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1. はじめに 

1995 年兵庫県南部地震以降に急速に整備された地盤を対象とした強震観測網に比較する
と、建築物における強震観測の状況は貧弱である。本シンポジウムを企画した構造委員会
振動運営委員会強震観測小委員会では、この状況を改善するために 2002年に「建物の強震
観測に関する将来像」と題したシンポジウムを開催し、委員会が考えた将来像を報告書と
してWebページで公開している[1]。また、2006年の大会（関東）では、構造部門（振動）
のパネルディスカッションとして「建築物の地震時挙動を知るために」が開催され、建築
物の強震観測の重要性が再確認されるとともに、積極的に観測を進めるためには公的な機
関による実施の必要性が主張された。 
建築物に関する強震観測が質量ともに劣っていることは確かであろうが、建築物の強震
観測の全容を把握することは容易でなく、地盤の強震観測に比べてどの程度劣っているの
かを明確にすることは難しい。そうは言うものの、状況を把握する試みは様々に行われて
いる。その一端は、2005 年に開催された「第４回 強震データの活用に関するシンポジウ
ム」において鹿嶋により紹介されている[2]。鹿嶋は筑波建築研究機関研究協議会（以下、
BRICと称する）の報告結果[3]と建築研究所が実施した建物強震観測に関するアンケートの
結果[4]、および建築研究所の 2005 年時点での観測状況を紹介している。このうち、BRIC
の調査は 1990 年から 2001 年までの建築学会大会梗概集から建築物を対象とした強震観測
の状況を抜き出したものである。また、建築研究所が行ったアンケートは主として民間企
業を対象に 2003年に実施したものである。 
これらの調査から既に５年以上が過ぎており、これらの調査を建築物における強震観測

の現状とは言い難い。そこで、BRICの調査と同様に大会梗概集を用いて建築物を対象とし
た強震観測の状況を調査することを強震観測小委員会の活動として行った。以下はその結
果である。大会梗概集の調査は、境茂樹委員（2002年度）、栗田勝実委員（2003年度）、神
原浩委員（2004年度）、山村一繁幹事（2005年度）、安井健治委員（2006年度）と分担して
行ったが、今回の報告は片岡の責任でまとめている。 
 
2. 学術講演会梗概集に掲載されている建築物の強震観測報告 
 
2.1 検索方針 
上述したように、BRICは 1990年から 2001年までの大会学術講演梗概集（以下、断り無

しに梗概集と称する）を調査していることから、今回は 2002 年から 2008 年までを調査対
象とした。梗概集は別冊となっていることから、B-2（構造 II）を主たる対象としたが、C-1、
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C-2別冊も調査した。 
また、原子力施設など地震観測が間違いなく行われている施設については現況を調査す
る必要はないと判断し、以下の調査からは省くこととした。 
2.2 検索手順 
検察は 2007年度の梗概集を対象に若干の予備検討を行った結果を踏まえ、次のように行
った。 

1.建築学会ホームページの「データベース・検索サービス」から「大会学術講演梗概集」
→「目次検索」と辿り、各分冊に掲載されている梗概のうちタイトルに「観測」また
は「記録」または「モニタリング」があるものを検索し、Web ファイルをそのまま
htmlファイルとして保管した。 

2.題目から判断して建築物における観測でないものを削除する。具体的には、保管した
htmlファイルを編集する。 

3.もとの梗概にもどり、その内容を確認し、建築物における観測でないことが分かったも
のは削除する。 

梗概 CDに含まれているキーワード検索を用いて検索することも試みたが、表示されるも
のがキーワードとタイトルの一部だけであり、著者名、ページは分からないという欠点が
あることが分かった。また、タイトルを PC上に表示して見て目視で判別することも試みた
が、上述の手順のようにファイルに変換することが容易でなく、その後の処理が容易でな
いので最終的には用いなかった。 
検索された梗概を元に、年、講演番号、タイトル、著者名、出典、開始頁、研究グルー
プ名、立地場所、建物概要、構造種別、基礎構造、地震計設置位置、計測点数、地震計種
類、周期特性、解析モデル、および備考を整理した表を作成した。なお、立地場所につい
ては建築物の名称などから調査したものもある。また、後述するように同じ建築物におけ
る観測例が複数出てくることもあり、建築物の同一性を確認する必要があった。その際に
は、発表番号を用いて梗概を比較した。発表番号は表だっては記されないが、このような
検索には有益であった。 
2.3 検索結果 
検索結果を整理すると、2002年から 2008年までの７年間に建築物における強震観測に関

