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特別座談会
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｢地震国と免震｣｢免震エンジニアの育成」
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写真左から諏纈一起／和田章／可児長英／中西力／酒井和成／関戸博高

話し手●和田章

東京工業大学名誉教授
損侮制御設叶法の国内での提唱者として免震・制振を含む「耐震構造」「耐風構造」「大スパン超高層」「数値計算力学」をテーマに、免震犠造
の実用化に関する研究､地震を受ける鋼構造高履建築物の損傷制御に関する研究等を行っている。

纐纈一起

東京大学地震研究所教授
地震の震源過程や地殻・プレート柵造の解析等と通して、災害に結びつく強い揺れの再現と予測を目指した研究を行っている。最近の長周期地
霞勤の研究や､東北地方太平洋沖地震の震源の研究､関東大震災時の強淫勤の研究は一連のNHKスペシャルで取り上げられた。文部科学省地震
鯛査委員会強震動評価部会長､財務省地震保険制度プロジェクトチーム委員等の活動を通して、研究成果が社会に的確に活かされることを目指し
ている。

可児長英

一般社団法人日本免震構造協会専務理事
免鰹柵造の他全な普及と免鰹・制振技術の進展のため、関連する各種技術基準書．解脱醤､各種標準類の整備の活動を行っている。

聞き手●関戸博高

スターッコーポレーション株式会社代表取締役副会長
2013年スターツグループの建設会社スターツCAM(株)社長を経て現職。グループ各社の経営にたずさわる中､｢高床免震｣の開発等､永年免震建
築の普及とリスク・マネジメントの組織連携や高度化を追及している。

酒井和成

スターツCAM株式会社スターツ免制震構造研究所所長
大学卒業後､組織建築股叶事務所に勤務し、病院・事務所・レトロフィッI､など､多くの免震建物の設計に携わる。その後､信託銀行勤務を経て、
スターツCAMに入社。免狸の普及による安心・安全な街づくりを目指している。

中西力

スターツCAM株式会社スターツ免制震構造研究所設計統轄
大学在学中に免震と出会い術撃を受ける。建設会社設計部にて多用途の免震建物の設計や､新しい免震技術｢塔頂免震｣の開発･設計に携わる。(和
田先生監修)。スターツCAM入社後､免鯉の普及と開発・設計に遡進している。
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特別座談会●｢地震国と免震｣｢免震エンジニアの育成」

酒井：本日のテーマは「地震国と免震」と「建築業界の

にいたのですが､骨組みの変形がわかるぐらい揺れま

人材育成｣です｡｢免震」を核に、幅広い話題についてお

した。これだけ揺れたら周りのピルは倒れているかと

話いただきたいと思っております。

思ったら、外に出ても何も倒れていない｡「日本の構造

関戸：2006（平成18）年から和田先生・纐纈先生にご

は丈夫だなあ」と感心しました。

参加いただいております「リスクマネジメント研究会」

その後、自分自身が帰宅困難者になってしまい、テ

で､免震建物への地震計設置のアドバイスをいただき、

レビもなかったので、津波のことを知ったのは深夜。

東日本大震災での観測記録の分析結果を学会で発表さ

その出版社の社長の自宅に泊めてもらって、初めて気

せていただいたり、｢建築技術2013年1〜3月号」に記

がつきました。親が1948（昭和23）年に東京に引っ越

事として掲載させていただきました。

してきて建てた杉並の安普請の家に弟が住んでいるの

■●■

今回はさらに、一般のお客様や、まだまだ免震につ

ですが、ここも倒れていないかと電話をしたら､｢何と

いて知らない方々にも、地震と建築構造物、とりわけ

もない」という答え｡「あれだけ揺れて､何で壊れない

免震の建物について、どう考えていけばよいかという

のだろう？」と不思議でしたね。

ことを中心に、お話いただければと思います。

可児：私は、自分のオフィスにいました。6階建ての

０トー０１Ｉ

内容としては免震技術をいかに社会のために普及し

2階で､ふたつの棟でできているのですが､エキスパン

ていくか､安心で安全な建物を造っていくかというこ

ションを設けてあって、大きな揺れが3回く畿らいあっ

と、もうひとつは東日本大震災からの教訓をどう役立

たと思うのですが、揺れ始めたら、自分たちのいるビ

てていくかという、技術者としての心構えのようなこ

ルがもうひとつのビルと衝突する。この音がなんかも

とですね。これらを踏まえながら、座談会を進めてい

う、｢死ぬかもしれない」というような音なのですね。

ただきたいと思います。

だから、恐怖感はありました。
関戸：弊社の近くのピルも同じです。隣のビルとぶつ

かって、上からタイルが落ちてきました。ガッツン、
東日本大震災を踏まえて

ガッツン、ぶつかる。いつかは来ると思っていたのが、

５１

ついに来てしまった、たいへんなことが起こってし

まったという衝撃ですね｡｢企業人としては、今後どの
■東日本大震災で感じたこと

ように仕事を継続していくのか」というようなことを、
真っ先に考えました。

酒井：東日本大震災の時には、みなさんどうされてい

可児：ビルの横にもぶつかって、コンクリートが削れ

ましたか？

て、エキスパンションのところから粉になって噴き出

纐纈：実は私は日本にいなかったのです。前の月に、

してくるのです。それが恐怖感を増して､「これは普

ニュージーランドで大きな被害をもたらした地震が

通の地震じゃないな」というのが第一印象でした。と

あって、その調査で、ニュージーランドのクライスト

にかくインフォメーションと思って、テレビをつけて

チャーチにいました。1日目の調査を終えて、レンタ

いるうちに2回目が来たので､「ついに崩れるかな」と

カーを運転して帰る途中だったのですが､盛んに携帯

思いましたね。ビルは6階建てで､6階にいる人は、悲

電話が鳴る。でも、運転しているから出られなくて

鳴を上げていて、それがまた恐怖感を増すのですよ。

……結局､何も知らずにホテルでテレビを観たら、津

それから3回目がまた来たものだから､「これは、半端

波の映像がニュージーランドでも流れていて､「これ

な地震じゃない｣と思いました。

はたいへんなことになった」と思いました。

酒井；ずいぶん揺れ方がゆっくりだったので､専門家

和田：私は、新宿2丁目の出版社にいました。ものす

からすれば､「これは遠いな」という感じはありまし

ごい揺れでしたから､「あ−，地震で死ぬってこういう

たか？

ことか」と。7階建ての古いマンションの3階く守らい

可児：それは思いました。それにしても、「ここでこ
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れだけ揺れるなら、大きさがすごいだろうな」という印

