かり具合、構造物の全体及び細

部の設計．施工、保守状況に大きく影響を受け、現在の知識や技術では建物の使用期間中に起こる

地震そのものの大きさや性格も正確に推定できる自信が無い上に、建物の微妙な性格までは到底把

握できないからです。例えば鉄骨構造（S造、鋼構造〉で使用する鋼材は、構造用鋼材としての規

準に適合したものを用いていますが、それでも溶接接合部の破壊が地震時の気温の影響を受けるこ

ともあり、また、國際化が進み色々の国から鋼材を輸入し使用している今日、鋼材にも御国がらが

あって溶接部の破断しやすいものもあり外見からでは判かりません．‘本当に耐震建築かどうかは実

際に強地震に合って見ないと分からない’と投げ遣り的発書をする奪門家も居り、建築物を性能で

評価しようとしている時代に困ったことですが、しかし

多少の誤りを犯す事を許してくれるなら専門家は可成適

確な判断を示すでしょう。そして耐震診断法と書う公的

に認められた検定法もあります。ただし、これは後述の

耐力、靭性依存型の耐震建築物用の手法です。

　私は耐震建築物であるため、次の5原則が満たされる

ことが望ましいと考えています。①良い地盤に建てる，

②軽い建物が良い，③強くかつ粘り強い建物が良い，④

地動との共振を避ける，⑤減衰能力が高い（建物に入った

エネルギー一を熱に変えて破壊に使われるのを防ぐ〉（図窃）

耐震建築の5原則

i，蔑い壇盤

2．軽い

3．強く．粘り強い

4．地震勤と莱振しない

5．エネルギー畷収能力大

　　　　　　　皿鋼　　隠」

図§　鷺奉の蕊璽塔は耐鑛建築の5源則に
　よく禽っていると欝われてい窪す
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図7　木は軽くて強くかつ結り強い鰹れた材料です
　（ただし塵鷹奪蕎えず、濠た引張強憲で欝算してい蜜すので、一様漸講の
　棒を天から糀箒たと舞えてください．つま鱗図を逆さにして昆て下慈い1

　②，③を併わせ考えると，強度を比重で除した値が大きな材料ほど程良いことになります。実は

木材はこの点から見れば素晴らしい材料です（図7）。また、④，⑤を利用したのが免震を含む制振

構法です。一般には．この5原則を必ずしもすべて満たすことができずそれなりの工夫が要ります。

たまに軟弱な地盤に建物を建てるのは要注意です。

　耐震建築物はさらにパッシヴ型とアクティヴ型に分類できます。パッシヴ型は受動型とも呼ばれ．

建物が造られた時点で性格も決まっており、後は受け身一方で、地震の性格に応じ建物の性格を変

えるというような器用なことは通常はできません。つまり設計し施工する時に、建物の使用期間中

に起こる地震の大きさや性格とこれに対する建物の挙動を推定しておくことが必要です。この中に

は使用期間中での建物の劣化も含まれます。

　しかし前述のように、現在の学問技術の水準から見て仮令專門家でも二れは中々困難です。もし

露C鷲00年頃のハンムラビ法典のように建物が壊れ人が死ねば死者の数だけ関係した建築家とその

家族を死刑にする事と決められていれば、建築家は経済を無視して安全過ぎる建物を造るでしょう．

これは資源、労力の無駄で、社会が豊かになる芽を摘んでしまいます。そこで学問技術と社会状況

とを考慮して法規、基準などが整備され、これらに準拠して設計施工すれば一応社会の要求する安

全性が満たされるようになっています。

　このように法規、基準類に準拠して設謙施工すればよいとする方式を騒仕様規定穿と書います。臼

本では法規、基準類が積み上げると天井に達するほど多くあり、例えば外国人にとって読み理解す

ることは不可能であり，外国の設計者の締め出しであるとの声が上がり，臼本に対する外圧となり、

今後性能規定，つまり峰どのような設計施工方法を用いようと要は建物が実際に持っている性能で

評価しよゲと書う方向に向いています。地震の無い国なら問題が無いかもしれませんが、前述の

様に耐震性能の評価は中々大変で、今後のトラブルが予想されます。

　1勢5年1月の阪神淡路大震災後，ド免震建築」が脚光を浴びるようになりました。免震もパッシ

ヴ型に属します。免震つ茨り地震を免れると言う言葉は、抄世紀の終わり頃に使われてた歴史があ
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糞えても．撫速震壷小毒くお密え巻ことが出薬護す｛東北大・満＊建設終購欝究1
徽棄著1建築構遣力撃2｛培風館》よ夢引縮｝

