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１．はじめに
1995年1月17日兵庫県南部地震が発生し、未曾有の

建築物被害が発生し、6000人を大きく超える人命が失
われた。そして、兵庫県南部地震を契機として、日本
は地震活動期に入ったと言われ、多くの被害地震が
全国各地を襲っている。さらに、2011年3月11日には、
東北地方太平洋沖地震が発生し、大津波や原子炉建屋
の水素爆発が発生し、想定外の地震災害に備える必要
性が広く認識されるようになった。

一方、超高層建物が林立する大阪市域中心部直下に
は上町断層帯が走り、想定を超えた建築物被害が発生
かねない。関西では、兵庫県南部地震の発生以降、同
じく都市直下で発生する内陸地殻内地震である上町断
層帯地震に関わる取組が精力的に行われてきた。本報
告は、上町断層帯地震に対する設計用入力地震動作成
に関わる経緯と現状をまとめたものである。

２．大阪市H9年想定地震動
図1に示すように、大阪市域に建つ初期の超高層建

物の多くには、観測地震動を最大地動加速度PGAで基
準化して設計に用いられていた。「高層建築物の動的
解析用地震動について(ビルデイングレター（1986年6

月号）)」が示された後は、最大地動速度PGVで基準化
されて用いられていたものの、PGVは40cm/sに抑えら
れていた。しかし、兵庫県南部地震後は、設計用入力
地震動のPGVは50cm/sが用いられるようになった。

一方、兵庫県南部地震を踏まえ、「大阪市土木・建
築構造物震災対策技術検討会」が組織され、建築物に

つはH9年に建築物の耐震性向上の指針1)としてまとめ、
サイト波（大阪市H9 年想定地震動）を以下のように例
示している。まず、ハイブリッド法と表層地盤の1次元
等価線形解析により、地表38地点における予測地震動
を作成する。そして、大阪市域を東側Hゾーンと西側
Lゾーンに分割し(図2参照)、各ゾーンの基準化加速度
応答スペクトルを算定する。これを基に、建築物の2 

次設計用地震荷重を設定する。一方、動的応答解析を
行う場合のため、スペクトル特性を反映した地震動波
形をH, Lゾーンについて2 波ずつ想定地震動を示して
いる。ここで、Hゾーンの想定地震動は、予測地震動
を1/2程度に振幅調整している。これは、過大な予測
地震動をレベル２地震動として用いた場合、従前どお
りの設計クライテリアでは設計が困難となるため、従
前どおりの設計用入力地震動レベルと同等に補正した
と考えられる。

３．大阪府市地震被害想定
大阪府は、H9 年に地震被害想定を実施し、様々な

防災対策に取り組んできた。その後10 年近くが経過
し、活断層や地盤構造などに関する調査・研究が進め
られ、地震動評価の基礎情報充実化が図られてきた。
それらの新たな知見や成果の蓄積を受け、大阪府は大
阪市とともにH17 ～ 18 年度にかけて、地震被害想定2)

を実施した。以下に、その概要を述べる。
大阪府・市における地震被害想定においては、種々

上町断層帯地震に対する建築設計用地震動

林　　康裕
●京都大学 教授

図２　大阪市H9年想定地震動のゾーン区分図１　設計用入力地震動レベルの変遷（大阪市域）
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の内陸活断層に対して段階的な検討を行いつつ、最終
的に①上町断層帯地震（35 ケース）、②生駒断層帯地
震（16 ケース）、③有馬高槻断層帯地震（9ケース）、④
中央構造線断層帯地震（7ケース）、⑤ 六甲・淡路断層
帯（5ケース）、⑥大阪湾断層（1ケース）の6断層73ケー
スの被害想定用地震動予測を行っている。上町断層帯
地震の最大地動速度分布を図3に示す。予測地震動は
500mメッシュで算定されている。

検討ステップは、下記の通りであり、
[ステップ１]　巨視的断層モデルと距離減衰式を用い
て地表面震度分布を算出し、震度暴露人口を指標とし
て大阪府域への影響を概略把握し、検討対象とする断
層と破壊ケース(地震シナリオ)を選定している。
[ステップ２]　統計的グリーン関数法を用いてせん断
波速度500m/s 相当以上の工学的基盤面における地震
動波形を計算し、周波数依存を考慮した等価線形地盤
応答解析により地表面地震動を算定し、府域への影響
把握を行っている。
[ステップ３]　ステップ２のうち、府域に影響の大き
い地震について、ハイブリッド法を用いて地震動予測
を行っている。

