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1. はじめに

　建築物の強震観測の重要性・必要性は疑う余

地がないし、建物の強震観測網の提案1)の基本

的な方向性には賛意を表明したい。

　地震動に関する観測は、防災科学技術研究所

によるK-NETやKiK-netを代表例として、1995

年兵庫県南部地震以降精力的に行われるように

なり、強震動研究の飛躍的進展を支えるインフ

ラの役目を果たしている。そして、1999年トル

ココジャエリ地震、1999年台湾集集地震、2000

年鳥取県西部地震など、兵庫県南部地震後に発

生した被害地震の分析、全国で実施されてきた

活断層調査や地下構造調査の結果を受けて、強

震動評価技術は実用段階に入りつつある。

　しかし、兵庫県南部地震における被害建物、

特に、被害が小さかった建物の被災状況は解析

によって充分にシミュレーションできていな

い。即ち、兵庫県南部地震において殆ど被害を

被らなかった建物でも、何故、被害を免れ得た

のか定量的な説明がなされていない 2)。性能設

計を標榜する設計法が施行された現在、それを

実体化するために、建物が有する耐震性能を充

分に解明するための研究・データ蓄積は不可欠

である。そして、建物の強震観測は、建築物の

耐震性能を検証するための貴重な実証データで

あり、その蓄積の意義は大きい。

　一方、建築物の地震観測の意義とその困難さ

に関して記述した文書は多い例えば 3,4)。ここで

は、あらためて網羅的な記述を行うことは避

け、筆者が関係している京都市における建物強

震観測例の紹介とともに、高レベル地震動に対

する建物性能把握を行うための建物地震観測の

あり方について、考える所を記述したい。

2. 京都市における建物強震観測例

　京都市地震観測ネットワークは、1995年に京

都大学防災研究所(12観測点)ならびに京都市消

防局(4観測点)によって京都市域の16地点に設

置された地震観測システムである。観測点は、

京都市域の地形や地盤条件を考慮して、京都市

消防局本部（図2）と各区の消防署および消防

出張所の13カ所と岩盤上の宇治市喜撰山、そ

して防災研究所内の実大試験架構（図3）にお

いて観測を行っている。今後、今年度を含む3

年間で伝統木造建築物3棟、木造住宅10棟を追

加する観測網の拡充が予定されている。

　現時点での各観測点の位置を図1に示す。こ

れらの観測システムの維持管理と観測データの

収集のために、京都大学防災研究所および京都

市消防本部にキーステーションが設置され、観

測データの管理が行われている。また、防災研

究所および消防局内のキーステーションは各装

置の故障や状態の自己診断機能を有している。

そして、地震後に自動的に公衆電話回線（ISDN

回線）を介して観測データを収集、収録する事

が可能となっている。

　また、全16観測地点のうち、10観測点では

地盤(3点の鉛直アレー)および構造物内に強震

計が設置されている。残りの、SAG地点とKSM
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図1 京都市地震観測ネットワーク
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地点では地盤鉛直アレーのみとなっており、

IWK,HGS,MNM,RKSの4地点では地表のみの観測

点となっている。また、基本的に水平2成分・

上下1成分の合計3成分の観測を基本とし、1cm/

s2程度の小地震動から2,000cm/s2の激震まで計

測可能となるような設定となっている。

　なお、これまでの全地表観測記録によれば、

計測震度、PGV（最大地動速度）を図4に示す。

記録された地震動は、PGAの最大値で約80cm/

s2、PGVの最大値で5cm/s、計測震度I(JMA)の

最大値は約3.2となっており、得られた記録は

比較的小さな地震動記録が多いといえる。この

程度の地震記録を基に、建物の基本的な振動特

性の把握は可能であるが、高レベル地震動に対

する耐震性能の解明は非情に難しい。息の長い

地震観測が必要である。

3. 観測候補建物が付帯すべき要件

[地震観測の継続可能性]