り，今もそのまま使用されています．轡綴年にはRC3階の免振建物が岡隆一博士により姫路に建

てられ現存していますく麟＄）。

　ところで実際の免震建築とて地震を免れるわけでは無く（図騒）、また間違って使用されると返っ

て揺れを増大させることもあり．むしろ減振とか制震（地震による建物の揺れが過大にならぬよう
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裟薩作動蕪置獺窺

（の鶉灘変形

図栂　これは、ハイブリッド型1綴属する8Mζ〉の麟です。パッシヴ型の丁蝦》の振子の揺れを
　　アタティプ型で翻整してい蒙す。襲置を闘燈すると建物の風揺れが増茄する様子が判》蔑
　　す，（清水建畿瀦巌欝究豊　灘村・金子等による｝

に工夫すること〉の方が適切な書葉です。また、地震に限らず建物に生じる振動を低く抑える工夫

をr制振」と書います。従って制振は制震をも含む書葉であり、また、制御すべき振動の中には人

は感じない程小さいのに電子素子の制作に有害と書うミク滋ン単位の微小なものもあります。アク

ティヴ型は能動型とも呼ばれていますが、要するに積極的に地震の建物への影響を減らそうとする

もので、通常地盤や建物の動きを把握するセンサ（感知器〉、動きを解析し最良の対策を瞬時に考え

るコンピュー一夕、そしてコンピュータの指令を受けて作動する加力装置とこの装置を動かすための

エネルギが必要です（図驚）。

　自前の，あるいは外からのエネルギーを使い、建物の揺れを抑え、安全を確保することは理論的

にも技術的にも可能ではありますが、経済性や地震時の膨大なエネルギー確保の困難さを考えると
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欝む戴欝欝（触綴灘礫。璽勢7）

建築物

　　　　　　　　　、懲常の，、、震建築工線鎧

　r騰藤繕霜
　　　r←一一一一　一7一一一一一一一r
　　　　　　　　　　　　　減衰機構　　各踏設置用ダンパー
　　　l　l　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　減衰機構　　マスダンパー（猟D，覧D他）1
　　　玩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　アクティヴ型制振　　　　（A瀞他〉
　　　粍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　セミアクティ型制振　　　 （可変剛性ぞ縫〉

　　　砿ノ＼イブリツド酬振（鷺騒D弛）　　　l
　　　L．＿、＿＿＿＿＿一＿＿一＿＿一＿、一．＿＿＿巴一＿＿＿．．＿、」

非縦震建築物　　　　　　　　　　　　　　　　　風および申小地震用

図ll耐震建物の分類

現在の処実現は不可能で、事実アクティヴ型の制震建築は未だ存在しません。風や小地震による建

物の揺れを低減するための制振建築はパッシヴ型、アクティヴ型の爾者やこれらの組み合わせであ

るハイブリッド型として実用に供されています。

　セミ（半）アクティヴ型はアクティヴ型と異なり、加力装置の代わりに剛性や減衰など建物の性

質を、地震や建物の揺れ具合に応じ変化させる装置を持っています。例えば建物が剛性の低い状態

の時にゆっくりとした長周期の地震波動が来れば、高い剛性状態になるように切り替えて大揺れを

防止する等がこの型に属します。

　ハイブリッド（混成）型はアクティヴ型とパッシヴ型を組み合わせたもので、パッシヴ型の制振能

力をアクティヴ型を付加することで補うため、アクティヴ装置の費用がそれほど掛からずに済みま

す。通常の建物を含め．分類図を描いたのが図れです．次号にて各構法について捕捉説明をします。
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瓢懸夏蟄欝（s撒灘鯉．鯵興〉