性質があります。結果として、気象庁の地震計も頭打

象でした。揺れは12〜13分続いていましたから、そ

ちしてしまうのですね。それが、津波警報が正しく出

れにも驚きました。私の経験した中では、1944（昭和

なかった理由です。ただ､地震学的にはそうなのです

19）年の昭和東南海地震に次ぐ、衝撃です。みなさんは

が、建築学的にはまた別のいろいろな理由があるので

まだ生まれてないでしょうね。私は当時国民学校の1

はないかと思います。

年生で、とにかく立っていられなくて、庭の松の木に

酒井：みなさん､今回の地震で非常に恐怖を感じたと

しがみついていました。それが、これまでに経験した

いうことですが､阪神・淡路大震災から16年で同じク

いちばん大きな地震だったのですが、今回はそれとほ

ラス以上の地震が起こる可能性については、震災前か

ぼ同じように感じました。

ら感じておられたのでしょうか？

可児：戦時中だったので､すべてシークレットで､昭

纐纈：実際には予想していなかったわけです。南海ト

和東南海地震の当局発表はありませんでした。

ラフ(p､19「用語解説｣参照）の方は過去に起こった例

関戸：データも残っていないのですか？

があって、それは江戸時代の宝永の地震ですが、マグ

可児：いや、データはあると思います。だけど、私た

ニチュード8．6とかそれ以上と言われています。今回

ちは学校で｢地震の話をしちゃいけない」って言われ

と同じような超巨大地震と言っていいものですが、そ

ました。もう、日本が戦争で負けそうだったですから

れが東北地方太平洋沖の日本海溝沿いで起こるという

ね…･･･。

ことは予測されていませんでした。

なぜかというと、過去に例がなかったからです。今
■巨大地震と予知

回の地震は1000年に1回とか、あるいは、もうちょっ
と短くて600年に1回とか言われていますが、要する

纐纈：1948（昭和23)年の福井地震まで、日本は活動

に江戸時代より前というのは、史料がほとんど残って

期だったのです｡それからしばらくは､地震が少なかっ

いません。戦国時代あたりでほとんどの古文書が焼失

た。それが1995（平成7）年の阪神・淡路大震災以降、

してしまい、まともな資料が残っていない。平安時代

再び活動期に入ったと言われています。

に貞観の地震という超巨大地震があったらしいこと

関戸：東日本大震災では、言葉が悪いですが、あれだ

は､津波堆積物の分析から定着しつつあったのですが、

けの揺れでしたから、もっと壊れてもおかしくない状

そうした地震が､2011（平成23）年3月11日に起こる

況だったと思いますが、そうはならなかったという印

とは、誰も予測していませんでした。

象です。
纐纈：地震動的には、それほど強くはありませんでし

■「正しく恐れよ」

た。講演でいつも言うのですが､2003（平成15）年十
勝沖地震というマグニチュード8.3の地震がありまし

酒井；なるほど。震災後もなかなか予測は難しいとい

て、90と比べると大分小さいですが、それとほぼ同じ

う国の発表がありましたが、予測ができないというこ

ぐらいの揺れでした。地震はマグニチュードが大きく

とであれば､私たちはこの先どのように地震対策に取

なって規模が大きくなっても、揺れ自体は頭打ちする

り組んでいけばいいのでしょうか？

東日本大震災で「このくゞらいの規模の地震が
10年程度の幅はあるにしろ起こる」ということを
確信を持っては言えなくなった
(纐纈･一起）
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特別座談会⑧｢地震国と免震｣｢免震エンジニアの育成」

園建築墓準法に影響を与えた大地震

纐纈：いきなり難しい質問ですね。それは正直､私た
ち専門家もよくわかりません。要するに科学的に決め

1920

1923

大正関東地震（関東大震災)/M7.9
,RC造りの耐震性の高さ、
特に耐震壁の耐震性が立証される

1933

昭和三陸沖地震/M8.1
レ津波の被害大

1944

昭和東南海地震/M7.9
し東海地方の軍需工場に壊滅的打撃
昭和南海地震/M8.0
福丼地震/M7．1
，震度VIIが設けられる

年代

られないということですね｡「このぐらいの規模の地

震が､10年程度の幅はあるにしろ起こる」ということ

1930

年代

を､確信を持っては言えないということが､今回わかっ
７●承１ｔ８
呼玲ｆＩ可目争専ｆＸ
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たわけです。そういう状況の中で､みなさんにどうし

1940

年代

ていただいたらいいのかは、私たちも模索しています

1946

し、それを受け止めていただく側も、いろいろ模索さ

1948

れている状況じゃないかと思います。

1950

関戸：先生は以前､｢正しく恐れよ」と言われていまし

年代

たが、まさにそういうことですね｡｢起こり得ることは

1960

1964

年代

起こる」ということで､大きさはいろいろだけれども、

＃

1968

とにかく地震は起こる、ということをまず前提に、私

ｆｆ

たちも生活設計なり、人生設計も含めて考えなさいと
いうことですね。講演では､「どこでも震度7の地震は

１

起こり得る。だからそれなりに、しっかりとした建物

1970

1975

年代
1978

を建てなさい｣ということだったと思います。
ぜ'

纐纈：まさにそうです。陸地の地震に関しては、基本

1978

的には活断層(p.19「用語解説｣参照)で起こるという
ことは理論的に確立されています。ただ、その活断層
I

がどこにあるか、ということがどのく、らいわかってい

るかを問われると、非常にあやふやな状態です。今、

政府が活断層として認定して予測などに採用している

1980

1990

I

1993

1993

いた痕がちゃんと見えていて、そこを掘ってみて、大
1995

体何年く稲らい前に地震が起こったか、ということがよ

↑

くわかっているものです。

でも、実際にはその100倍く鈩らい隠れてるものがあ
るだろうと、私自身は思っています。さらに、地表に

2000

新潟県中越地震/M6.8

レ長周期地震動が社会的関心に

2007
2008

2010

年代

，釧路気象台で900Gal以上の加速度
記録にもかかわらず建物被害小
北海道南西沖地震/M7.8
陰奥尻島で津波被害
兵庫県南部地震(阪神，淡路大震災)/M7.3
惨旧耐震基準の建築物の被害大、
土木構造物の被害

2004

せん。そうなると、結局､地震動の予測モデルに組み
入れられないものが､多分10倍ぐらいあり、他に地表

釧路沖地震/M7.5

十勝沖地震/M8.0

地面の変形として見えていても、実際に前回いつ起

ので、それは今後の地震の予測モデルとしては使えま

日本海中部地震/M7.7

2003

年代

こったのかがわからなければ､再来周期がわからない

大分中部地震/M6.4
レピロティ建築物の被害
伊豆大島近海地震/M7.0
似非構造部材の被害
宮城県沖地震/M7．4
，ピロテイ建築物．ねじれによる被害、
造成地・ライフライン・非構造物材の被害

傍日本海沿岸での本格的な津波被害

年代

ものは約100件あります。それは､地表に活断層が動
1

1983

年代

新潟地震/M7.5
傷液状化の危険性を露呈、
強震計による初の加速度記録
十勝沖地震/M7.9
PRC構造物柱のせん断強度．変形性能の
不足による被害大

2011

レ山越村など土砂被害による家屋の倒壊
新潟県中越沖地震/M6．8
陽原子力発電所に初の地震被害
岩手宮城内陸地震/M7.2
少大規模な±砂災害が発生
東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)/M9.0