４．H20年標準地震動
大阪府・大阪市の地震動予測結果を踏まえ、H20年3

月に、土木構造物ならびにため池等の耐震検討に使用
することを目的とした設計用入力地震動（H20年標準
地震動3)）が設定され、大阪市域の土木構造物の耐震
検討に採用されている。

標準地震動の設定にあたり、まず、大阪府域のゾー
ン区分を行っている。その際、H8年度大阪府土木部
が行っていたゾーン分割を基に、ゾーン境界の見直し
やゾーンの再分割を行い、大阪府域を計32ゾーン(大
阪市域は6 ゾーン)に分割されている。次に、各ゾー
ンの標準地震動は、ステップ2の全73 ケースの地震シ

ナリオから最も影響の大きい地震シナリオを選び出し
た後、当該地震シナリオについて、ゾーン内全点の（平
均＋1σ）応答スペクトルを求め、これに近い地震動波
形を選択したものである。ただし、a) 統計的グリーン
関数法に基づくため、周期2 秒までを対象としたもの
である、b) 建築構造物の検討に用いることの良否は
判断できない、c) 2秒以上の長周期領域で応答スペク
トルが大きくなる場合があるため、大阪市H9年想定
地震動では十分でないと、された。

５．設計者主導の取組（「大震研」）
実務設計で用いられている「大阪市H9 年想定地震

動」は、見直しの時期にきていることが強く認識され、
H21年11月、JSCA 関西（(社)日本建築構造技術者協会
関西支部）が事務局となり、「大阪府域内陸直下型地
震に対する建築設計用地震動および設計法に関する研
究会」（以下、「大震研」）を立ち上げ、5年間で設計用
入力地震動の設定を行った。その成果は、報告書とし
てまとめられ、H27年1月に発行予定である。

研究会の目的は下記の通りである。
1) 上町断層帯等の大阪府域の内陸直下型地震による
設計用地震動を構造設計者に提供し、最新の技術や研
究成果に基づく構造設計法の基本的考え方を提示する。
2) 建築主をはじめとする一般建築利用者に対して、こ
れら地震動に対する建物の安全性について理解を助け
るための資料を提供する。

当該地域において建築構造設計および建築の発注等、
関連する業務を行う団体(正会員、最終的に約60 の企
業・機関)で構成され、行政機関も協力会員として研究
会に参画した。研究会に設置された委員会は、WG-1 

地震動作成、WG-2 解析、WG-3 RC系構造、WG-4　S

系構造、WG-5 免震構造、と5つで構成されている。

図３　大阪府市地震被害想定の最大地動速度分布2)（ステッ
プ３）と超高層S造建物の立地地点 図４　地震動レベルに応じた性能設計（大震研）
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６．大震研の設計用入力地震動
大震研における設計用入力地震動の概要を示す。
設計用入力地震動は、H20年に大阪府市・構造物耐

震対策検討委員会が提示したゾーン別に地表面で定義
する。その際、各ゾーン毎に最も影響の大きな地震
シナリオに対応する想定地震（断層帯）を選ぶ。たと
えば、大阪市域は6ゾーンに分割されており(図5参照)、
すべて上町断層帯地震となっている。そして、想定地
震に対するシナリオ地震（上町断層帯地震の場合には
35ケース）について、地表面予測地震動の擬似速度応
答スペクトルpSvの形状を俯瞰し、ピークが明瞭な①パ
ルスタイプ地震動と、平坦なスペクトル形状を有する
②フラットタイプ地震動、の2タイプに大別して、「水
平方向設計用入力地震動」を作成している。作成する
地震動は、後述するような3段階の各地震動レベルに
対し、各方向3波ずつ提示されている。なお、フラット
タイプ地震動は、pSvスペクトルがフラットなターゲッ
トスペクトルと予測波の位相特性を用いて作成した模
擬地震動であり、パルスタイプ地震動は設定したpSvの
ピーク値を有する予測波としている。

また、設計者は、安全性・機能性・経済性を勘案し
ながら建築主等と協議し、3段階の設計用地震動レベ
ルと2段階の設計クライテリアを、どのように組み合わ
せて設計するかを決定する(図4参照)。3段階の設計用
地震動レベルは下記のように設定している。
＜レベル3A＞　想定地震を考慮する際の基準となる
レベルで、シナリオ地震の平均的なレベルに相当する。
＜レベル3B＞　基準のレベルより高い安全性を求め
て設定するレベルで、地震動のより大きなばらつき範
囲をカバーするレベルで、シナリオ地震の70%程度を
包絡する地震動レベル。