2．免震・制御構造の現状と展望

東京理科大学工学部　寺本　隆幸

璽　エネルギーの概念

　地震の多いわが國では、建築構造物を耐震的にしようということで地震被害の経験を踏まえて耐

震設計が古くから行われてきた．当初は．地震時に建物に作用する地震力を仮定して．カに対して

設計するという手法が昭和初期から採粥された．この手法は、昭和瓢年に制定された建築基準法に

も採矯され、畏い間耐震設謙の主流となってきた。

　その後、コンピュータを利用した解析技術が超高騒の建設需要と相まって発達し、主として超轟

麟建物を対象として昭和鐙年代後半から、力と変形に対して設計・検討が行われるようになった．

骨組の剛性を計算して．地震時に建物がどの程度変形（主として水平方向〉するかが計算できるよ

うになったのである。

　近年に至って．地震時の構造物の挙動を説明するために、エネルギー一の概念が導入された、エネ

ルギーは（力×変形〉により決まる量であり、今まで別々に考えていた力と変形の積も構造設計に

用いるようになった．エネルギーの概念を使うと、それまでの耐震設計における種々の手法がエネ

ルギー一という同一尺度で評価できるようになった。その概念を図示したのが．図1である．

　耐震構造（弾性設討）は、構造物（柱・梁・壁等〉の弾性特性（力が無くなると変形が元に戻る

性質）のみでエネルギーを分担するものである．耐震構造（弾塑性設計〉は．構造物の塑性履歴特

性（力には耐えるけれども変形が進む性質〉を利用して．部分的に構造物が破壊（降伏〉する事を

許容し．より含理的に設計することを目指している．現状の大半の建築物はこの設計法により、構

造物の降伏による履歴工ネルギー吸収性能を期待している。

　従来の耐震設計に対して、免震構造は構造物の足元を柔らかくして地震入力を減らすとともに、地

震入カエネルギーを足元に設けた減衰装置で吸収する方式である。地震時に建物は大きくゆっくり

揺れて，構造的安全性の確保と家具などの移動転倒防止が可能となる．

　制振構造は、エネルギーを吸収する機構を構造物の内部に設けて、直接エネルギーを吸い取らせ

て，建物の地震時応答量を滅らすものである．建築物では従来．鋼材やコンクリートと雷った限ら

れた材料のみを使用していたが、これからはエネルギー一吸収に周いる粘性体等の材料も積極的に使

用していくことになるであろう．

　このようなエネルギー一の概念を使用することにより耐震設計の幅が広がり，多様性を持った建築

性能の選定・設計を可能にしていくことになると思われる．
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夢

塾
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愛　制振構造の分類

　振勤外乱を受ける構造物の設謙法を、耐震構造・制振構造として位置付け分類を行ってみる．分

類の基本的考え方は．構造物に入力する振動エネルギーをどう処理しているかによった。また、実

際に建築物に採用される場合は黛種類以上の制振装置を併用する場合が多い（例えば、積屡ゴム＋

鋼棒ダンパー、チュー一ンドマスダンパー＋粘性ダンパーなど）が、この分類では機能的に区分でき

るものは別にしてある。

　慧．i　一般構造

　わが国においては．一般構造では必ず耐震設計が行われているので．耐震構造がこれに該当する。

耐震構造は．強度抵抗型（弾性設計法）と履歴エネルギー利用型（弾塑性設謝法〉に分類される．

　露．2　制振構造

　α）免震構造

　免震構造は．地震動を対象としたものである。地面と構造物の問に何らかの工夫をして縁を切ろ

うとする工法（灘隷鍵璽鱒臨鷺沁職騒磁＄灘蓋¢麺轟就沁獺〉であり、地震入カエネルギーが構造物に入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一玉0一



鷺灘膿艶麗（s騒騰灘鍵．三囎7〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力しないようにした構造である（図窯〉。柔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らかい水平方向のバネで構造物を支持する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるいは構造物を滑らせる方法が採耀され

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般的には．ゴムと鋼板をサンドイッチ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　状に交互に積麟させた積層ゴムアイソレー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タが多く用いられている。積層ゴムアイソ