に表れていないのもたくさんあると。

関芦：最近起こった2004（平成16）年の新潟県中越

た結果が違うというのは、そういう隠れた活断層が

地震も、2008（平成20）年の岩手・宮城内陸地震も、

いっぱいあるからなのです。ただ、それらが日本全国

起こる前まで痕跡がはっきりとは出ていなかったそ

に隠れているとすれば､マグニチュード7程度の地震

うですね。

なら、日本中どこでも直下で起こると思っていただく

纐纈：結局、政府が出している予測と、実際に起こつ

しかない。平野の直下でマグニチュード7の地震が起

6
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これば､直上では震度7になりますから、どこでも震

の揺れの違いはあまりなく、日本中どこにいても、対

度7は最悪想定として覚悟していただく必要があると

策・備えを忘れないようにしなければならない」とい

いうことになります。

う講演会での話を伺って、エンジニアとしてすごく響

和田：先生が言われたように、600年とか千数百年間

き、お客様にも説明しています。先ほどの活断層の話

隔で起こるとしても、「5年先までに絶対ありますよ」

も、非常に勉強になりました。

とか､｢50年先までに、絶対ありますよ」などと言うの

纐纈：でも、震度7にも耐えるように設計するのは、

は、多分難しいと思います。

かなりたいへんなことではないでしょうか。

関戸：意味がないということですね。
和田；だから、当分来ないからとりあえず弱く造って

■地震の揺れと地盤

おいて､そろそろ来そうだから強く造って､なんてやっ
ていたらダメなわけです。震度7といってもいろいろ

関戸：今の耐震基準でいけば､何とか持ちこたえられ

ありますが､「これぐらいは考えておいてくださいよ」

ます。免震だったら今のところは全然問題ないです。

と素朴に言っていただいたら、それに耐えられるよう

ちょっと余談になりますが、私の家は行徳で､利根川

に造るしかないということです。東京という都市自身

沿いに震源があると、やたらと揺れを感じる。けれど、

は､1603年からすでに400年以上過ぎています｡だから、

違うところが震源だと、近くても揺れない。その地下

建物を建てて壊すまでの数十年間に来なくても、同じ

構造みたいなものは解析されているのでしょうか？

敷地にまた同じものを造り換えるなら、いつかは来る

纐纈：今の利根川は、徳川家康がもともと江戸川あた

のだから全部を強くしておいた方がいい。

りに流れ出ていたのを、銚子の方につけ替えたもので

関戸；地震予測という問題の立て方そのものに、意味

す。ですから、昔の利根川流域は地盤がよくない。関

がないということでしょうか。

東大震災の時も、飛び地みたいに震度7が春日部や草

和田：そうではなく、「どうして地震が起こるか｣とか、

加あたりにあるのは、その影響なのです。つまり、揺

｢今の、実は100倍ぐらい活断層があるかもしれない

れやすい道に沿って、大きな揺れも伝わりやすいとい

ですよ」とか、リアルな情報を地震学者からエンジニア

うことはあると思います。

が聞いて､「あ、そうなのか｣と気づいてもらえる方が

関戸：テレビで東京は震度1とか出ても、我が家は震

価値があると思いますね。

度3ぐらいの感じを受けます。けれども、神奈川とか

中西：私も、纐纈先生の「震度6強、7クラスの地震

もう少し西の方で起こった時には､東京で震度3とか、

は、日本中どこでも起こる。震度6強と震度7の地震

神奈川で震度3でも、行徳ではほとんど動かないこと
もあります。そういう違いもあって、今後､｢地震が

I

1

1
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起こった時の危険度マップ」のようなものはあるので

強弱強弱以

ID

■■■■■■

璽＆

しょうか？

纐纈：結局、地震が起こる場所というのはなかなか予
測が難しいので、なるべくいい地盤のところに建てる
ことが重要ですが、だからといって地盤が悪いから建

物を建ててはいけないということではない。その地盤

下

なりの建て方をすればいいことで、それがまさに､｢正
しく恐れる」ということだと思います。茨城県南部と
か千葉県北西部というのは地震の巣で､東京で感じる

訂Rn

有感地震のほとんどがこのあたりです。このあたりは、
し ↓ 唾 、

フィリピン海プレー1、(p.19「用語解説｣参照）と太平
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洋プレート(p.19「用語解説｣参照）が衝突していると
■東京湾北部地震の震度分布図（中央防災会議による）
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ころなのです。