＜レベル3C＞　基準のレベルに比べ、特段に高い安
全性を求めて設定するレベルで、地震動のさらに大き
なばらつき範囲をカバーするレベルで、シナリオ地震
の85%を包絡する地震動レベル。

また、2段階の設計クライテリアを以下に示す。
[限界状態Ⅰ]　下記の限界状態IIに対してある程度の
余裕があり、非倒壊の保証を目標とする限界状態とし
て設定する。本震でこの状態に留まっていればある程
度の余震でも耐えることができ、一定期間の使用が可
能な状態（応急対策が必要な場合もある）。
[限界状態Ⅱ]　最新の研究成果を踏まえて設定する建
築物が倒壊しない限界の状態。

一方、水平方向設計用入力地震動と組み合わせて用
いる上下方向設計用入力地震動は、水平方向設計用入
力地震動がフラットタイプの場合には同じくフラット
タイプの模擬地震動を、パルスタイプの場合には水平
方向と対となる予測地震動を設定している。

さらに、水平方向設計用入力地震動に加え、初期設
計段階で応答特性評価が容易な「検討用地震動」とし
て、パルス性地震動を特性化した正弦波パルスを提示
している。正弦波パルスの速度振幅Vpは、レベル3Aで
100cm/s、レベル3Bで125cm/s、レベル3Cで150cm/sとし、
パルス周期Tp=1, 2, 3sをゾーン共通波として用いるこ
ととしている。

図6には代表的な予測地震動の速度波形を、図7には
大阪市域に建つ超高層S造建物立地地点における予測
地震動の変位応答スペクトルを示している。大阪府地
震被害予測波(ステップ3)については、PGVが最も大
きかった速度波形を示している。 大震研波について

図５　上町断層帯の断層線、大阪市域のゾーン区分と超高
層S造建物の立地地点

図６　設計用入力地震動や観測地震動・予測地震動の速度
波形
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はA3ゾーンの3Cレベルのうちの1波を示している。ま
た、設計標準3波のうちのEl Centro波 (NS成分)、1995

年兵庫県南部地震のFUK(葺合)、1994年新潟県中越地
震のNIG019(小千谷、EW成分)、2007年新潟県中越沖
地震のKRH(刈羽村、NS成分)における観測記録の速度
波形も、参考のために示している。

図6より、大阪府地震被害予測波は、大震研波や近
年の観測記録と比べて、かなり大きな予測地震動もあ
ることが分かる。しかし、図7に示すように、建物立
地地点や地震のケースによって、予測地震動のレベル
には大きなばらつきを有している。その一方で、大
震研波の最大地動速度はレベル3Cであっても既往の
観測波と大差ない。また、殆どの超高層S造建物はA3

ゾーンとD6ゾーンに立地しており、両ゾーンの変位
応答スペクトルを比較すると、1秒以上の周期帯域で
は明瞭な差は確認できない。すなわち、超高層S造建
物にとって、立地地点による大震研の設計用入力地震
動の差は大きくない。

７．おわりに
大震研の活動の意義を私見を交えてまとめると、以

下のように要約できる。
1) 兵庫県南部地震以降に蓄積されてきた地震学的知
見を反映した大阪府市の地震被害想定結果（予測地震
動）と整合をとり、積極活用している。ばらつきの大
きな予測地震動を基に、建築基準法で規定しているレ
ベルを大きく上回る設計用入力地震動を、構造設計者
自らがが設定し、実務設計で活用可能とした。
2) 設計用入力地震動、各種構造に応じた設計クライ
テリア、解析法を一体として捉え、設計者が建築主等
と協議のうえ選択可能な性能検証法を構築している。
検証法の構築過程において、既存建物の影響解析や必
要な技術開発を通じ、多くの設計者と研究者の間で情
報共有や知識の蓄積がなされ、結果として地域の安全
性向上に大きく貢献している。
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図７　変位応答スペクトル（予測地震動と大震研波）

林　　康裕（はやし やすひろ）

1982年京都大学卒、同大学院修士課
程修了、清水建設㈱、2000年京都大
学防災研究所・助教授、現在、同大
学工学研究科・教授、専門は建築物
の耐震構造、地域と生活空間の地震
防災。