　　（簾ゴムァィソレ魂＿1　　（猟嚢、チ　ン鞍スダンノ膚＿1　　　　レータは大きな鉛直支持能力と柔らかい水

　　　顯2免震構遷　　　　邸　質鍛効果機構　　　　　平バネをつくることができると同時に大変

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形に耐えることのできる能力を有している．

柔らかいバネと大きな変形能力を持つアイソレー一タの効果は．構造物を長周期化して加速度応答を

低減すると共に．地震入カエネルギー一を弾性歪エネルギーとして吸収する。アイソレータが一時薄

えたエネルギーを消費するためにダンパー一が併設される。ダンパーは地震入力エネルギー一を塑性履

歴エネルギーや熱エネルギーなどとして吸収し、免震層の水平変形を抑制し、応答せん断力を低減

させる効果を持つ．

　（鋤　質量効果機構

　振動時に構造物に入る入力工ネルギー一を、内部に付加した振動系の共振現象を利用して運動エネ

ルギーに変換すると．構造物自体が受持つエネルギーが減少し、構造物の応答量は減少する．運動

エネルギー一に変換するためには．付加質量が運動することが必要であることから、質量効果機構と

呼ぶ。

　質量効果機構の代表的な例は．付加質量・バネ・ダンパーから構成されるチューンドマスダンパー一

（TM［D〉である（図簿）．

　チューンドマスダンパー一は、建物と付加システムを共振させることにより、付加質量を大きく振

動させようというものである．チューンドマスダンパーの能力は、いかに多くの入力エネルギーを

運動エネルギー一に変換できるかにより、建物質量に対する付加質量の比率が大きいほど減衰効果が

大きくなり、付加質量の振動振編が大きいほど、大きな入力まで制振効果を発揮することができる・

　付加質量が振動することによる運動エネルギー一は、一時的にエネルギーを蓄えておくだけであり・

熱エネルギーなど変換して消費するために、エネルギー吸収機構であるダンパー一が取り付けられて

いる。付加質量の運動エネルギーの構造物への逆流を抑制することや、構造物に大きな入力が加わっ

たときに付加質量の振動振幅を制御して許容振幅内に納めることもダンパー一の役割になる。

　（鋤　エネルギー吸収機構

　エネルギー吸収機構はいわゆるダンパー一（減衰機構〉であり、振動時の入カエネルギー一を直接吸

収し構造物の振動応答を減少させるものである．金属の塑性履歴エネルギーに変換する履歴減衰機

構（図4〉と、流体の粘性や粘弾性体の変形により熱エネルギーに変換する粘性減衰機構（図辱〉と

に分類される。この機構は、構造物に生ずる変形差（層問変形など）を利用して、ダンパー一に変形

　　　　バネ
灘

劉

蟹麟ゴム支承　　鵡髄構瀧
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澱購欝鵬く§騒騰鍵．轡舞）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や速度を与え仕事をさせようというもので

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エネルギー吸収機構は単独で使用するこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ともできるし、前述の他の機構と組み合せ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て使用することも行われている。単独使用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の場合には低層～商層建物に煽広く使用で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きるが．使罵実績は超高麟建物に多い．

　麟　履灘減嚢機構　　　　図§糊鷺滅褻機構　　　　　　また，ビル間の相対変形を利用して、応答

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を減少させるビル問ダンパーも提案されて

いる。

　（4）　自動制御機構

　自動制御機構の基本的な考え方は、センサにより地震動または構造物のゆれを計測し、応答量が

最小となるように種々のメカニズムをコントロールしてやろうというものである。この機構は、飽

のものが構造物の応答に応じて反慈するパッシブなタイプであるのに対し．油圧（油圧アクチュエー一

タ〉や電力IACサーボモータ）など他のカを利用して積極的に構造物の応答を制御しようとするア

クティブな機構である．

　自動制御機構として、簸も一般的なものは、アクティブマスダンパー（A鍍聾）と呼ばれるもの

で、構造物への入カエネルギー一をより多く、運動エネルギー一として吸収できるように付加質量の運

動をアクチュエータで制御するものである。アクティブマスダンパーの制振効果は、構造物の質量

に対する付加質量の比率が大きいほど、また大きな振動振幅で付加質量を制御できるほど効果が大

きくなる．アクティブマスダンパー一には、付加質量の支持機構が復元力を持たないか、または建物

周期に比べて十分に長い周期で支持したものと、支持機構の周期を積極的に建物周期に一致するよ

うにしたものがあり．最近の実施例では，アクチュエータのエネルギー効率から後者を採用するも

のが多くなっている．

　その他に自動制御機構としては．地震動の持っている周波数特性を利用して、建物のせん断剛性

を制御することで応答を減らそうとする可変剛性機構。アイソレー一タで地面と絶縁した構造物を空

中に設けた仮想の不動点との相対変位が小さくなるように．アクチュエー一夕を用いて地面と建物の

相対変形を制御する自動制御絶縁法などがある。

ダンバー

ノ

3　おわ》に

　建築構造設計の分野では、設計手法が建築物の性能を基準とした性能設謙法に移行しようとして

いる．ここで述べた免震・制振構造の建築物は．地震時の応答性状を制御し明確化することができ

るので、建物性能が評価しやすいという利点がある。このような構造が性能上の特性を評価されて

使矯されていくことが期待される。
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継懸欝鵬（§聡盤灘礫。墨鈴7）