て、移転がいつになるか、暗礁に乗り上げてしまった

関戸：直下型の地震の場合､揺れている時間は短くて、

わけです。

阪神・淡路大震災でも20秒く、らいですね。

関戸：纐纈先生にお聞きしたいのですが、地震動に

纐纈；そうです。それはどうしてかというと、地震の

よって木造が倒れたり、そうではなかったり｡…･･建

規模に比例して断層面は大きくなっていくからです。

物が壊れやすい地震動と、そうでない地震動がある

例えば､秒速2キロく､らいで断層の割れというのは伝

のでしょうか？今回の東日本大震災では、仙台の

わっていくのですが､500キロあれば500÷2で250秒。

建物は割と壊れてなかったなという感じがあって、

だから、最低でも5分く需らいは揺れが続きます。それ

石巻の方にも行きましたが、そこでも意外に壊れて

プラス、東京だとしたら、関東平野が表面波(p.19「用

いませんでしたね。

語解説｣参照)という波を作る影響で､合計10分以上に

纐纈：ご質問の主旨で言えば､地震の規模が大きくな

なります。

るほど、マグニチュードが大きくなるほど、本体から

関戸：関東平野のなかで波が行ったり来たりすると、

出てくる揺れは長周期になります。そういう影響があ

直下型でも行ったり来たりになってしまう。

るのと、もうひとつは非常にプリミティブですけれど、

纐纈：1923（大正12）年の関東大震災の場合は海溝型

要するにかなり沖合の遠い場所で地震が起こったとい

(p.19「用語解説参照)ですが､同時に直下型(p.19｢用

うことで、その距離のために揺れ自体があまり大きく

語解説｣参照)でもありました。例えば､神奈川県では

ならなかったということが関係していると思います。

まさに直下で起こっているので､鎌倉や小田原では、

関戸:木造が壊れやすい地震動とそうではない地震動、

阪神・淡路大震災のように短いけれど､すごく大きな

鉄筋コンクリート造はけつこう壊れたけれど､木造は

揺れになりました。それがちょっと離れた東京あたり

意外に大丈夫だった、そんなことってありますか？

になると、直上の影響よりは、平野で揺れが長時間に

和田:木造も､古いのは壊れてないわけじゃない。ただ、

なったり、増幅されたりするという影響が大きくなり

雪国の木造住宅は､雪が積もっていなければ､全体が

ます。東京大学で取れた記録が残っていますが、かな

軽くなるので作用する地震力が小さくなり、相対的に

り長時間の揺れになっています。

雪のない地方の建物より地震に強いといえる。

和田：昔から人が住んでいる、縄文式とか弥生式土

纐纈：揺れの被害は、宮城より福島の方がひどかった

器が出るような場所は、大体地盤がいいところなの

という話も聞きますね。

ですか？

和田:土蔵みたいなものが壊れたりしています。でも、

纐纈：そうですね。江戸時代でも、人が住んでいると

ほとんどの人が津波に注目していたので､建築の被害

ころは割合地盤がいいですね。川のそばでも自然堤防

は注目されていません。

みたいなところに住んでいたりして･･･…。昔から人が

閏戸：そうですね。仙台も過去に何度か地震があって、

住んでいるところは､基本的には地盤はいいようです。

建物もよくなっているということかもしれませんね。

関戸：吉原のあったあたりは埋め立て地で､江戸から

言うとはずれの町で､埋め立てて作った地域なので、
関東大震災ではずいぶん被害が大きかったようです

2

建物の耐震性と都市の地震リスク

ね。

纐纈： よし ですから、葦が生えているようなところ
だったのです。

■日本人の国民性と防災感覚

和田：この前､東北の方へ行って、高台の移転先の木
を切り取って､「さあ」と思ったら、縄文時代の遺跡が

酒井：地震のお話をいろいろ伺いましたが、建築の方

出土して発掘作業になってしまった。そもそも高台を

に着目していくと、天井材や外壁材の落下などの報告

集落に選んだ、昔の人は賢かったのですね。結果とし

が多くありました。今回の震災を教訓として､｢建築面

8
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でわかったこと」と「まだまだこれから研究しなけれ

でなくてはならないのか、それとも、前と同じ場所で

ばいけないこと」をお話いただければと思います。

あれば風景は変わってもいいかということを聞きまし

和田：揺れの方の問題の前に、津波のことに触れても

た。それはもう新しい故郷でいいのではないかという

いいですか。つい1週間前も石巻や女川に行ってきた

お答えでした。だから、津波が来るところに木造の家

のですが、防潮堤といっても高潮対策程度。ああいう

をまた建てることにこだわらなくても、防潮堤もほど

所に町を作って住んでいらっしゃる人も、建てた人も、

ほどにして、高層ビルを建てたらいいのではないかと

少なくとも岩手県の人たちは津波が来ることは知って

私は思うのです。この考えには､徐々に賛同者が増え

いたはずなのに、どうして同じことを繰り返したのか

ています。

なと思っています。

建築については、天井が落ちたとか、いろいろあり

自分も耐震工学をやってきたのに、あのあたりの温

ます。エンジニアは誰でも紙の上やコンピュータの

泉に行ったり、お魚を食べに行ったりして､「こんな

画面上に描いてモノを考えますよね。しかし実際の

ところに住んでいたら危ないですよ」などとは一度も

揺れは左右だけでなく、前後も上下もあるから三次

言ったことがない。恥ずかしいというか､｢耐震工学を

元の動きです。紙の上で考えてモニター画面で議論

やっていました」などと言えないなと反省しています。

していて、実際は三次元の揺れが同時に起こってい

東日本大震災のあと、「みんなで高台に移転してくだ

るということを忘れていたということがありますね。

さい」って言いましたが､南三陸などでは､やはり「こ

おそらく、天井が落ちたりする原因はそのあたりに

こに住むな」と言うのは無理だと思うく韓らいの平野が

あると思います。

広がっています。岩手県のあの一本松があるあたりも

関戸：纐纈先生の共著で､「いくつかの地震は一緒に

そうです。そうすると、どうしたらいいのだろうと悩

起こる可能性があるが､今回のように200キロの範囲

ましいです。

で同時に起こるというところまでは想定されていな

関戸：そうですね。住んでいたところは、真っ平らで

かった｣とあったのです。

すものね。その周りは山になっていますし。

私たちも同じようなことがあります。先ほどの三次

和田：寺田寅彦さんの「津浪と人間」という本に､｢高

元で考えるとか､連結して捉えるとか、なかなか思考

台に行けって言ったって、またみんな戻ってきてしま

が通常の枠を超えられないジレンマがあります。

う」というくだりがありますが、あそこに住むなってい

和田：纐纈先生もあの地震を受けて、いろいろとお考

うのは難しいと思う。その後､何度か海外へ行く機会

えになることはあったと思うのですが､哲学の先生が

があって、シンガポールのいちばん南の、屋上にプー

第一に言われたのは「日常的思考に於いて自明視され

ルが載っているビルのあたりまで行くと、木造住宅は

ていた事柄を問い直す｣ということ。だから、これまで

ほとんどなくて、みんな高層ビルか高層マンション。

当然と思っていたことも疑う必要があると言われてい

中国のいろんな町へ行っても、一戸建てに住んでいる

ます。第二は､｢異質の他者の存在を受容し、理解し、

人はほとんどいなくて、津波の来そうなところは20〜

共感しうる」こと。建築の構造を力学だけで話すので

30階建てから50階建てくゃらいの高層ビルにしていま

はなくて､纐纈先生のお話や哲学のお話を聞いて自分

す。それで､｢漁業関係者も農家の人も高層ビルに住ん

の考えを見直す。第三番目に「異質な声を聞き分けつ

だらいい｣と、最近では書いているのです。

つ他者に応答する｣。そういうことが大事だと。これ

関戸：漁師さんや農家の人たちが、みんな高層ピルに

は構造設計でも同じで､紙に書いたルールを満たせば

住んでいたら、不思議な光景ですね。

仕事が終わりというふうにやっていたらダメいうこと

和田：先週は、東北大学のドイツ哲学の先生のところ

です。

に地盤工学の先生と訪ねたのですが､人間には誰でも

纐纈：やっぱり、普通の人間が経験してないことを想

｢故郷」があって、そこにまた戻りたいという感情があ

像するというのは、非常に難しいですよ。それが、今

るという話を聞きました。では「故郷｣は前と同じ風景

回の地震学者の教訓です。そして、おそらく今後も難

9〜免侭 チカラ効果立繩から肛樅へ〜
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構造設計でも同じで、

紙に書いたルールを満たせば仕事が終わりという
ふうにやっていたらダメということです
(和田章）
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しいのではないかと思います。ではどうしたらいい

かつた。

かですが、例えばインドネシアのスマトラ島で過去に

関戸：そういう災害に対しての対応の仕方に、文化の

マグニチュード9の地震が起こったことは専門家も研

違いは大きく影響していますね。

究し、自ら調査した人もいて､確かなことなのですが、

和田：神殿造りも、シンガポールとかスマトラとか、あ

｢同じことが日本でも起こるかもしれない」という想

のあたりの文化が伝わってきたという説があって……

像力を働かせることはなかなか難しいですね。

だから、ピロティの上が高床式の建物になっていたり

・ｒｔｒ矛ｆ尹０Ⅳ０１０やｌｆｒｆＨ■Ｅ３い齢ｆとち制ＰｆＢ示し︲日ｒｆＰ︲●．●
し︑児ｎＦケ宏画Ｐ︲巴
ｆｐＩ■Ｋしｔｖ鷹ぜこｇ４Ｌ〃ｇＲ１Ｉ△リザゼｔ４ｆ１ｌや０︐８ｊ■Ｂ〃ｑＪＵｒＭトー１．９︑Ｆ１■

それはなぜかというと、過去に起こっていなかった

します。もし流されたり、壊れたりしたら、また直せ

からです。日本という国が経験していなかったこと

ばいいという哲学が日本に来て、染みついているので

が、日本で起こるということを想像するのは非常に難

はないかと、哲学の先生も言っています。

しくて、専門家ほど逆に難しいのではないかという気

可児：このところ、木造がだんだん減ってきて鉄筋コ

がしています。

ンクリートがすごく多くなった。そうなると、簡単に

和田：なるほど……。

造り直しましょうというわけにはいかないから、これ

関戸：「島国根性」というか、日本人の特殊性が影響し

からは少しずつ変わっていくような気がしますね。

ていませんか。アジアに行って見てくるといろいろな

関戸：先日もある外国人の女性と話していて、彼女が

気づきがあるのですが､普段われわれは何となく「日

日本の古い映画を見て､｢戦前からずっと、日本人は変

本では起こらない｣とか「日本は安全｣と考えがちです。

わらないね」って言うのです。戦後生まれからすると、

東南アジアだと水1杯飲むのにも神経を使い、なぜか

「これだけ変わってきているのに……」という思いの

向こうでは危険を感じるアンテナが立つのですが、日

方が強いのですが、外から見ると変わっていないらし

本へ戻れば安心という感じがどうしてもありますね。

い。表面的には都市や建物もどんどん建て直されて、

そういうことが､物事の思考回路にも入り込んできて

変化そのものが常態になってしまっている。だから、

しまって、スマトラ島であれだけの地震が起こったの

変わっているとわれわれは思っているのだけれど､変

に、日本は日本だという……そういった特殊性が､技

わっていない。文化的に自然の猛威に対するあきらめ

術者にもあるのではないかと思ったりします。

や、不徹底さがどうしてもそこにあるのかなと……。

和田：そうした死生観とか人生観についても哲学の先

和田：ヨーロッパやアメリカの近代建築を見て､「日本

生に聞いてみたのですが、ヨーロッパのキリスト教信

に近代建築を」ってやっていた建築家が､若い頃はジャ

者は死んだら天国へ行くと信じていて、今はたまたま

ズとかクラシックとか西洋音楽にかぶれていたけれ

現世に物理的に存在しているというような考え方で

ど､60歳にもなると、「やっぱり演歌が、いちばん似合

す。おそらく、日本人も別に仏教信者でなくても、｢最

うな」などと平気で言う（笑)。なかなか、日本人に流

後は天国に行ければいいな、だからふだんは悪いこと

れている気持ちは変わりにくいと思います。

をするのはやめよう」というような感覚でしょう。だ
から､｢生きている間に地震が来て、死んでもまあ仕方

■コミュニティの重要性と井戸

がない｣のような感じです。

一方、イギリスのロンドンは17世紀に大火があっ

和田:｢Socialcapital｣(社会関係資本）っていう言

て、そのあと何十年もかかって燃えない街を作って、

葉があるのですが､私たちが子どもの頃は、家に鍵な

第二次世界大戦でドイツが攻めてきても街は燃えな

んて締めませんでしたよね。子どもが遊んでいて、裏
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庭に垣根があって、木戸を抜けて、隣の家の中を通っ