　敢えて、最も重要な要件として最初にとりあ

げさせて頂いた。例えば、最低30年以上、新築

に近い建物の場合には最低50年以上の継続的

地震観測を期待したい。振動特性の経年変化や

異なったレベルの地震動下の挙動の比較などを

可能とするからである。

　また、今後、建築物の長寿命化への対応、地

震リスク評価や性能表示のためのデータ蓄積が

重要である事を考えた場合、地震観測情報のみ

の記録だけでは不十分である。定期的な建物の

劣化状況・損傷状況のモニタリングが必要であ

る。また、専門的な建築構造の知識の無い人々

が地震リスクを正しく認識出来るよう、映像に

よる記録も重要であると考えている。

　なお、基本的な事ではあるが、良好な観測状

態の維持は意外と難しい。例えば、倉庫などに

設置した場合には、地震計の上や周辺に物が積

まれてしまう事例もある。設置と管理に際して

は十分な注意が必要である。

[データの公開可能性]

　公開可能な建築物データ（構造設計書、PS検

層を含む地盤調査結果)など、建築物の解析に

必要な情報が完備されている必要がある。ま

た、前述した劣化状況、地震後の損傷状況(非

構造部材、家具什器の被害などを含む)、被害

費用、補修・補強方法等についても記録・公開

される必要がある。項目にもよるが、震度V弱

以上の地震が発生した時、地震記録以外の上記
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図2 HNB観測地点建物と観測点配置
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図3 観測対象鋼製実大実験架構 図4 地表観測地点の最大地動速度と最大震度



データについての公開も必要と考えている。た

だし、地震後の被害調査方法・実施機関や公開

すべきデータの内容などについては、十分な検

討と配慮が必要となろう。

[構造の明快性と現象の解釈]

　建物平面・立体形状・耐震要素の配置が整形

である事等は、単に地震時の挙動の解明を容易

とするだけでなく、必要となる観測成分数の削

減と現象の解釈の任意性を低減する事ができ

る。

　ただし、現象の把握に必要な観測成分数は、

出来る限り多い方が良いのは当然であるが、ど

れだけ必要であるか事前に判断できない事も多

い。例えば、ロッキング変形を計測する事は重

要であるが、基礎の平面保持や地盤との密着な

どを仮定せざるを得ない。現象の解釈のために

は適切な仮定を設けたりして解析に頼らざるを

得ず、そこに解釈の任意性を産んでしまう余地

ができる。

　ここで、解釈の任意性を象徴する事例を紹介

しておきたい。アメリカ・ロサンゼルスの７階

建てRC造ビル(Van Nuysビル：図5参照)5,6)の

地震による固有振動数の変化が、建物の損傷の

みに起因するとした研究と主として基礎・地盤

間の剥離やゆるみに起因したものとする研究が

同一誌に同時に掲載されている。対象とする建

物の計測成分数は16成分で少なくないが、自

由地盤地表面、ロッキング成分を計測するため

の計測がなかった事が、統一的な解釈をより困

難にしている。解釈の任意性を減らす為には、

明快な構造の建物に高密度のセンサー配置を行

う事が望ましい。

[建物の耐震性能]

　高レベル地震動に対して、対象建物が甚大な

被害を被らない事と同時に、充分過ぎる耐震性

能も有していない事が望ましい。相反する事の

様に思えるかもしれないが、耐震性能が著しく

高い場合や、結果として大きな被害を被った建

物の場合には、被害のシミュレーションが容易

になってしまうだけでなく、得られる知見とし

ても重要でない場合が多い。例えば、被害の解

釈が保有水平耐力が十分であったから、あるい

は構造詳細や構造特性に著しい欠点があったと

いう理由では、建物性能の充分な解明には繋が

らない。耐震性能を考慮した設計法を実のある

ものとするためには、耐震性を区別(スクリー

ニング)できるための方法論の構築だけでは不

図5 地震時挙動の解釈が分かれている建物

(耐震改修後：2002.11月撮影)
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図6 兵庫県南部地震に基づく被害率曲線
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十分で、耐震性能を定量化できる方法論を構築

できなければならない。

　例えば、学校校舎の様な2-5階建ての中低層

建物を無作為に選んだとすれば、1971年以前に

建設された建物であっても、最大地動速度約

100cm/sの地震動に対して中破率は10%(図6(a)