3、建築構造物の溶接・検査について

信州大学　申込　忠男

1　はじめに

　建築構造物の溶接接合部は地震時に大きな応力が負荷される個所であり、溶接部に問題がある場

合．その部分を起点として十分な変形能力を示さずに破壊する恐れがある。兵庫県南部地震でも上

記の理由による鉄骨構造物の被害事例が報告されており、溶接部が完全溶込溶接で行われなければ

ならない所をサイズが十分で無いような隅肉溶接で行っていたような施工不良が要因であったと思

われるものがあった。このようなことは溶接部の検査を適切に行うことにより防げたはずである、

　これらのごとは溶接施工には十分な知識と技術が必要であるということを示唆しており．溶接部

の品質を確保するためには、溶接部の特性を十分考慮した上で溶接施工と検査が行われなければな

らない．

鷺　溶接部の特性

　建築鉄骨の溶接部は図薯に示すように母材、溶接金属、

熱影響部（HAZ〉．ボンド部に分類でき、冶金的な不連続

部と接合部ディテー一ルや余盛り形状による形状的な不連続

部が存在する。これらの不連続部は応力の集申する箇所と

なりやすく、地震時に脆性破壊の起点となることが考えら

れる．溶接部は、母材と比較すると力学的性能や鉄骨品質

を低下させる要因が多く含まれている。しかし，それらの

要因が溶接部に与える影響を考慮し、適切な溶接施工を行

なえば溶接の利点を引き出すことができる。

　　　止端部
．、盛リ

　　　　　ボンド

麟肇　溜接部の名称

｝畷AZ

韓溶接欠陥

　溶接部に生じる欠陥は外部欠陥と内部欠陥に分けられる。外部欠陥ではアンダーカット、オーバー一

ラップ、ピット．ビード不整、割れなどが挙げられる。ピットは表面に生じたブ欝一ホールである。

ピットの多くは溶接内部に密集したブ鷺一ホールや他の欠陥が内在している場禽があるので注意が
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瓢畷葺麹懸（§魏醗欝、轡卯）

必要である。割れには高温割れと低温割れの2種類があり．高温割れは梨形割れとクレー一ター割れ

等である．低温割れは溶接終了後、溶接部の温度が約300℃以下の比較的低温に冷却した時に発生

する溶接割れを書い．溶接部に侵入した水素と室温付近で溶接部に生じる応力および熱影響部また

は溶接金属の硬化の3要圃が相互に作用しあうことによって発生する．とくに高張力鋼のような強

度が寓く．硬化性の大きい鋼材で発生しやすく微細な割れであるため検出しにくい。外部欠陥は國

窯に示すようなアンダーカットやオーバーラップが存在する、余盛り形状が滑らかでない場合は応

力が集中しやすいため破壊の起点となる。

　内部欠陥では溶込み不良やブ滋一一ホール、スラグ巻込みなどである。融合不良は形態上ではオー

バー一ラップと同様であり、オーバーラップが融合せずに内部に残存した場合に融合不良となるが、ス

ラグ巻込みは融合不良の軽微な場含になると考えられる。

オーバー一ラップ

　／
　アンダーカット

／

麹2　溶接外部欠陥の倒

魂　溶接接合部部の破壊に与える影響

　溶接欠陥の検出を目的として建築鉄骨では一般に超音波探傷試験と外観検査が行われている。

　超音波探傷試験は原理としては、鋼中に超音波を伝達させ、欠陥ではね返る音波（欠陥エコー）を

捉えることにより溶接の内部欠陥を検出する方法である。現場や高所などの検査場所が安定しない

場合が多い建築鉄骨の溶接部の内部欠陥の検出には、超音波探傷試験が多く用いられる。

　外観検査は表面的な欠陥や精度を目視によって行う検査方法である。溶接部の外観が良好であっ

ても．溶接部の内部に溶接欠陥が存在する場合も考えられるが、溶接部の外観が不良な場合、内部

の溶接状態も不良であることが多いので溶接部の晶質を見極めるためには、重要な検査である。こ

れらの検査方法を用いて検出した溶接欠陥は基準値を超えた場合でも形状や存在位置によって許容

される場合も有り得るし、その逆の場合も考えられる。また、溶接部の欠陥だけではなく、鉄骨晶

質を低下させる全ての要因を把握できるような知識が必要となってくる。

建築鉄骨の晶質保証のために考慮しなければならないものとして以下のような例が挙げられる。

（裏〉　鋼材および溶接材料の力学的性能および化学成分

鋤　溶接方法および溶接条件

（雛）　溶接部の内部欠陥および外部欠陥

（む　溶接ディテー一ルによる巨視的な欠陥
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職臓欝鵬（＄腿鐡醗黛．笈鯵7〉