う話を聞きました。

て、向こうの公園へ行く。そんなふうに、みんなで保

閨戸：浦安にあるホテルにも掘ってあったのですが、

つ社会の価値「Socialcapital」は、だんだん崩れて来

あの液状化でも井戸は壊れなかった。塩ビ管を使って

つつあるのだけれども、日本はもともとそのレベルが

いますけれど、地盤改良したせいか、あれだけ地域全

高いそうです。だから、警察もあまりいらないし、泥

体が側方流動しても大丈夫でした。3.11の時も、地域

棒もあまりいない。それが､地震が起こって、村が流

の方々に水を供給したり、このホテルが免震であった

されて、みんなバラバラに住むようになると、お互い

こともあり、ガス会社の復旧対策本部にもなりました。

に心配だから鍵を締めるようになる｡｢Socialcapital」

可児；井戸のアイデアというのは、本当に素晴らし

が壊れてしまうのでたいへんだという話を聞き、「な

いと思います。井戸と、それにトイレがついていま

るほど、その通りだ｣と思いました。

すよね。

纐纈：津波の被害を受けた地域のコミュニティの存続

閏戸：そうです、井戸だけでなくマンホールトイレも

が非常に厳しい、という話はよく聞きますね。津波も

ついています。

その理由なのですが､地盤沈下が最大1メートルく、ら
いあって、ある部分は満潮時に水没してしまうような
ところが､依然として残っています。そういう社会を、

3

免震関連の話題

今後どのように存続させていくかというのは、非常に
難しいと伺っています。

関戸：スターツの免震についてお話しすると、都心に

■地震を体感する起震車

近いエリアでは井戸やかまどを設置して、いつでもそ

の井戸を、周りの人でも使えるようにしました。想い

和田：2005（平成17）年に福岡県西方沖地震があった

とすれば､本当にコミュニティというか井戸端会議が

時、その次の日に福岡市内の免震マンションを訪ねて

できるような場所になればいいなと。

歩いたのです。分讓の免震マンションなんですが、た

安全というのは建物が安全というだけではなくて、

またま訪ねた若夫婦が地震のときには街中にいて、家

まさにコミュニティが壊れることが生きていく上で障

に帰ったらたいへんだろうなと思って帰ったら、何と

害になるわけですので､建築計画なり、都市計画なり

もなかった。それで初めて自分の住んでいるマンショ

の中で、そういったコミュニティをどう作っていくか

ンが免震だということに気がついたって(笑)。福岡だ

というのは、非常に大事だと私は思っています。震災

と免震もそれ以外も同じ値段で売り買いされているこ

が起こった後、私もすぐ現地の避難所に行きました。

ともあるようです。高層免震マンションでは、基礎を

体育館でみなさんたいへんな思いをしながら大人しく

固定で作って、全部の柱や梁が太くなることに比べれ

住まわれていました。しかし、実際に自分の村へ帰っ

ば､免震の方が全体的に柱・梁を細くすることができ

たら、もう住めないようなところになっている。本当

て、免震装置の費用を含めても、建設費が安くなる場

にコミュニティが壊れると、生きるか死ぬかというと

合もあるのではないですか？

ころまで行ってしまう。

中西；近い将来､地震が来ると思っているお客様の場

纐纈；あの井戸は、とても評判がいいのではないです

合､一般的な構造（耐震構造)だと補修費がかかること

か？すごくローテクではあるけれど、防災とか復興

を考えれば､保険的な意味でその増額分もご理解いた

という意味では、すごく象徴的です。

だいています。

中西；井戸の数は今のところ、120カ所ですね。浦安

閏戸：スターツの場合は賃貸のオフイスやホテル、ア

でも免震と井戸がセットで設置されているところが

パートを造っていますから、免震だとそれに見合う

あって、井戸が免震の目印になり、東日本大震災に連

だけの家賃が入るので、免震が本当に高いのか安い

続する余震の時には、近所の人が集まってきたとい

のかというと、それは一緒ですというのが結論です。

11〜免溌のチカラ効果立柾からI1磯へ〜
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投資額は上がるけれども、収入もその分増えるので、

合と、賃貸で建てる場合があって、どちらのお客様に

実質高いかどうかというのは、また別の目盛りにな

も乗っていただかないといけないので､2台は必要と

ると思います。

いうので作りました。運動会だとか、お祭りだとかに

和田：買った方も、住んでいらっしゃる20〜30年の

も貸し出して、体験してもらっています。ただ、以前

間に本当に大きい地震が来て、無被害で済めば､結果

から大学の構造研究室にも貸し出したいと思っている

的によかったということになります。

のですが、まだどこからも声がかかりません。

関戸：和田先生と最初に出会った8〜9年前でも、ま

可児：それは知らないだけなので､先生方にお知らせ

だ｢免震」という言葉が難し過ぎてお客様には通じな

すれば、きっと希望はありますよ。

かったのです。だから、建築技術の言葉も、地震学の

関戸：東日本大震災の地震動も入れてあって、さっき

言葉も、わかり易い伝え方を工夫しないと、なかなか

言われたように､ガーンと来て､それが収まるかと思っ

うまく伝わらないなあ、というのは感じていました。

たら、またガーンと来る。

それで起震車を使って、体感でその大地震の凄さを感

纐纈：じゃあ、大学でもぜひ使わせていただきたい

じてもらうのがいちばん手っ取り早いと思って始めま

ですね。

した。

関戸：先生はニュージーランドへ行っていて、ご自身

可児：結果的に、それがいちばんよかった。スターツ

は体験していないとのことですからぜひ。東京大学へ

さんが最初に起震車を作られたので､私も体験させて

持っていきますので研究所に1日置いて、学生の方々

もらいました。私たちはエンジニアなので､大体どの

にも先生方にも乗っていただきたいですね。まずは体

ような揺れ方をするのかわかっているし、起震車にも

験することが､すごく大事だと思います。

何度も乗っているのですが、これほどリアルなものの

中西：体感だけでなくて、振動台の模型も購入しまし

経験はなかったですね。三次元で揺れるので､次ぎに

て、視覚的に、免震と耐震の違いがわかるようなもの

どのような揺れが来るのか想像がつかない。消防署に

もございます。体感と視覚両方あることで､お客様も

あるのは一次元で揺れるので､乗ってから構えられる

より理解しやすくなっています。

0
F

１１

１１
Ｅ０９ｇ

！

二ｆｂ

I

のです。地震が来るぞっていうので､構えていれば全
然問題がなくて、恐怖感が出てこない。ところがこれ

■変位計でわかったこと

は、次にどう揺れるのかがわからないので､｢怖い」と
︒●ｂｃ９Ｕ﹂▽■ア

感じます。これなら一般市民の人にもわかってもらえ

可児：スターツさんの免震建物のおそらく75％く､らい

るなと思いました。

に変位計(p.19「用語解説｣参照)がついていると思い

貞面岳憧ＩＵ︒９℃ｌ■０○い６ｒ６ＵＡＩ

免震というのは動力学(p.19「用語解説｣参照）の範

ますが､私はあれがすごいなと思いました。自分たち

鴫ですので、これを言葉で一般の方に理解してもらう

が建てた建物に変位計がついているという企業は少な

のは、土台無理な話。その点、あの起震車というのは

いですよ。4件に3件はついているということですか

身をもって体感できるので、いちばん説得力があると

ら、ある時代からは全部の建物につけたということで

思います。

すよね。

関戸：現在は、2台所有しています。分譲で建てる場

関戸：そうですね。

り︲帥６８

コミュニティが壊れることが

生きていく上で障害になる。
建築計画､都市計画の中でそういったコミュニティを
どう作っていくかが課題
(関戸博高）
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可児：それがたいへん役に立って、いいデータが取れ

受けてから何回、何センチ動いたかという数値がトー

たと思いますよ。さらに、地震計も設置されていまし

タルでわかります。累積変位が今回は20〜30メー

たよね。

トルぐらいだと思いますから、ダンパーやその装置が

関戸:これは当初､先生方に相談してつけたものです。

持っている累積の保有エネルギー量が例えば300メー

可児：変位計と地震計の両方がついているだけでな

トルだとすると、10分の1使ったわけです。まだ残

く、応答解析技術があるということで、実証が精度高

りはたくさんあるから、次の地震が来ても、大丈夫だ

くできるようになり、検証ができてよかったなと思っ

というのがわかります。

というように、変位計の効用というのが改めて出て

ています。

関戸：こんなに早く役に立つとは、思っていません

きた。これは、今おっしゃった保証にもなるけれど、

でした。免震を始めた10数年前に、当時､免震の実

実は建物がどれだけ仕事をしたかというのが､累積を

績が少ないスターツが、建てていただいたお客様に、

見ればわかるわけです。建物に本来与えられた、60年

どのように保証するかということを一生懸命考えた

間になすべき仕事というのがあるとすると、それを何

結果が変位計でした｡｢想定外」のことがない限り、計

パーセント果たしたかがわかるというのは素晴しいと

算通りの動きをすることを保証するためには、記録

思いました。

を残さないといけないと．…･･･建物については、少

関戸：なるほど、そういう見方をすると、確かにそう

なくとも20年間保証していくということもやりまし

かもしれません。

た。免震技術の上ではまだ名もない企業でしたので、

可児：協会としては今､会員に向かって「変位計だけ

社会的な認知度を高めようということで、自分たち

はつけてください」と言っています。鋼材ダンパーや

の手でデータを収集して、構造計算が間違ってない

鉛ダンパーならあとどのく、らい累積の能力があるとい

ということを証明するために地震計もつけました。

うのが､全部計算できる。これはすごいと思いました。

可児:今回の東日本大震災の変位計の分析から､「いっ

今､国が長周期長時間地震動(p.19「用語解説」参照）

たい建物がどのようにどれだけ動いたのか」がわかる

というのを研究中ですが、発表された時に、たとえば

ようになりました。マグニチュード5以上の余震が、

20分と言われたら、その間に何サイクル建物が動き得

震災後の1カ月足らずで、400回くゃらい起こっていま

るかを予測する。纐纈先生に聞かないとわかりません

す。その際に免震装置がどこまで耐えられるかとい

が､余震が半年問く．らいで､今回の東日本大震災の、例

うのを気にしていましたが、それを数値でハッキリさ

えば10倍とか100倍あったとすると、数百回では済ま

せてくれたのが変位計なのです。建物がどれだけ動

なくなります。その時の応答量をずっと蓄積していく

いたかを累積していくと、その建物が過去に地震を

と、この建物がどれだけ持つかというのがわかると思

』0
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日本で建築系の大学は全部で100く、らい。
ｌｒｌＩｉ