参照)、小破率でも20%に満たない7)。無作為な

建物の抽出では、貴重な強震観測記録を耐震性

能の把握に活かすことは容易ではない。対象建

物の選定に当たっては、耐震性能の把握が必要

と考えられる。例えば、耐震診断結果を基に推

定される被害確率8)などを参考にして対象建物

候補を選定することも一案として考えられるの

ではないだろうか。例えば、図7からは、Is=0.3

～0.4程度の建物の地震観測を行う事が、耐震

性能の解明の目的のためには適切である様に見

える。ただし、甚大な被害を被る確率も決して

小さい値ではなく、耐震性の高くない建物を候

補に選定する事も判断が難しい。いずれにして

も、事前の被害予測を行う等、事前評価・解析

実施の重要性を指摘したい。

4. 耐震性能解明戦略と地震観測

　前節でも述べた様に、建物の耐震性能解明を

目的とした地震観測は決して容易でない。

a) 長期間にわたる地震観測体制の維持

b) 地震観測以外の建物情報の恒常的公開

c) 建物耐震性解釈の任意性を排除可能な高

密度・多様な観測

d) 候補建物の選定

等の困難さが理由として挙げられる。この様な

観測は、提言 1)において「4.2 高密度建物振動

観測点」として提案されている。ただし、筆者

の考えでは、「4.1 建物強震観測網の全国展開」

で考えられている観測点を減らしても、「高密

度建物振動観測」を優先し、重点化すべきであ

ると考える。建物の性能の解明は、K-NETやKiK-

netの地盤観測とは異なり、同じ構造形式の建

物と見える場合でも耐震性能には差があり、ま

とめて取り扱って議論してしまうと、それほど

有益な情報は得られない事が多い。また、任意

性を伴いがちな観測を行うよりも、確実に耐震

性能解明に繋がる観測を実施していく事の方が

重要ではないかと考えている。

　一方、建物の地震観測だけに頼るのではな

く、

 a) 大型・中型振動台等による動的破壊実験

 b) 兵庫県南部地震などの実建物被害の検証

等の別の方法を併用する事が望ましい。

　例えば、提案によれば、人命の安全性により

関係の深い木造住宅の地震観測は含まれていな

い様である。被害率の比較的低い低層建物の地

震観測だけでなく、人命の安全性に深く関わる

木造住宅の地震観測の実施も必要である。ただ

し、比較的軽量な木造住宅等の場合には、中型

振動台を用いた実大振動台実験が、倒壊に至る

までの耐震性能の解明に実績を上げつつある例

えば 9)し、効率的でもある。また、非木造建物に

ついても、大型振動台実験によって実大低層建

物の動的破壊実験の実施が可能となりつつあ

る。低層建物の場合には、建物の地震観測と振

動台等による動的破壊実験の併用によって、耐

震性能の解明が促進できると考えられる。

　一方、兵庫県南部地震においては、8～15階
図 7 Is値とフラジリティ曲線
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建ての中高層建物の被害率も高かった 7)。特筆

すべき事は、新耐震設計法(1982-:図 6(b))に

よって設計された建物でも、旧規準の低層建物

(-1971:図6(a))よりも中破率が高く、耐震工学

上・都市地震防災上、看過し得ない状況にある
2)。強震観測の実施が強く望まれる。その一方

で、兵庫県南部地震で被災した建物が今も現存

している事を忘れてはならない。特に、被害程

度が比較的軽かった建物を対象としたシミュ

レーション解析は有意義であり、公共建物であ

れば現時点でも実施可能ではないだろうか。そ

の際、再検証は複数の機関によって実施される

事が望ましい。例えば、建設地点の強震動評価

から、地盤増幅、動的相互作用、地震時被害の

評価などを含む一連のシミュレーション解析を

コンペティション形式で行って、シミュレー

ション解析の現状把握と今後の課題の共通認識

化に役立てる事も重要であると考えている。さ

らに、被害の再検証後、必要があれば強震観測

を実施する事も有効であろう。

5. おわりに

　建物の強震観測記録は、耐震性能の解明を行

う上で必要不可欠な検証データとして位置づけ

られ、その必要性・重要性は疑う余地がない。

地震観測が促進され、耐震性能解明のための努

力が継続的に行われていく事を望みたい。

　ただし、建物の強震観測も一つのアプローチ

に過ぎない。種々の方法を戦略的に組み合わせ

るなど、真の性能設計の実現へ向けての知恵が

結集される事を期待して止まない。
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