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大地震に対する免震・制振構造
― その優位性と課題 ―

日本大学理工学部建築学科教授 古　橋　　　剛

１.はじめに

近年、免震構造、制振構造を採用して
いる建築物が増加している。その背景を
考察するとともに、現状の課題を指摘す
る。

２.免震・制振建築物の増加

免震・制振建築物が増えている。
図－１に免震建築物計画推移棟数（戸

建て住宅を除く）を示す。なお、以降、
図－５までのデータはすべて　日本免
震構造協会調べによるものである。

1982 ～ 2015 年までの免震建築物計
画の合計は 4,140 余棟である。免震建
築物が導入された当初の 10 数年余りは
それほど増加していない。最初の増加の
契機は 1995 年１月の兵庫県南部地震で
ある。わが国でも地震災害により建築物
が損傷し財産を失うのみでなく、多くの
人的被害がでることが再認識させられた。
それまでの 10数年余りでの合計が 80余
棟であったものが年間 100 ～ 300 棟の
規模になる。免震建築物の許認可は、初
期には建築基準法旧 38条に依っていて、
時刻歴応答解析を用いた構造計算により
その安全性を確認し、建設大臣の個別認
定により建設されていた。2000 年に建
築基準法が改正され、いわゆる免震告示
（平成 12年建告第 2009 号）が発行され、
時刻歴応答解析を用いない構造計算ルー
トも設けられた（図－１中の告示免震）。
ただし、その数は全計画数の 15％程度
であり、少数派である。図－１中では旧
基準法の認定ルートと新基準法の性能評
価ルート、どちらも時刻歴応答解析によ
る構造計算をまとめて性能評価と示して
いる。

免震建築物の計画数は年毎に増減を繰
り返している。新潟県中越地震、新潟県
中越沖地震、東北地方太平洋沖地震など
地震災害毎に計画数が増加することが分
かる。なお、2009 ～ 2011 年の落ち込

みは免震建築物計画数の落ち込みという
よりも、2008 年のリーマンショック後
の建築全体の着工数の落ち込みを反映し
たものである。

図－２の用途別の免震建築物計画数を
見ると、年度毎の増減の支配的な原因は
集合住宅の計画数の増減であって、病院、
その他（事務所、庁舎・公共施設、…）
の用途の建築物の免震計画数は景気に左
右されずに着実に増加する傾向が読み取
れる。

図－３は官民別の免震建築物計画数で
あるが、民間は年度毎の大きな増減があ
るものの、官庁は数的には少数派である
が着実に増加していることが分かる。

図－４は戸建て免震住宅の計画数であ
り、2015年までの合計は4,700余棟ある。
戸建て免震住宅は 2000 年頃から急激に
増加し、一般免震建築物とは逆に 2011
年の東北地方太平洋沖地震以降減少した。
これは戸建て免震住宅を供給する企業が
ごく少数で、その営業政策が計画数に大
きく影響していることによるものである。

図－５は、制振建築物の計画推移棟数
である。合計は 2015 年までで約 1,300
棟であり、免震建築物の約３分の１であ
る。年間の計画数は 50 ～ 100 棟で、こ
れも免震建築物の 100 ～ 300 棟に比較
して約３分の１である。また、制振建築
物の場合も、年毎の計画数は免震建築物

図－１　免震建築物計画推移棟数（戸建て住宅を除く）

図－２　用途別　免震建築物計画推移棟数（戸建て住宅を除く）
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同様の増減を示している。
免震・制振建築物の増え方を別の見方

から示す。図－６は指定性能評価機関の
ひとつである　日本建築センターが時
刻歴応答解析ルートで性能評価した建築
物（超高層建築物および高さ 60 ｍ以下
で時刻歴応答解析による構造計算を選択
した免震、制振建築物）の構造区分を示
す（2011年 10月から2013年３月のデー
タ計 108 件）。

免震構造が 68％、制振構造が 25％で
あり、免震も制振も採用していない耐震
構造はわずかに７％である。時刻歴応答
解析で設計される建築物では、耐震構造
の比率が非常に小さくなっていることが
読み取れる。