その中で､動力学を教えているところは20以下。
ほとんど動力学に触れる機会がない
(可児長英）
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のです。

震装置は、いったいどこまで耐えられるのかという実

和田：変位計は、新しいのに取り替えないと、わから

験です。そのときの累積変位が300メートルぐらいで

なくなりませんか？

したから、今回の地震を20〜30メートルだったとす

可児：そのままにしておくと、ステンレス板の真ん中

ると、まだかなり耐えるという計算です。

が次第に削れてきます。すごく小さい微振動が多いの

和田：それは東京で､ですよね。

で、だんだん面積が増えて凹んでくる。何回削れたか、

可児：東京の場合は2〜3メートルだったので、まだ

深さから推し量れます。そうすると、2〜3ミリの範

100倍く、らいの能力があるということです。

囲に穴が開いたとしても、その累積変位は2ミリの数

和田：その実験は、休憩なしだったのですか？

千倍しかありません。ところが､大きく移動したのが

可児：そうです､3日〜4日間でした。人間が寝てい

2回く、らいあると、これだけでもう3メートル累積し

る問は機械も止まっていますが、スイッチを入れると

たというのがわかるわけです。例え取り替えられなく

また動き出して、300メートルのところで終わった。

ても、これを見ればどれだけ仕事をしたかというのは

ということは、他の装置も、累積変位量を調べておい

わかります。

た方がいいと思います。

中西：｢建築技術」にも、スターツのデータを掲載しま

和田：石巻の赤十字病院で､免震ダンパーをはずして

した。関東の建物のデータでしたので､累積変位は

きて調べた結果､バージンでテストした全能力に対し

3メートルく舗らいになりました(｢建築技術」掲載論文

て、あの地震で受けた影響は、せいぜい10％だったと

p.31の図20を参照)。

報告されています。

和田；私も「建築技術」に掲載されていた、スターツの

可児:まだ90パーセントの余力があるということです。

論文にあった図を見ていたのですが、いちばん大きい

それだけ､免震ダンパーの能力というのはすごいとい

ところが8センチというのは振幅の十一の絶対値？

うこと。最近､｢想定外と言ってはいけない」といわれ

それとも……？

るようになった。私たちが知り得る最高の技術を目指

中西：片側の最大値です。

さないと、現時点でわかっていることのもうちょっと

和田f要するに、全振幅で16センチということですね。

先を見据えた設計というか……そういうのが､今後は

0から見て8センチですね。免震構造の設計をしてい

大切だと思います。

る時は、積層ゴムが柔らか目だったりすることも考慮

中西：設計者としても余力がどれく余らいあるとか、そ

して､片振幅40センチく、らいで考えて設計しています。

ういう数字を把握しておくことは、大事なことだと思

この数値から考えると今回は、私たちが考えている設

いますね。

産

#
八日６日
ｆｒｌｆ芯皿

リ
i

計用の地震動の4分の1く、らいだったことになる。し
かし、もしもこれらの免震ビルが片側振幅が40センチ
０

まで動くような地震動が東京に襲ってきたら、あの時

エンジニアの現状・育成・教育

の4倍ですから基礎固定の普通のビルはたいへんなこ
とになります。

可児：昨年､E‑ディフェンス(1)19「用語解説」参照）
r

■国の墓準よりも自分の原理原則を持つ

という文部科学省の実験施設（兵庫県三木市）があり
まして、そこで免震装置の破壊実験をやりました。免

可児：建築の設計者がすごいなと思うところは、最終
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的な姿を想定しているという点です。たとえば機械設

な建築基準法に則って造られたであろう建物が、メ

計の分野の人って、最終形を想定していないですね。

チャクチャに壊れていたり、大丈夫だったりしている

弾性範囲(p.19「用語解説｣参照)で勝負しているので、

のを見て、やっぱり建築基準法をベースにして設計し

疲労破壊はありますが､壊れるということは想定にあ

ていてはいけないのだろうなということを、いちばん

りません。ですから、建築のように最終の姿は見てい

感じました。自分なりの原理原則というか、安全に対

ない。私たちは､柱とか梁が破壊に至るまで見て､「そ

する考え方を持たないとダメだなと思いました。

れでは、このあたりで設計しよう」としている。同じエ

和田：作られた年代とか、エンジニアのレベル､施工現

ンジニアの世界でも全然違うのです。

場の人の問題とか、いろいろあるだろうと思いますが、

和田：土木分野でも、やや決められた規則を目指せば

土木工学の龍岡文夫先生と先日、仙台へ行ったのです。

いいという思想が強いですね。ある小さな漁港に高さ

その際に、農業に使うダメ池がいくつか壊れて、その

2.5メートルほどの防潮堤があり、漁師のための出入り

水に流されて亡くなった人がおられた。これは戦前に

口に左右に動かせる鉄製の扉があり、津波が来ると扉

作り始めて、まだ完成しない間に戦争になってしまい、

を閉めることになっていた。外側から扉に水圧がかか

戦後また作り続けたのだけれど、ここで働いたのは子

ると、入り口の左右の内側は三角のコンクリート壁で

どもと女性たちだから、締め固めもよくないし、砂を

補強してあるので問題ないが､一度､海水が山側まで

使ってはいけないのに使っていたらしい。

行って海水が引いて来ると、扉には外向きには何も抵

！

戦後にでき上がって、今まで使っていたのだけれど、
途中にそういう時代を経ているから構造的に弱かっ

関戸；引き波に対する発想がない。

た。建築物もいつ頃造ったどのような建物か､誰が設

和田：水が出るためにはドアがない方がいいのかもし

計したか､誰が作ったか、ということで、やっぱり、壊

れませんが。もうひとつ建築基準でいくと、東京帝国

れたり壊れなかったりするのでしょう。

1

Ｌ再Ｌ今やｒ︽手

抗の仕組みがなく、この扉は流されてしまった。

大学の佐野利器先生が､1924（大正13）年の法律から
当時から当時､建物の自重の10%の水平力を用いて耐

■動力学を取り巻く環境

震設計しなさいという法律に､｢0.1以上」と書いたので
す。今でも、建築の法律の地震荷重の項には｢以上｣が

関戸：スターツとしては技術者をもっと、新卒も中途

ついているのだけれど､土木の仕法害には地震力の設

の人も採用したいと思っています｡｢免震」のことを学

定の中に、どこにも「以上｣の文字はありません。

んでいる学生や技術者に出会いたいのです。

もし土木で、ある橋の設計を担当した技術者が､規

可児：日本で建築系の大学は全国で100ぐらいありま

則に「以上｣と書いてあるから､私は強めに作る。でも、

す。その中で､動力学を教えているところは20以下。

隣の橋は規則の通りで作る技術者がいるということに

そうすると、ほとんど動力学に触れる機会がない。一

なり、会計検査が､｢何でここだけ丈夫なのですか？」

般にエンジニアの人は会社に入ってから先輩から教え

となってしまう。

てもらうか、自分で勉強して覚えるしかないのです。

関戸：なるほど。でも、阪神・淡路大震災の時に私が

動力学を習得してきた人と、そうでない人では、どう

感じたことは、作られた年代もあるけれど、一応みん

しても差が出ますよね。
一

東日本大震災を受けて、

防災対策の今後の在り方はどうあるべきか。
また、どうレベルアップしていくべきか
(酒井和成）
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関戸：人生の出発点で違う。もう、意匠と構造の違い

