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強震動予測と地震荷重 （その２）建築物の安全制御の立場から 

 

地震荷重小委員会・林康裕（京都大学） 

 

１．はじめに 

 地震荷重小委員会は昭和 45 年にスタートし(初代主査：中川恭次[1])、既に 40 年近い歴

史を持っている。発足以来、地震に対する建築物の要求性能を満たす設計用地震荷重の与

え方や方向性等について検討してきた。そして、地震被害調査結果や、強震動予測手法、

建築物応答評価法などの進展を踏まえ、地震荷重に関わる関連研究の整理などを行うとと

もに、学会独自の地震荷重評価法の提案を行ってきた。このため、強震動、地盤応答、動

的相互作用、建物応答、基礎・上部構造の構造特性を踏まえた設計クライテリアの評価な

ど、関連する委員会が多く、細分化された学問領域を横断し総合する役割も担っている。 

 

２．地震荷重小委員会の活動履歴 [2] 

 地震荷重小委員会の活動は、建築物の耐震性能を確保し、安全性を制御することを念頭

に、工学的な立場から建築物の応答特性や限界状態を踏まえた地震荷重設定法の構築に向

けて検討を行ってきた。 

地震荷重小委員会の活動略歴を簡単に表１に示し、その特徴を以下にまとめる。 

1) 中低層建物のように、必ずしも設計用地震動を用いて耐震設計を行うことに馴染まな

い建物も多く存在している。本小委員会では、木造建物も含めた様々な建物を対象に

して、静的・動的な設計用地震荷重の設定法について検討を行ってきた。以上から、

強震動評価に関する専門家というよりも、むしろ各種構造や耐震構造全般に造詣の深

い研究者に委員として多く参画していただいてきた経緯がある。 

2) 設計用地震荷重は単独では存在し得ず、検証法や設計クライテリア（建物応答指標と

その限界値の関係）とセットになって存在することで意味がある。この点が、地盤震

動特性や強震動特性を科学的に解明してきた地盤震動小委員会との違いと考えられる。

最新の強震動研究の成果は取り入れつつも、建物応答への影響や実被害との対応を常

に意識しつつ設計用地震荷重を設定する枠組み構築を行ってきた。 

3) 確定論的アプローチと確率論的アプローチの両面から地震荷重の検討を行ってきた。

特に、設計用地震動レベルが過大となってしまう場合もあり、確定論的な（シナリオ

型の）アプローチでサイト波を設定しても設計用地震荷重レベルの妥当性を確率論的

な視点から検討してきた。 

4) 想定地震に対する予測地震動の精度が十分であっても、サイト波として適切であると

は限らない。限られた数の予測地震動を用いて検討しても、それが何を検証したこと

になるのか明確でないことが多い。このような背景の下、予測地震動を基にして如何

にして設計用地震荷重を設定するかについて検討してきた。枠組み構築を行った性能
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設計用地震荷重策定法を表２に示す。 

 

表１ 15 年間の委員会活動のまとめ 
主査 目標 主な検討項目 出版物など 

大澤胖主査 

WG1(松島豊 WG 主査) 

新耐震設計法の施行に

伴う課題抽出と新提案 

・重要度係数 

・確率論的評価 

地震荷重－その現状と

将来の展望(1987)[3] 

松島豊主査 

WG2(田治見宏 WG 主査) 

地震荷重の新たな体系

化の模索と 5 種類の入

力地震動作成法の提案 

・震源と波動伝播 

・動的相互作用 

・地震応答特性 

地震荷重－地震動の予

測と建築物の応答」

（1992）[4] 

西川孝夫主査 

多次元入力・多次元挙動

WG（洪忠憙 WG 主査） 

構造解析と安全性評価

法の検討 

性能評価のための多次元

入力・応答の評価 

多次元入力地震動と構

造物の応答 (1998) [5]

石山祐二主査 

限界状態に対応した地震

荷重検討 WG（太田外気晴

WG 主査） 

兵庫県南部地震の地震

動と建物被害を踏まえ

た地震荷重のあり方の

提案 

内陸直下地震に着目した

地震動特性と応答特性の

評価と限界状態を考慮し

た地震荷重評価 

地震荷重－内陸直下地

震による強震動と建築

物の応答（2000）[6] 

藤堂正喜主査 

大川出主査 

性能設計用地震荷重策

定法の枠組み構築 

国内外の地震荷重のレビ

ューと性能設計用地震荷

重の提案（表１） 

地震荷重－性能設計へ

の展望－(2008) [7] 

林康裕主査 過大入力に対する性能

設計用法の構築 

過大入力地震動に対する

応答指標と地震荷重の設

定法の検討 

出版予定(2012) 

 

表２ 性能設計用地震荷重策定法の分類 [7] 
方法 性能設計用地震荷重 

方法１ 現行の告示スペクトルに適合する模擬地震動など 

方法２ 現行の告示スペクトルに適合する模擬地震動などを定数倍したもの 

方法３ 予測地震動のうち代表的なもの、もしくは、予測地震動の特性をもとに作成した模擬地震動 

方法４ 
予測地震動のうち代表的なもの、もしくは、予測地震動の特性をもとに作成した模擬地震動を

定数倍したもの 

方法５ すべての予測地震動 

 