３.免震・制振建築物が必要
な理由

免震構造、制振構造といった応答制御
構造を採用する建築物が増加している理
由、言い換えれば必要とされる理由を考
える。

(１)法の求める耐震性
現在、わが国の建築基準法は建築物の

構造に関する最低の基準として、以下の
２つのレベルの耐震性を求めている。
①中地震動に対する財産の保護

稀に（数十年に一度程度）発生する地
震動による地震力に対して構造耐力上
主要な部分に損傷が生じない。

②大地震動に対する人命保護
極めて稀に（数百年に一度程度）発生
する地震動による地震力に対して建築
物が倒壊・崩壊しない。
わが国の建築物の耐震規定は、1924

年関東大震災翌年、市街地建築物法の改
正により導入され、1950 年制定の建築
基準法に引き継がれた。その内容は、前
記の２つの耐震性のうち、「①中地震動
に対する財産の保護」に相当するものだ
けであった。その後、建築物には大地震
に対して弾性的な応答では１Ｇ程度の加
速度がかかり、これに強度で抵抗するこ
とは現実的には難しいことが分かってき
た。そこで、1980 年建築基準法施行令
の改正、翌 1981 年施行に、いわゆる新
耐震設計法が導入されて、①に加えて「②
大地震動に対する人命保護」が追加され、
２段階の設計法が導入された。

すなわち、極めて稀に生じる大地震動
に対しては耐震建築物でも、無損傷にと
どめることは難しいため、損傷を許容す

るものの倒壊・崩壊を防止して人命を保
護しようとするものである。

これが法の求める最低の耐震性である
が、現実には、世の中の大半の建築物は
これを最低の基準としてではなく、満足
すべき目標性能として設計されている。

一方、一般市民には、大半の建築物は
大地震に対して倒壊・崩壊しないものの
損傷を生じるように設計されていること
は認識されておらず、法に従った建築物
では大地震に対しても財産が保護される
と思われていた。

建築物が備えている耐震性の実情を十
分理解しているのは建築の構造の関係者
だけであって、一般の建築物の所有者、
使用者には理解されてこなかった。この
意識の乖離は、阪神・淡路大震災などの
建築物被害を生じる震災のたびに、構造
技術者は痛いほど経験してきている。

わが国の建築物の耐震性能がいまだに
一般市民に十分知られていない現状はあ
るものの、さすがに近年の被害地震の増
加に伴い、一部の企業経営者などに理解
が進みつつあり、大地震に対しても自ら

図－４　戸建て住宅　免震建築物計画推移棟数

図－５　制振建築物計画推移棟数

図－３　官民別　免震建築物計画推移棟数（戸建て住宅を除く）
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の財産、ビジネスを守る（BCP）ために、
法の要求以上の耐震性を建築物に求める
動きが現れ始めていることが応答制御構
造の増加の原因のひとつと考えられる。

(２)大きくなる想定地震動
前項では建築基準法の要求する建築物

の大地震に対する耐震性能が一般市民の
想定する性能より低いことを述べた。

実は、要求性能が低いのみでなく、想
定する大地震の大きさも十分ではないこ
とが指摘されている。
①長周期地震動対策
国は、南海トラフ沿いで約 100 ～ 150

年の間隔で発生しているとされるＭ８～
９クラスの巨大地震に備えて、関東地域、
静岡地域、中京地域および大阪地域の対
象地域内において以下の対策を義務づけ
た。
・2017年４月１日以降に申請する性能評

価に基づき超高層建築物および地上４
階建て以上の免震建築物を新築する際
の大臣認定の運用を強化し、

・同区域内の既存の超高層建築物等につ
いて、今回対策を求める地震動の大き
さが設計時の想定を上回る場合には、
自主的な検証や必要に応じた補強等の
措置を促すものである。
この際示された長周期地震動の大きさ

は、地域によっては基準法の極めて稀な
地震動の 1.5 ～ 2.0 倍と大きなものに
なっている。
②大振幅地震動対策
1948 年福井地震（Ｍ 7.1）は都市直