　溶接施工が正常に行われるためには、溶接接合部の性能を低下させる要因を十分に検討する必要

がある。溶接接合部の性能を低下させる要因として、鋼材および溶接材料の力学的性能・化学成分、

溶接条件（予熱．溶接入熱．パス間温度など〉、溶接ディテール（スカラップ．エンドタブおよび裏

当て金の組立溶接や仮付け溶接など〉、溶接欠陥（内部欠陥、外部欠陥、ビー一ド形状不整など〉があ

る．これらの要因の溶接部の強度に与える影響の大きさを分類すると議璽のようになる。表亙はあ

くまでも平均的なものを想定したが．とくに母材の選定および母材に対しての溶接材料の選定や溶

接条件を適切に行うことは最璽要項目であるといえる。しかし．どの項目もその程度が悪すぎれぱ、

溶接部の強度を著しく低下させることになる．

羅肇　破壌に及ぼす影響度

要　霞

妄 鋼材および溶接縁料の力学的性能・溶接条件

貰 溶接ヂィテール・外部欠陥

腔 難 内部欠陥・ビード形状不整

難　溶接施工上の注慧点

　溶接施工に伴い破壊の起点となりやすい箇所として．スカラッブ，エンドタブ、裏当て金、組立

溶接等が挙げられる、これらは施工上必要ないし使用した方が便利であるものが多い．しかし、こ

れらは構造上の欠陥になりやすく溶接施工を行う際には注意が必要である．

　建築に溶接が取り入れられた当初は、鋼材および溶接材料の力学的憔能に問題があったことや溶

接線が重なることで溶接割れや欠陥が生じやすくなるごとを避ける意味でスカラップが設けられて

きた。しかし、鋼材および溶接材料の性能が安定してきたことからスカラッブを設けることへの存

在意義が薄れており．近年の実大実験や庫県南部地震の被害報告で、梁端部に断面欠損として存在

するスカラップ近傍で応力や歪が集中し脆性破壊に至ることが報告されている．

　このような状況から．スカラップを設けずに溶接施工するノンスカラップ工法や．スカラップ端

部の応力集中を緩和させた改良スカラップ工法などが提案されてきている。これらの工法を用いた

場合と従来のスカラップ工法を用いた場合では．実大実験や破壊力学などの研究により、梁端部の

力学的性能が飛躍的に向上することが確認されている、図懲に柱通し形式の改良スカラヅプ工法と

ノンスカラップ工法の例を示す．

　溶接始端部では溶接スタート時のアー一クの不安定から溶込不良やブロー一ホー一ル、溶接終端部では

クレーター一割れなどの欠陥が生じやすい。これらの溶接欠陥を母材内に生じないようにするために

通常は鋼製のエンドタブを取り付けて施工する。柱梁溶接接合部にエンドタブを取付ける場合は．麟

轟に示すように原則的に柱および梁フランジの母材には行わなず裏当金に組立溶接を行う必要があ

る。これはエンドタブの組立溶接がシ灘一トビー一ドとなり．熱影響部の破壊靭性を低下させる原困
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　脚瓢臨騒（s臓灘礫．静卯）

4．投稿　r建築に携わるすべての人に問う』

読売新聞社　谷鰯　康司

　欠陥建築、不良施工の取材に携わるようになって七年になる。この間、手抜き溶接、インチキ検査、

ニセ鋼材証明書、不良鋼材閥題のほか、阪神大震災で露呈した欠陥建築や橋脚耐震補強工事などにつ

いて様々な分野の方から話を聞いた．そのなかに、ずっと心に引っ掛かって忘れられない言葉がある。

　首都圏のある鉄工所の社長にr手抜き溶接をした建物は、地震の時、大きな被害を受けるのでは

ないか講と疑問をぶつけた時のことだ。

　ヂそんなもの、壊れる時はみんな壊れるんだ」．まったく悪びれる風はなかった．

　その鉄工所は、一定の技術力を持つとして、ある団体の認定を受けていたが．未認定の下請けに

工事を発注していた．その溶接は，手抜きの「すみ肉」で済まされていた．

　何でもない書葉だったが、その後、取材を続けるうち、この書葉こそ、建築・土木の手抜き問題

の根源を象徴するものだと実感するようになった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧

　阪神大震災発生から二週間後，現地入りした大学の調査団に同行し被災地を歩いた．見慣れた神

戸の街は、一変していた。

　柱が梁との接合部である仕口部の溶接がはずれて．バラバラに崩れた雑居ビル。アンカーボルト

が抜けて横倒しになった建物。ある建築家はその様子を．「不良施工の展示場講と表現した．

　阪神大震災が起きる以前、ある大学教授に、r柱、梁の仕口部の溶接が不十分だと、どんなことが

起こるのか」と尋ねたことがある。その鋼構造の専門家は、迷うことなく「地震に襲われれば、建

物は不良部分でぽっきりと折れる」と、言い切った。

　その時は、「荒唐無稽な大げさな話藩と、にわかには儒じられなかった．だが神戸の惨状は、まさ

に、「不良施工の建物に、揺れを加えるとどうなるか」の実験結果を見せてくれていた．

　こうした不良施工は、しかし．全壊十万戸、死者六千人余の被害の前に埋もれてしまった。

　阪神高速道路公団は、阪神高速が六百八十㍍に渡って横倒しになった理由について、「地震の規模

が、想定を越えるものだったから」と説明する。家具の下敷きになり住宅に押しつぶされて、家族

を失ったり傷ついたりした市民も、それを信じているようだ。

　地震で倒壊したあるビルのオーナーは、取材に対し「弁護士に相談したが、地震があまりに大き

く、建築業者の責任追求は難しいと書われた」と答えた。そのビルは、柱の溶接がすみ肉溶接で、ダ

ルマ落としのように二階から上が裏の土手から崩れ落ち、鉄道の線路を塞いでいた、調査に当たっ

た専門家は、「明らかな欠陥建築」と5‘判定野を下した。それにもかかわらず、「手抜き工事の証拠達

はすぐに撤去されてしまった。

　これは、「壊れる時は、みんな壌れる」という、あの鉄工所の親父の発想と、何も変わらない、な
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灘礪塗鵬く§闘難簸鍵．轡燐）

