
Figure2.罫書き板の軌跡 
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免震・制震建物の被害調査 

 

Damage investigation of seismic isolation and response control buildings by the 2016 Kumamoto Earthquake 
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We report damage level of the seismic isolation and response control building by the 2016 Kumamoto Earthquake. By this 

earthquake, the response of the seismic isolation building where up to 46cm was recorded, but there was not the heavy damage 

caused by the earthquake. Therefore, this paper reports the analysis of the building reply from the observation record. 

 

１． はじめに 

本報では、平成 28熊本地震による免震・制震建物の

被害調査結果を報告する。特に平成 28 年 4 月 16 に発

生した本震では、ある免震建物の変位記録が観測され

た。そこで、その観測記録から免震建物の応答と地震

動との関係を分析した結果を報告する。 

２． 熊本地震における免震，制震建物の被災状況 

 調査した被災地域における免震，制震建物を表 1 に

示す。調査した制震建物は学校の耐震補強としてオイ

ルダンパーを使用した建物である。被害としては外壁

ひびわれ程度であった。次に、調査した免震建物は 4

棟で実施し、建物の構造躯体の被害はほとんどなく、

EXPJ及び非構造部材の被害があった程度であった。そ

のため、免震、制震建物とも所定の性能が機能したも

のと思われる。また、A 病院では免震層の変形が最大

で約 45cm観測された。 

Table 1. 調査した免震・制震建物の被災状況 

No. 種別 地域 震度  被災状況 

1 制補 菊池市 6弱 S中学校 外壁ひびわれ 

2 制補 菊陽町 6強 M小学校 外壁ひびわれ 

3 免震 阿蘇市 6弱 A病院 連結部の損傷 

4 免震 熊本市 6強 B病院 連結部の損傷 

5 免震 熊本市 6強 D共同住宅 外壁タイル剥落 

6 免震 熊本市 6強 F共同住宅 損傷なし 

 

３． A病院の近隣 K-net地震動記録 

Table1 に示したように、A 病院では罫書き式変位計

による変位が記録された。そこで A病院を対象に、今

回の熊本地震と免震応答について分析する。 

A病院は、16日の本震である布田川断層帯が右横ず

れ的に動いたことで、今回の観測記録の影響だと推定

されている.Figure1.では,調査を行った A 病院から東に

3km離れた K-netの一ノ宮観測地点（KMM004）[1]で観

測された 14 日と 16 日の地震波用いて算出した応答ス

ペクトルを示している.Figure1より 14日と比較して 16

日の地震波による応答値が大きいことから観測地点近

傍における建物の被害は 16 日の地震波による影響が

大きいと言える. また,16日の地震波は長周期成分が大

きいことがわかる. 

 

４． A病院の観測記録 

調査を行った A

病院は、公開資料

よ り 建 築 面 積

6000m2,RC 造 2 階

建ての中央診療棟

とRC造4階建ての

病棟が 1 階の床板

を共有し,全体とし

て一つの免震層に

支えられる基礎免

震の建物である . 

免震ゴムには鉛プラグ入り積層ゴム 45 基,天然系積層

ゴム 27 基が使用されている.Figure2.では免震層内に設

１：日大理工・教員・建築 ２：日大理工・教員・海建 ３：日大理工・学部・建築 

Figure1.応答スペクトル(10%減衰) 
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置された罫書き式の変位計の軌跡を示している.なお

この罫書き記録は、調査に行った際に写真として撮影

し、そのデータをもとに筆者らで平面上に置換した結

果である。その記録から、免震層の変位は最大で

45cm(トータル 90cm)を記録した。Figure1.より変位の

軌跡は最初に南北方向に大きく振れたあと,時計周り

に円を描くような軌跡をたどっていることが、公開資

料を参考に作成した簡易モデルと K-net の地震観測記

録から確認された。 

５． 地震時の挙動に関する検討 

 Figure2.で示したオービット図には大きく分けて以

下に示す 2つの特徴が確認できる. 

 ①短い継続時間で短周期的に南北方向に大きく変形 

 ②時計周りに大きく円を描くように長周期的に変形 

Figure3. では 16日に観測された EW方向の加速度波

形を示している. Figure4.ではこの波形を 20~30 秒と

30~40 秒の間で分割し FFT 解析により各周期における

フーリエ振幅スペクトルを求めた結果を示す。Figure4

より 20~30秒の間では 3秒程度の長周期成分以外に 0.3

秒程度の短周期成分が卓越している.一方 30~40秒の間

では周期 3秒程度の長周期成分のみが卓越している.こ

のように時間経過により地震波の周期特性が変化した

ことから変位の軌跡に上述した 2 つの特徴が表れたと

考えられる.これは右横ずれ断層による地震動の場合,

震央から離れた地点では継続時間が短く振幅の大きい

パルス波が表れ,観測される変位は断層面の直行方向

に卓越するからである。[2] Figure5.に示す断層の直行

方向が変位軌跡の特徴①の変形方向と概ね一致してい

ることがわかる.また、断層の延長線上にあるため、断

層始点からの波形成分が時間の経過とともに合成され、

A 病院近傍では長周期成分の波形が特に発生されたこ

とから、今回のように免震層の変形が大きくなったの

ではないかと予測される。 

６． まとめ 

調査を行った A病院の罫書き式変位計の軌跡から地

震時における免震建物の挙動について検討を行った.

活断層の位置及び時間経過による地震波の周期特性の

変化が免震建物の変形に影響を与えることを示した. 
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Figure3.16日の加速度波形(EW方向) 

Figure4.フーリエ振幅スペクトル 
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Figure5.熊本地震における活断層帯,医療施設および観測地点の位置関係[4] 

 

平成 28 年度　日本大学理工学部　学術講演会予稿集

 12