下型地震で局部的に大きな被害をもたら
した。この際、気象庁震度階に震度７が

追加された。しかしながら、長らく震度
７の地震は発生しなかった。半世紀後、
都市直下型地震による大震災（阪神・淡
路大震災）をもたらした 1995 年兵庫県
南部地震（Ｍ 7.3）が、わが国で初の震
度７と認定された。それ以降、わが国で
は2011年３月東北地方太平洋沖地震(Ｍ
9.0) 最大震度７、2016 年４月熊本地震
( Ｍ 7.3) 最大震度７など、震度６弱、
６強、７の被害地震が頻発することにな
る。こうした地震で記録された地震動は、
建築基準法の極めて稀な大地震の強さを
上回るものであった。こうした経験を踏
まえて建築基準法の想定する大地震より
大きな地震動に対する何らかの対応が必
要なことが指摘されている。これらは大
きく分類すると３種類になる。
①内陸地殻内地震の大振幅観測記録

兵庫県南部地震、熊本地震では建築基
準法の大地震を大きく上回る地震動が
観測された。

②プレート境界地震の大振幅観測記録
東北地方太平洋沖地震では建築基準法
の大地震を大きく上回る地震動が観測
された。

③大振幅の予測地震動
上町断層帯の地震による予測地震動は
建築基準法の大地震を大きく上回る。

４.免震・制振構造の原理と
特徴

大地震に対する建築物の要求耐震性能
の見直しと、想定する大地震動レベルの
見直しにより、建築物の従来の耐震設計
だけでは、対応が難しい状況が生まれつ
つある。この状況に対して、登場するの
が免震構造、制振構造を採用した建築物
である。

(１)免震構造の原理と特徴
免震構造の原理を正しく理解するには

振動学の知識と地震動に対する知見が必
要である。

前述のように建築基準法制定後、大き
な地震で建築物に生ずる加速度は１Ｇに
も達し、耐震建築物が無損傷でいられな
いことが分かった。同時に、地震動の性
質として長周期の構造物に生じる加速度
は短周期のそれより小さくなるというこ
とが分かった。

図－８　地震動の変位応答スペクトル

図－７　地震動の加速度応答スペクトル

図－６　免震・制振・耐震構造区分
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図－７に地震動の加速度応答スペクト
ルの例を示す。横軸が構造物の周期、縦
軸が構造物に生じる加速度を示している。

これは長周期の構造物は地震時に発生
する水平力（の自重に対する比率）が小
さくなるということである。この性質を
利用することでわが国のような強震国で
も超高層建築物（＝長周期な構造である）
の建設が可能となった。同時に長周期な
構造物は地震時の変形が大きくなること
が明らかになった。図－８に地震動の変
位応答スペクトルの例を示す。横軸が構
造物の周期、縦軸が構造物に生じる変形
を示している。

超高層以外の中高層の建築物を長周期
化して地震による力を小さくしようする
と、地震時に変形が大きくなり過ぎてし
まうので、この手法は使えないことが分
かる。

1980 年代にわが国に導入された免震
構造は、建築物の一部に免震層を設け、
アイソレータ、ダンパーなどの免震装置
を設置することで、構造物の長周期化と
大変形可能を図るものである。図－７よ
り、一般的な中低層建物の周期を 0.2 ～
0.6 秒程度とすると、大地震時の建物の
応答加速度は１Ｇを超えることがわかる。
これを免震化して周期を３～４秒に伸ば
せば、応答加速度は 1/5 ～ 1/10 の 0.2
～ 0.1 Ｇとなり、建物にかかる水平力は
著しく低減される。さらに、免震層では
減衰性を増すことで過大な変形を防止す
るようになっている。

免震層に設置される免震装置は、建物
自重を支え、長周期化し、地震時の大変
形に追従し、振動エネルギーを消費して
減衰性を増す。免震装置は地震後もその
健全性を損なわないか、あるいは疲労し
ても交換可能となっている。

免震構造は、建物内の応答加速度が抑
えられるという性質から、大地震動に対
して、構造体の被害を抑えるのみでなく、
内部収容物の被害を抑え、建物機能を維
持することができる。一般の耐震構造の
目標性能より１ランク高いものにするこ
とができる。