ぜ壊れたのか。なにが原因だったのか．調べることも、考えることもしない．そこからは．どうし

たら被害を防げるかという対策は生まれてこない。r自分ではどうすることも出来ない大きなカに襲

われた」。こうした．思考停止とも呼べる安易な発想に、だれもかれもが陥ってしまった。もしくは．

そう思い込もうとしたとしか見えない。

　もっと危険なのは、r作る側」がこの発想を持ち出した時だ。建築の知識がない被害者が．ヂ大き

な地震だからやむを得ない」と思わされることがあっても、設計・施工・監理に当たった側が、何

の調査もせず「壊れる時は、みんな壊れるんだ」として、多大な犠牲から教訓を汲み取らないとし

たら許されないことだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧

　販神大震災の被災者の多くは、建物や家具の下敷きになった人たちだった。その後を火災が襲った。

　関東大震災から七十五年を経て、大地震の再来が危惧されている東京では、火災などの被害を想

定した防災謝画が立てられている．だが、そのなかにはr建物の倒壊」による入的被害は含まれて

いない．建物はすべからくr健全」で、倒れることなど想定されていないからだ。設計は全て正し

く．施工も手抜きなく行われ、だれも疑うことは許されない。建て売り住宅や分譲マンシ灘ンを購

入する人はもとより．家や自分のビルを建てる人も、このヂ健全さ」を信じるしかないのだ。

　それにもかかわらず、阪神大震災は、壁の奥や天井の裏に潜んでいた欠陥を暴き出した。

　不良施工や検査の問題を扱う時に、r性悪説と性善説」が話題に上ることがある。ゼネコンなどが

設謝・施工・監理まですべてを請け負う、現在の「責任施工」体制は．施主や行政など第三者の

チェックの度合いが非常に薄い。その点で．現行制度が「性善説」の上に立っていると書えるなら．

大震災で露呈した欠陥は、ヂ性悪説」の証左を示していると書えるだろう．

　まず、守るべきは．金を払って建物を発注した施主であり、部量や建物、施設を購入したり、利

用したりする一般市民だ．そのためには、第一に．施工時の各工程での検査を．第三者の立場から

実施する監理の一部に麗くことが必要だ．また、欠陥建築の責任を明確にすることも、不良施工を

抑止する効果につながる。そのためには．絹法の場で、手抜きの実態を明らかにし．万一、不良施

工をすれば、どんな不利益を被るかをはっきりさせることが重要だろう。その意味で、今度の阪神

大震災では、もっと訴訟が起きてしかるべきだった。

　さらに、設計に免振や制振の考えを導入して．建物自体に揺れのエネルギー一がかからないように

するのも．有効な方法だろう．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊

　一階がペシャンコにつぶれた芦墨市の六階建てマンシ鷺ンの壁には．申し訳程度の鉄筋しか入っ

ていなかった．一階の部麗は、五十㌢ほどの“空附9に変わり、押しつぶされた子供用の二段ベッ

ドや．赤ちゃんが乗って遊ぶ、ちっちゃなおもちゃの自動車がのぞき見えた。近所の人が手向けた

のか．その前に花束が置かれていた。

　建築に携わるすべての人が、堂々とこの部屋の前に立てるだろうか。この部麗を前にしてヂ壊れ

る時は．みんな壊れるんだコと書えるだろうか。
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灘懸欝鵬（舗麗懸鵬鞭．欝卯）