連した梗概は 140 編あった。平均すると１年間に 20 編の報告があることになる。ただし、
同題で連番のものについては同年度においては１編と数え、別の年度のものは独立に数え
ている。BRICの調査では、1990年から 2001年の 12年間で 127編であることから平均値は
約 10 編であり、以前に比べて平均発表数が増えていることになる。BRIC の調査は梗概集
に戻って１編ずつ内容を確認していると聞いており、今回の検索よりもより多くの文献を
抽出できる可能性がある。とすると、発表数は増えていると判断しても良いであろう。 
年度毎の梗概件数を整理して図 1 に示す。図からは年により数に変動があることが分か
る。2003年に比べて 04年が増えたのは、2003年 9月 26日に起きた十勝沖地震の影響であ
ろう。この地震により釧路市あるいは札幌市にある複数の免震建築物において地震記録が
得られ、その結果が報告されていた。調査対象期間のうち、2003年以降は 06年を除いて内
陸の被害地震が発生している。07年に発表数が減っているのは 06年に被害地震がなかった
ためとも考えられるがそれを裏付けるような考察は行っていない。いずれにしても被害地
震の発生と発表梗概数には因果関係があることは間違いないであろう。 
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図 2 は梗概を投稿した機関の種別の内訳である。文献[2]に倣い、連名の発表者の所属が
複数の業種に渡る場合は、複数の種別としてカウントしてある。文献[2]に掲載されている
BRICの調査結果では建設会社が半数以上を占めるが、今回の調査では大学（高専も含む）
の数が建設会社を上回った。比率で言うと、40%と 29%である。詳細な検討のためには、
BRICの前回調査との比較が必要であるが、今回の調査結果を見た限りでは、大学教員が自
らのキャンパスにおいて地震観測を行っている例が少なからずあった。また、名古屋大学
の福和教授のグループのように積極的に地震観測を行っている例もあり、これらのことが
大学（高専を含む）の割合を引き上げたものと考えられる。 

 

 

図 2 学術講演梗概集に掲載されている建築物における強震観測に関連する梗概数の推移 

 
図 1 建築物における強震観測に関する梗概を発表している機関の内訳  
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3. 建築物における強震観測に関する考察 
 
3.1 強震観測が行われている建築物の数 
前節でリストアップした梗概を整理して、強震観測が行われている建築物を求めた。具
体的には、まず一つの梗概で複数の建築物が紹介されている場合には、建物毎にリストを
作り直した。ついで、年度を跨いで数回の発表がある建築物があることから、それについ
ては建築物名称や所在地、構造諸元などを頼りに同じ建物であるか否かを判断し、適宜削
除した。その結果、最終的に 119棟が強震観測が行われている建築物としてリストアップさ
れた。ただし、梗概集の限られた字数の制限のために、前述した項目が全て分かっている
訳ではない。 
リストアップしたものには余震観測などの臨時観測が少なくとも２編含まれている。臨
時観測は将来起こる地震に関しては有益なデータを残さないが、特に余震観測は建築物の
地震時応答データを短期間で収集できることから、建築物の地震時応答挙動の把握という
面では有益であると判断し、上記の棟数に入れた。また、歴史的木造建築物の地震観測例
も報告があるが、これは一般的建築を対象としたものではないと考え、ここでは除いた。 
考察を行うに当たって、本来ならば BRICが行った調査で既にリストアップされている建
築物とそうでない建築物については分けることが必要かと思うが、ここでは分けずに今回
の調査結果についての考察を述べる。なお、BRICの調査では 127棟において強震観測が行
われていることになっている。今回の調査では数回に渡って大会で報告された建築物もあ
ったが、その数はそれほど多くはなく、特定の建築物に集中していた。また、梗概を概観
した限りでは、調査期間以前のものを参考文献としてあげているものも多くはなかった。
これらのことより、今回の調査で求められた建築物の大半は新しく強震観測が実施された
ものと思われる。 
3.2 観測対象建築物 
観測対象建築物を階数別で整理したものを図 3 に示す。以降の整理方法は文献[2]に倣っ
ている。1F～5F の低層が大凡３分の１を占めることは BRIC の前回調査と同様であるが、
その一つ上のクラスである 6F～10Fが同程度を占めることは BRICの結果と異なっている。
また、31F以上は BRICの調査結果では 20%程度の割合を占めていたが、今回は比較的少な