(２)制振構造の原理と特徴
制振構造はその原理、適用法などが幅

広く法律的にも学術的にも明確な定義が
されていない。現在、広く採用されてい
る制振構造である、地震時に受動的に作
動する履歴型または流体型のダンパーを
設置するタイプの制振構造の原理は、ダ

ンパーによる振動エネルギーの吸収（＝
減衰性能の付与）である。図－７，８の
応答スペクトルから分かるように、減衰
の付与の効果は、短周期の構造物におい
ては応答加速度の低減、長周期の構造物
においては応答変位の低減である。中間
的な周期の構造物では、その両方の効果
が期待できる。ただし、その効果の程度
は設計により千差万別の状態である。

５.現状の課題

免震構造、制振構造どちらも適切に設
計されれば前述の要求、大地震に対する
健全性確保、法以上の地震動に対する対
応はある程度可能であると考えられる。
一方、これらの構造にはそれ独自の注意
が必要である。

(１)免震建物の課題
免震建物は応答加速度の低減により構

造被害のみならず建物内部被害の防止な
ど、設計範囲内であれば、一般の耐震建
物に比較して優れた対地震性能を発揮す
る。しかしながら、その対地震性能の源
が免震層一カ所に集中している、いわば
不静定次数の低いシステムであり、設計
想定外には冗長性がないのではないかと
いう指摘がある。その性能が優れたもの
であるだけに、システムの冗長性には配
慮した設計をする必要がある。

2000 年の告示化以降、免震材料の大
臣認定化・データベース化、構造計算プ
ログラムの整備などがなされ、免震建築
物の計画数は増加したが、反面、こうし
た便利なツールを使うことで、基準法の
要求を満たしていればそれ以上は何も考
えてない免震建築物も出現しているよう
であるのが気にかかる。前述のように免
震建築物は耐震建築物より、冗長性が必
要なのでオンかオフかというような割り
切った設計は想定外の事態に対する安全
性を担保できない可能性がある。

また、免震構造は他の構造に比較して、
歴史の短い構造であるので免震層、免震
装置周辺の詳細など熟成されていない感
も否めない。同時に、意匠設計者、設備
設計者、施工者、使用者等の免震独自の
性格への理解もそれほど進んでいない。
考慮不足の詳細に起因するエキスパン
ションジョイント、免震装置取付け部な
どのマイナーな事故は地震の度に発生し
ている。

(２)制振建物の課題
制振構造の場合、ダンパーは建物各所

に分散配置されることが多いので、免震
構造のように耐震性能の源が一カ所に集
中することはない。

現在の制振建物の課題のひとつは、過
大な地震動に対して検討されていないこ
とである。前述のように、基準法以上の
地震動に対しても対応が必要となりつつ
あるなか、設計想定以上の入力に対して、
ダンパーがどうなるか、取り付け部がど
うなるか、ダンパー破損時に建物がどう
なるかなどの検討は一般になされていな
い。

もうひとつは、制振建築物の性能の評
価が難しいことである。前述のように制
振構造はその定義も明確ではない。物件
によって加速度が低減したり、変位が低
減したり、あるいは両者であったりして
その効果の種類も程度も一様ではない。
制振建築物の健全な発展には、ダンパー
を設置することでどれだけ（BCP を含め
て）性能が向上するかを評価し、発注者、
使用者に示すことが肝要であるが、なか
なかよい手法がない。結果として、制振
建築物の耐震性能に対する社会的コンセ
ンサスが得られていないのが現状である。

６.おわりに

免震・制振構造を採用した建築物が紆
余曲折はあるものの、わが国において増
加している。その背景には大地震に対し
ても建築物やその機能を守りたいという、
法の要求以上の使用者・発注者の耐震性
への要求がある。

免震・制振構造は、こうした要求に応
えることができる優位性をもつ構造であ
るが、十分な理解と配慮をした扱いが必
要である。

そのような十分な配慮を重ねた免震・
制震構造物がますます増加し、社会の安
全に寄与することを願う。