5．協議会だより

藁、平成嚢年度春期総会について

平成今年度C亙W検査事業者協議会春期総会を下記のとおり開催いたしました。

　（玉〉日時1平成墾年5月慧0日（火）～同21日（水〉

　（2〉場所1愛媛県松山市道後温泉r宝荘ホテル」

　㈱議題：①代表幹事ご挨拶

　　　　　②新規会員紹介

　　　　　③平成騒年度事業報告

　　　　　④平成歌年度会謝報告

　　　　　⑤平成暮年度監査報告

　　　　　⑥平成参年度事業計画（案〉

　　　　　⑦平成験年度予算（案）

　　　　　⑧その他

　平成ゆ年度の活動として．蔦周年記念行事実施を中心に、技術委員会による技術的活動（講習会

の開催．マニュアル作製等〉の充実・継続、検査業務に関するr能率とコスト」の調査検討、賛助会

員制度の導入、3勢号通達励行陳情活動の継続等が審議承認されました。また．総会終了後、（財〉建

設物価調査会関係コストWG報告（三浦WGリーダー一〉および特別講師としてお招きした日本非

破壊検査協会・加藤会長による．検査技術者の僑頼性、聡0㌶鷺への国内対応状況等の講演を頂

きました。

2．蔦周年記念行事実施計醐（案〉について

　次の実施計爾（案）に沿い準備を進めています．

　（亙）日時：平成攣年憩月夏6臼（木）

　（鋤場所1東京浜松町東京会館

　（3〉記念式典及び祝賀懇親会1各種感謝状・表彰状贈呈、特別講演及び祝賀懇親会を準備中

　会員の皆様の御協力をお願いいたします。

3．N駁K京浜製鉄所見学会の実施

　昨年度に引き続き新入社員、若手技術者を中心とした見学会を、NKK京浜製鉄所殿（川崎市〉の

御協力を得て、去る5月7日（水）実施いたしました．会員鷺名参加のもと．原料岸壁．原料ヤー

ドを車窓外に見ながら、第一鳥炉、転炉、連続鋳造工程等を見学．好評裡に終えることができまし

た。
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搬灘欝懸（§簸鋤簸縫．轡鰐）

窃．お知らせ

平成蓼年度後期のC亙W試験および研修会の日程を下記のようにお知らせいたします。詳細につ

いては．後臼送付する案内パンフレットをご参照下さい。また、締切りは同パンフレットに明記し

ておりますので、期揖までにお申し込み下さい．

　（勤平成ゆ年度後期認定試験のための研修会

　　東京地区1平成9年蓋0月遷臼〈土〉・5日（日〉

　　大阪地区1平成攣年笈O月4日（土〉・難日（日〉

　　北九州地区1平成ゆ年憩月盤日（土〉・27日（日）

　1鋤平成9年度後期検査事業者認定のための技術者試験

　　丑次試験　平成攣年10月26欝（鷺）

　　（東京地区／北九州地区／広農地区／大阪地区）

　　2次試験東京地区1平成9年鷺月6臼（土）

　　　　　　北九州地区二平成攣年12月6B（土）

　　　　　　広島地区1平成9年鍛月6日（土）

　　　　　　大阪地区1平成夢年12月7臼（臼）

卿羅漉喬嬢磁駕84咳聯騨
　ゼqW通信lRUM遡S』を刊行しましてから本年で扮年になります。磁W通信編集委員

会では内容の充実をはかるために、読者の皆様方より原稿を募集しております．より親しみや

すいゼqW通信濃UM墾E鋤にいたしたく、皆様方の原稿を募集しておりますので、奮って

ご応募下さい。採用の方には、些少ながら謝礼を差し上げますのでよろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CXW通信編集委員会
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囎糊賜嚇鰍’一，，
　qW通信rRUMPES」が釆年1月20日発行のVol．12Nα1（Winter1998）号から体裁，表紙を一新，リニュー

アルいたします。そこでこれを機に表紙デザインを読者の皆様から広く募集いたします。

　表紙デザインの応募要領は次の通り。

【応募表紙ラサイン】

　とくに指定はありませんが，非破壊検査のイメージを図案化したものを希望します。なお，投稿デザインは

国内タトで未発表のものに限ります。

【表紙デザイン作成要領】

　A4サイズを縦長とします。ただし，rRuMPES」のロゴを入れるため上部余自を70ミリあけてデザインして

下さい。拡大サイズで作成の場合は1～2倍までとします。なお，拡大した場合には拡大倍率に沿って上部余

白部を設けて下さい。また，彩色は1色（モノクロ，各種アミ可）とします。応募デザインには裏面に氏名（ふ

りがな），所属，住所，電話番号を明記して下さい。デザインは連名でもカ、まいません。なお，応募デザイン

は原則として特に申し出の無い限り返却しません。

【送付・問合先】

　（社）日本溶接協会溶接検査認定委員会事務局表紙デザイン係宛（〒101東京都千代田区神田佐久間町1－11，

産報佐久間ビル，TELO3－3257－1521，FAXO3－3255－5196）

【応募締切】

　平成9年11月20日必着でお願いします。

【入賞】

　最優秀賞・1点，記念品

　佳　　作・2点，RuMPES特製テレホンカード

【選考】

　入賞デザイン選考は，RuMPES編集委員会において審査いたします。

【発表】

　qW通信rRuMPES」Vol．12No．1（Winter1998）号の表紙掲載をもって発表といたします。

皆様のご応募をお待ちしております。

CIW通信VOL．11No．3（Summer1997）
　　　　　　　　　　発行日　平成9年7月20日

　　　　　編集・発行所　社団法人日本溶接協会

　　　　　　　　　　　　　溶接検査認定委員会

　　　　　〒101　東京都千代田区神田佐久間町1・11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　産報佐久間ビル

　　　　　TELO3－3257－1521FAXO3－3255－5196