３．地震荷重小委員会を取り巻く環境と活動状況 

 まず、本小委員会の活動の特徴を明確にする上で、社会的なニーズとの関係を記述する。 

1) 学会独自の地震荷重案の立案を行うとともに、新耐震設計法や限界耐力計算などの

国が定めた地震荷重に関わる基準類が施行されれば、運用上の課題や積み残された

課題の解決や合理化のための検討が必要となる。 

2) 兵庫県南部地震においては甚大な建物被害が発生した。しかし、設計で慣用されて

きた設計用入力地震動のレベルを大きく上回る過大な観測地震動が観測されたこと

を考えると、クライテリアぎりぎりに設計され、被害も軽微であった建物のシミュ

レーションは困難となる（「観測地震動と建物被害との乖離」）。その一方で、発生が

懸念される大地震に関して、慣用されてきた設計用地震動レベルを大きく上回る過
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大な地震動が予測される場合がある。今後、性能設計を実質化していく上では、「観

測地震動と建物被害との乖離」を埋めて、設計用地震荷重に対応した耐震設計目標

の説明能力を向上していく事が不可欠となっている。 

3) 兵庫県南部地震後、全国各地で被害地震が多発するとともに、K-NET や KiK-net

などの地震観測網の充実を背景として多くの強震観測記録が蓄積され、そのシミュ

レーションを通じて強震動予測手法の高精度化が行われてきている。これにより、

強震動予測結果を設計用地震動へ反映するための基盤が概ね整備されている。 

4) 建物に要求される設計目標も多様化しつつある。近年に発生した多くの地震で震度

VI クラスの地震動による被害経験に基づき、人的安全性や構造的損傷だけでなく、

機能維持や BCP の観点から、外壁・天井・間仕切り壁などの内外装材や、建物内の

設備・家具・什器類・製造機器類・医療器具などの被害低減も望まれている。 

 

次に、学会内での動向としては、2014 年頃を目標に建築物荷重指針・同解説の改定や、

杭基礎の二次設計を目指した建築基礎構造設計指針への改定に向けて作業が進んでいる。

これに合わせて、地震荷重小委員会としては、兵庫県南部地震以降に蓄積してきた知見を

踏まえ、反映可能な地震荷重設定法、設計方法（計算手法）などを整備していく必要があ

る。このため学会内の委員会との連携強化も重要であると認識しており、振動運営委員会

傘下の小委員会にとどまらず、荷重運営委員会(高田毅士委員長)や基礎構造運営委員会(中

井正一委員長)と、年 2 回程度を原則として連絡会を開催して情報交換を実施している。 

一方、海溝型地震に起因した長周期地震動や内陸直下地震によるパルス性地震動に対す

る関心が高まり、本小委員会も積極的に取り組んでいる。特に、海溝型巨大地震の再現期

間が比較的短く切迫度も年々増大している上、被害が広域化するとともに大都市が位置す

る平野部で長周期構造物の被害が懸念される。このため、長周期地震動の予測と既存建築

物の耐震性評価・向上に関する研究が、建築学会で横断的・総合的に実施されている。 

これに対して、内陸地殻内地震に関しては、パルス性の予測地震動を特性化・理想化し

て設計に用いる海外における新たな地震荷重例えば[8]の取り組みに比べて遅れていたように

思われる[12]。これは、日本では、前述の「観測地震動と建物被害との乖離」に関する関心

が高く、兵庫県南部地震以降に発生した地震に対する強震動と建物被害のシミュレーショ

ンが中心であった事に起因している。いずれにしても、観測地震動と同程度の過大な予測

地震動をレベル２地震動として用いた場合、従前と同じ設計クライテリアでは設計が困難

となる。このため、大阪市域では、上町断層帯の地震の予測地震動を、1/2 程度に震幅調整

した設計用地震動を慣用的に用いてきた[9]。しかし、最近になって、新たな予測地震動(図

１，[10])を基に、震源近傍のパルス性予測地震動を用いた設計用地震動を策定して、地震

動レベルに応じた性能設計法の枠組みを新たに構築（図２，[11]）するとともに、パルス性

地震動を正弦波パルスで近似し、設計検討に用いるための方法論を導入して（図３，[12]）、

実務設計へ活用しようとする動きが関西地域で広がっている。 
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図１上町断層帯の地震の予測地震動[10]  図２ 過大な予測地震動に対する性能設計例[11] 

 

図３ 内陸地殻内地震の予測地震動の正弦波パルス近似に基づく設計用スペクトルの例[12] 

 

４．今後の課題と展望 

海溝型地震や大都市圏を襲う内陸地殻内地震において懸念される過大な予測地震動を主

たる研究対象として、耐震性能を的確に評価できる応答指標とそのクライテリア、それら

を踏まえた設計用地震荷重の設定方法の提案を下記のような視点から行う。そして、研究

成果を展開・普及させるためのシンポジウム開催や刊行物の出版に向けた活動を予定して

いる。 

 