図 3 階数による観測建築物の内訳 図 4 構造種別による内訳 
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かった。 
構造種別毎に見た結果を図 4 に示す。特筆すべきは、木造建築物の観測例があることで
あろう。文献[2]においては木造という種別はなかった。実数では８棟となり、多くが一般
住宅を用途とした木造建築である。木造住宅における観測例は文献[5]、[6]、[7]、[8]、[9]
に記載されている。従来より、市民の暮らしに密着している住宅の地震時挙動の調査の必
要性が叫ばれてきたが、今回このような観測例が見られることは歓迎すべきことである。
今後も観測数が増加することを期待したい。また、木造ではないが S 造の住宅の地震観測
例も報告されていた[10]。 
従来から建築物における強震観測の目的として新しい技術の確認が挙げられてきており、
文献[2]に掲載されている BRICの調査結果でも免震建築は全体の 1/4を占め、制振建築を加
えると 1/3に達していた。そこで、今回の調査結果をまとめて図 5に示す。図を見ると免震・
制振建築の割合は BRICの調査結果とほぼ同程度であり、免震建築は 1/4をやや上回るもの
の(29%)、制振構造を合わせるとおおよそ 1/3（37%）になる。 
3.3 観測対象地域 
観測対象建築物の立地する都道府県の内訳を図 6に示す。図からは東京が最大であるが、
次に位置するのは宮城県である。宮城県周辺では調査期間中に強い揺れをもたらす地震が
複数発生しており、その影響とも考えられる。また、東北大学のグループが系統的に地震
計を設置したことも観測棟数の増加に繋がっている[11]。 
文献[2]に示されている立地場所の上位は東京首都圏と大阪、愛知であり、これらで半数

を超えるが、今回の結果はこれとは異なり、北海道、新潟などが上位となっている。これ
は調査期間中に発生した地震の影響であると思われる。このことは、建築物における地震
観測は潜在的に全国各地で行われており、強い揺れが観測された場合に報告されるという
図式に対応していると考えられる。 

 
4. まとめ 
 
 建築物における強震観測の最近の状況を 2002 年から 2008 年までの大会学術講演梗概集
を基に調査整理してみた。調査結果をまとめた感触としては、徐々にではあるが観測され

図 5 免震・制震建築の占める割合 図 6 観測対象建築物が立地する都道府県 
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ている建築物は増加しているように思える。この調査を通じて思いつく増加理由を挙げる
と次のようになる。 

• 構造ヘルスモニタリングの注目 
• 安価な強震計の開発 
• 建築物における強震観測の重要性の再確認 
• 被害地震の発生 

 ただし、その数自体は十分なものとは言えないであろう。例えば、調査期間中に被害地
震が２回起きた新潟県においても発表件数はそれほど多いものではない。また、今年発生
した岩手・宮城内陸地震の際にレベル２相当の地震動を受けたと思われる免震建物が１棟
あるが、これには地震計が設置されていないようである[12]。今後さらに建築物における強
震観測の必要性を主張する必要があると思われる。 
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