います。

く、らいありますか？

可児：それは、いいことですね。これから増やしてい

可児:そのく守らい違いますね。動力学というのは、やっ

かないといけない。ただ、私はよくわからないのです

てないと理解できないのです。

が､動力学の概念の理解度というのは、その人の持っ

酒井：免震構造協会は、まさに技術者の育成部分を担

て生まれたものがあるような気がします。

われていることが多いと思いますが、もっと動的な解

関戸：そういう話は、よく聞きますよね。発想力とい

析ができる技術者を増やしていくことに関しては、ど

うのか･･…・・勉強すればできるようになる、というも

のようにお考えですか？

のではないということですね。

可児：動力学は、本当は力学の基本みたいなところで

可児：そうです。だから、それは困ったなと思って。

はないかと､私は思うのです｡確かに､静力学(p.19｢用

なぜできないかと聞いてみると、まず恐さが先に来る

語解説｣参照)から入っていくのは楽かもしれないけれ

らしいのです。免震をやるという怖さがある。

ども、実は、時間軸が全部ついているのが世の中です

関戸：動くということが恐い!？

から、理念から変えていかなくてはいけないと思って

可児：そうです。自分は今まで止まった世界にいたわ

います。

けですから、そこに動きを入れるということが、もう

例えば､機械とか電気の人というのは、最初から動

自分の中でできない。だから、もう少しチュートリア

力学なのです。すべて時間軸で動いていますから、そ

ルなところを変えないといけないのかなと思ったりし

の中でやっているわけです。だけど､建築学はどこで

ます。

Ｉ贋ｆ侭■汀〃

どうなったかしれませんが、さっき和田先生がおっ

ＤＢ

しゃった､｢震度0.1でやっておけばいいよ」というとこ
ろに来てしまう。そこで､単純に終わってしまうので
す。だから、そこから考え直さなければいけない。カ

，

都市の防災

リキュラム全体から見直さなければいけないのかなと
いう気がしています。機械の人や電気の人もやってい

■防災対策のこれから

て、どうして建築へ来ると突然静力学になるのか、不

１１
Ｈ頁卜
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思議なのです。

酒井：次に、防災対策の今後の在り方というか､今回

関戸；いろいろな制度が、そうさせてしまっているの

の震災を受けて、どうレベルアップしていくかという

でしょうね。英会話と同じように、物心ついたら感覚

お話に移りたいと思います。世の中の動きとしては、

的に．．…･・

ビッグデータ(p.19「用語解説｣参照）というのが今話

可児：本当は、高校く､らいからやっておいた方がいい

題になっていますけれども、たとえば今日お話に出た

のだろうけれど、そこまではちょっとないかなという

ような、地震計や変位計のデータを蓄積していくこと

感じですね。

によって、今までなかったような防災対策が今後生ま

関戸：その動力学を教えることのできる大学の先生と

れてくる可能性があるのかどうかですね。あとは、そ

いうのは？

ういった建築物のデータだけではなく、他の防災面の

可児：増えていると思います。協会の第二種正会員は

データと組み合わせることによって、また違った方法

大学の先生が多いのですが､10年前には約100人でし

が生まれてくる可能性もありそうな気がしますけれど

たが､今は倍の200人く．らい。それだけ、免震への関

も、そのあたりはいかがでしょう？

心は高いですね。

纐纈：予測は難しいので､起こってすぐその情報を伝

関戸：免震技術者も、まだまだそれほど多くはないで

えるいわゆるリアルタイム情報の重要性は高まってい

す、それでもスターツには免震設計経験者が10人ほど

ると思います。地震の分野でのビッグデータ利用とい

います。もちろん、若手への免震技術の教育も行って

う面では、起こった直後の活用ですね。例えば、カー

16
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うのは､東京みたいに無数の建築の建っている大都市

はずです。そういう利用法はあると思いますが､予測

で大きな地震が来ると、この考え方で建物が作られた

のためにそういうデータを利用するのはやはり非常に

場合､東京中の車がいっぺんに壁にぶつかったのと同

難しい。巨大地震は何百年に1回か､何千年に1回し

じようになってしまうのです｡東京中の建物がみんな、

か起こらないわけですから、どんなにピッグデータで

ヒピだらけになって傾いてしまう。だから、みんな命

も、それを予測の面で生かすことは、残念ながら難し

は助かったけれど、次の日から何百万人も、何千万人

いのではないかと思います。

もが生活できなくなるという意味で､私は、今の方法

和田：東日本大震災の少し前に東北地方で地震があっ

は間違っていると思います。もっと免震とか制振など

て､｢今度はデカイぞ！」などというのも言えないわけ

を取り入れていくべきです。

ですね。

関戸？可能な限り、よいものを混ぜていく必要がある

纐纈：2日前にマグニチュード7クラスの、今振り

と｡．…．。

（

』
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うのを即時に出すとか……。それは､何か賞を獲った

ｆ４Ｔ巾

ている人、みんな同じなのですけれど、ひとつだけ違

︒＆仇璽肥孤軍雌荊︑卦４１

ナピのGPS情報で、どこの道が通れる、通れないとい

返ってみれば前震が起こっていました。でも、当時は
マグニチュード9というのは、あの地域では起こらな

■国の墓準の是非を考える

F

r

いと思っていました。だから、あくまでも普通のマグ

せんが､今の国の考え方は、500年に一度クラスが来た

沖合だったので、ほとんど被害はなく、そういうもの

ら建物は使えなくなってもいいという、それは個人の

だって、みんな思い込んでいたのですね。今にして思

財産だから、作って壊すまでの間、その方が生きてい

えば非常に残念だし、 ￨丑促（じくじ）たる思いはあり

る間に来ないかもしれない地震が襲っても続けて使え

ます。

るようにと国が建築を建てようとする個人や企業に強

和田：難しいですね｡｢次は明日だ！と、纐纈先生が

制するのは、財産権を侵害しているという憲法解釈に

声高に言ったところで、それは10年後かもしれない。

なる。倒れなければ､傾いてもいいというところまで

2日後に来るなどと予測するのは難しいことだと思い

しか、国は強要できないということです。

ます。防災という観点で言うと、例えば今の自動車の

だけど、それでは本当に大きな地震が来たときに、

安全を例に取ると、車を壁にぶつけても、エンジンの

東京の日々の活動はこの災害を乗り越えられない。住

シャフトが折れて、エンジンが落っこちて、それから

む家も、病院も、勤めている会社も、みんな傾いたらダ

ボンネットがクシャクシャってなって、エアバッグが

メだと思っています。いくら情報技術が発達しても、

広がって、車は使えなくなるが、中にいる人は助かる

帰って寝る家がなかったら、物理的にはアウトです。

ようにできている。あとは保険金を使って新しい車を

中西：東日本大震災発生時の東京では、津波被害こ

買えれば､事故でもその人はどうにかなるというのが、

そありませんでしたが、旧耐震建築物でもタイルなど

今の車のデザインの考え方ですね。では、建築ではど

外装材の落下や構造体の大きなクラックは､数多く報

うかというと、普通の建築基準法の免震ではない建物

告されています。私たちもお客様に、耐震建物の大

は、何百年に1回の地震が来ると、構造物はヒビだら

地震時後の状態を説明するのには、たいへん苦労し

けになって傾くけれど、中にいる人は助かるというこ

ています。

とになっています。

和田先生のおっしゃる通り、傾きが残るというだけ

関戸：自動車は使えなくなるけれど､命は助けるとい

ではなかなか理解してもらえないので､過去の被害状

うのとまったく同じ発想ですね。

況の写真と合わせて説明しています。耐震構造の建物

和田：そうです。このマンションの1室を買う人､車

も設計している立場としては､耐震が免震に劣る点ば

を1台買う人､建物を設計している人、クルマを設計し

かり強調するより、免震のよさをアピールしていきた

17‑免震⑳チヵラ 効果立証から;IK張へ〜

１１１１

かも、1978（昭和53)年の宮城県沖地震よりもさらに

《

酢ｌ日陰Ｉ

和田：それでも、もっと大きな地震が来たらわかりま

︑？●側﹄

ニチュード7クラスの地震が起こったと思った。し
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特別座談会④｢地震国と免震｣｢免震エンジニアの育成