1) 耐震性能制御のための地震荷重 

設計用地震荷重は、計算法や設計クライテリアとセットとなって設計実務で用いられ、

建物の耐震性チェックに用いられる。例えば、限界耐力計算においては、設計用地震荷重

を加速度応答スペクトルで定義し、応答スペクトル法に基づいて建物の応答変形量を計算

し、限界変形以下となっていることを確認する。限界耐力計算法は、表層地盤での地震動

増幅効果や動的相互作用効果を考慮可能な方法であり、理論的に一歩も二歩も進んだ考え

方を実務設計に導入したと評価される。しかし、実際的に適用された建物規模は、安全限

界の等価固有周期にして 1～2 秒以上のものが殆どで、変位一定則が成り立ちやすい性質を

持っている。このため、残念ながら、設計用スペクトルのレベルを規定した時点で、耐力
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にあまり関係せず建物の応答変形量が定まってしまうため、限界変形量を定めても殆ど意

味がない。このため、新耐震設計法と同等として定めたはずの設計用地震荷重が、新耐震

設計法では許容されなかった低い耐力の建物を世に生み出していくこととなった。このよ

うに、設計用地震荷重(耐震設計法)としての健全性は、必ずしも理論的合理性で決まる物で

はなく、生み出される建物の耐震性をどのように制御できるかの視点が不可欠である。実

は、この問題は限界耐力計算に始まったことではない。超高層建物のレベル 2 地震動の速

度振幅を 50cm/s と決めた時点で、損傷集中さえしなければ、大凡の変形量は決まってしま

う。動的応答解析が十分に機能していたとは考えにくい。逆に、サイト波がこのレベルを

超えたとき、慣用的に用いられてきた設計クライテリアを満足しないのは極自然な成り行

きと考えられる。設計クライテリアの取り扱いも含めて議論されるべきであろう。 

以上のような問題点を解決していくためには、予測地震動の地震動特性と建物の応答特

性を十分に把握するとともに、適切な設計クライテリアを設定する必要がある。つまり、

地震動特性と建物特性に応じて建物の耐震性を横断的に評価する応答指標を確立し[13]、合

理的な地震荷重（と設計クライテリア）の設定に向けた取り組みが必要である。 

 

2) リスク管理の視点からの地震荷重 

 これまでにも述べてきた様に、強震動予測精度の向上に伴い、サイト特性を反映した地

震荷重を設定することの重要性は疑いもない。しかし、サイト特性を反映することは、サ

イト波を直接設計用地震動として用いるだけでは十分とは言えない。例えば、河角マップ

他では 10 倍以上差のあった地震危険度を、地震地域係数 Z=1.0, 0.9, 0.8, 0.7 としている[7]

のは、建物に要求する最低限の耐震性能水準を制御しようとする高度な工学的判断に基づ

いている。今後は、このような工学的判断に対する説明性を高めていく必要があろう。ま

た、上町断層帯の地震のように、告示スペクトルを遙かに上回る地震動が予測される場合

がある。このような場合にも、高度な工学的判断が必要で予測地震動を十分な配慮無くそ

のまま設計に使う事ができない場合もある。極端に過大であれば、設計が困難な構造種別

や規模の建物が出てくるため、地域や住文化の存亡に関わりかねない。恐らく、伝統構法

の木造住宅などは倒壊を避けることが困難であろう。しかし、いくら倒壊危険性が高いか

らと言っても、過疎地に建つ個人住宅に、再現期間の極めて長い内陸地殻内地震に備えて

基準法で要求しているよりもはるかに大きな設計用地震荷重を設定することは行き過ぎと

言わざるを得ない。その一方で、影響度を考えれば、超高層建物のように、倒壊などの最

悪のケースはどうしても避けなければならない建物も存在している。 

これらの問題を解決するためのヒントは、「発生確率」と「影響の大きさ」の組み合わせ

として考える「リスク」管理の視点ではないだろうか？個々の建物に要求される耐震性は

基準法が要求する最低水準や所有者と設計者の間の協議で定められるのが良いと考えるが、

地域や日本全体への影響度も含めたリスク管理・危機管理の視点を持った研究も必要であ

ろう。もっとも、地震荷重という言葉で語るには荷が重いかも知れないし、将来的には地
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震荷重小委員会の枠にとらわれず、より大きな体制で取り組むべき課題かもしれない。 

 

５．まとめ 

地震荷重小委員会は、今後、細分化された学問領域を横断・総合し、関連委員会との連

携強化をはかる一方で、小委員会活動の独自性をより明確化していく必要がある。また、

大振幅レベルの入力地震動に対し、建物の終局状態に至るまでの耐震性能を的確に評価で

きる応答指標と設計クライテリアの提案を行うとともに、建物の倒壊抑止など安全性を制

御するために必要な地震荷重設定法の提案を行っていきたい。 
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