認

耐震構造の建物も設計している立場としては

耐震が免震に劣る点ばかり強調するより
免震のよさをアピールしていきたい
(中西力）

いのですが､耐震構造が、どのように設計されている

和田：東北の津波のあとの瓦礫を片づけるのに、地震

か､｢震度6．7クラスでは、人命保護が設計方針であ

が起こった年の夏には約1兆円かかると言われて、最

る」という点が､お客様にはなかなか理解されにくいで

近､実際にやっている現場の見学にも行って確認しま

すね。

したが､実際は数千億円らしいのですけれど、それは

可児：たぶん､私たちがいま設定している建物という

みんな国のお金ですよね。

川田日刊３ｈＦに悪同＃

だけど、もし東京の建物が傾いて、賃貸マンション

地震が起こっている時にどうあるべきかという設計を

だったら、住人はみんな引っ越していなくなってし

しているものが多いと思います。だけど､今の和田先

まいますよね。そうすると、傾いた建物だけが残っ

生のお話されたように「afterearthquake｣、要は地

ていて、オーナーが破産してしまったら、この傾いた

震の揺れが収まったあとどうするのかっていう時に、

建物は誰かが壊さないといけなくなる。津波の瓦礫

そこまで考えていないと単なる耐震だけで､生活に窮

を片づけるのが国家予算なら、傾いている建物も国

する状態ができてしまうわけです。

家予算だとすると、片づけるだけで莫大な金額が必

だから、｢during」じゃなくて､｢afterearthquake」

要になります。

をどうするのかというところまでもっていかないと、

今度の地震でも、木造住宅が倒壊したりしたのは、

事業継続の問題として考えないといけないいうことに

みんな国のお金か県のお金で修理したのでしょうけ

なりますね。とにかく瞬時の防災対策ではないのです。

れど、モラルハザードというのでしょうか、ちゃんと

今後はアフターの感覚を持つ設計が必要だと思ってい

したものを造らなくても、命からがら逃げられさえ

ます。だから、防災の範囲も、もっと先行きを見た防

すれば、あとは国が片づけてくれるというのは、よく

災にしていかないといけないと思っています。

ないと思います。先ほどお話にあった工場みたいな

関戸：先行きを見た防災ですね。

場合だと、自分の会社の経営に関係するから真面目

可児：2050年く隷らいになると、建物はみんな、何らか

になると思うのですけれど、何でも国が助けるとい

の制御がかかった建物になるのではないかと思ってい

うのは、逆に本人の「もっとしっかりしよう｣､「もっ

ます。全部をレスポンスコントロールしているような

と考えよう」という意欲をなくしてしまうのではない

建物の時代が来るのかなと。だから、免震とか制振は

かと危愼しています。

もう当たり前で､何かやってないと、「あっ、何もやっ

関戸：免震の話は、深く考えていくと、今、和田先生

てないのですか？」って言われるような、そういう時

が言われたような人生観や、生き方につながってい

代になるのではないかと思っています。その第一歩が

きます。とても大切なことだと思いますし、継続し

｢免震｣という制御技術。

て考えることだと思います。本日は長時間にわたり、

⁝ＩｉＩ
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のは、英語的な単語で言うと「duringearthquake｣、

しかし、これはまだあくまでもパッシブなもの。こ

貴重なお話を聞かせていただいき、誠にありがとう

れにちょっと動的なものを入れて、アクティブにして

ございました。先生方のお話を伺いながら、「いつ起

いくと、相当違う建物が今後できるような気がします。

こるかわからない｣、しかし「いつ起こってもおかし

そうしたアクティブ制御をやっていく時代が､2050年

くない」大地震に備え、安心・安全な住まいを建て続

く、らいだと来るかなという感じがします。免震技術、

けることこそ、私たちの使命であることに対して、さ

あるいは制振技術ですが､可能性はとどまるところを

らに意を強くしました。このような機会をぜひ、ま

知らなくて、まだ始まったばかりという感じです。

た持たせていただきたいと思います。
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の深い溝（トラフ)。水深4,000メートル級の深さで、非常
に活発で大規模の地震発生地帯である。

ｉ制剖

【静力学・動力学】

ともに力学の−分野。物体が静止している時、すなわち物
体が平衡状態にある時、それに作用する力の釣合いを研究
する学問が静力学。一方、物体の力と運動の関係を研究す

ｌ

【南海トラフ】
駿河湾の富士川河口付近を蟇点として、九州沖に至る海底

酵胤

【座談会の用語解説】

る学問が動力学。静力学は動力学より先に発達した。

︲トーｔ

﹄Ｌ・︲

郡杷二尺

Ｉｌ

【活断層】

活動中または新生代第四期に活動した形跡があり、今後も
【変位計】

■３１３１

活動する可能性のある断層。

変位計とは､物体がある位置から他の位置に移動した時､そ
【フィリピン海プレート】

の移動量を測定するもの。その移動鬘の測定方式としては、

プレートとは、海嶺や海膨と呼ばれる海底の高まりから生

接触式と非接触式に大別できるが、地震観測を行うのは接
触タイプの「けがき板｣によることが多い。

まれた何枚かの硬い岩板。その中で、フィリピン海プレート
は､太平洋の北西部を占めるフィリピン海を含む海洋プレー

ﾄ

ﾖ
同
間

ト。東側では南関東から東海・四国沖にかけて走る「伊豆・

【長周期長時間地震動】

lz1

小笠原海溝｣で日本列島の下に沈み込んでいると考えられて

｢表面波」の項でも解説したが、この地震動には表面波が大

l｡

いる。

きく関っている。長周期地震動は、その名のとおり周期が

q

j

Y罰

長く、長時間続くための減衰しにくく、また長い周期での震
とにより、振幅は増大するため、建物に大きな被害が出やす

ト。｢東日本大震災」は、この太平洋プレートが､東北地方を
乗せた北米プレートの下に沈み込むことによって起こった

い。

ものとされている。

I累禰変位】

Ｐ
心守
▼甲ＰＦ

太平洋のほぼ全域に広がる､地球の表面で最大の海洋プレー

−ｒ皿ｊｐ０６ｂｊ

動は、とくに高層建築物の固有振動数と同期・共鳴するこ
■Ｆ■旦呼子Ｆｂ型ロゴ■︸凸■旬Ｊ上

【太平洋プレート】

文字通り「累積（蓄積)」された変位量の総量。変位量を累
積することにより、建物の耐久年数等を類推することがで

地殻内部を伝わる実体波の縦波(P波）と横波(S波）が互

きる。

阪神・淡路大震災で発生した構造物被害の教訓を活かし、

(第三系墓盤岩)の上には柔らかい堆積層（三浦層・上総層・

地震から人命を守る構造物の設計を目指して、実大規模の

下総層など）が厚く覆った盆地構造になっているためで､周

構造物を実際に破壊し、破壊メカニズムの解明や耐震補強効

期が長く、長周期地震動にも関係していると言われる。

果の検証等を行う世界最大級の実験施設「実大三次元震動
破壊実験施設(E一ディフェンス)｣。

■

凱瀕刷竃

【E‑ディフェンス】

どで発生しやすいのは、関東平野の地下構造が、硬い岩盤

１１Ｎ

のみ伝わることから表面波と呼ばれる。とくに関東平野な

３４

いに干渉しあって生まれる地震波の種類。地表面に沿って

ｆｉ１

【表面波】

､
￨

【海溝型地震】
【弾性範囲】

と、元の姿に戻る範囲のこと。したがって弾性範囲を越え

発力によって跳ね返る。その時に放出される大量のエネル

ると、材料は変形したままの姿になり、元には戻らない。そ

ギーが地震を発生させる要因となっている。このタイプは、

れを塑性変形という。

大きな津波を引き起こすことがある。
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材料に力を加えて変形させた後、その力を取り除いてやる

のプレートの先端は巻き込まれ､限界点に達すると、その反
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この地震はプレートの境界部、つまり海溝で発生する。海
のプレートが陸のプレートの下に沈み込む海溝部では、陸

【ビッグデータ】

る地震でもある。この地震は海溝型と比べ､規模は小さい

合わせることで、そのデータをさまざまな研究・分析に活

が､地下の浅いところで発生するぶん､大きな災害をもたら
すことが多い。

かすことができるようになった。

瀞︲＃．蛾 −

19‑免溌 チカラ効果立皿から肌弧へ〜

１Ｊ
ｑ■■

量の大きさだけではなく、さまざまな種類のデータを掛け
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内陸部であるため、しばしば人の住む土地の真下で発生す
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インターネットの普及や、コンピューターの処理速度の向上

などに伴って生成される、巨大なデジタルデータ群。単純に
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【直下型地震】
内陸部にある活断層で発生する、比較的震源の浅い地震。

