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Abstract 

お匂nyreinforced∞ncrete sch∞，Jb凶ldings也thebig earthquakeぉ田lerationobs釘vation紅白釦ffered∞前倒 or

∞llision白m喝;eof expansion joint during the 2001 Geiyo Earthquak:e. With a purpose of finding the appropriate 

cl<館卸偲 of抑制ionjoint for re凶 r剖∞悶邸凶d町出.eclearances of expansion joint for伽帥∞l

bui1dings which町民:red∞llisiondamage during the 2∞1 Geiyo Earthquake were inve副gated.Frorn the cl創出回S

of expansion joint which釦島:red由m喝.e，the deforrnation of r，自由rcedcon倒的凶ding田bj倒 ed儲 泊 中akeis 

既 arnined.So we conducted the que凶onna出問W町 tothe elementary sch∞.} of団roshimaPrefe釘ture回u白ernp出

品outthee対sten田 ofe却ansionjoint and the damage of school bui1dings by the伺rthq凶 ke.
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2001年芸予地震、エキスバンションγョイントの被害、鉄筋コンクリート造建物の地震による変形

~ 1 はじめに

2∞1年芸予地震において、呉市をはじめ大きな地譲カ同車度が

観測された地域にある鉄筋コンクリート造校舎のエキスパン、ン

ヨンジョイント(校舎と校舎、校舎と 2階以上の渡り廊下の間に

ある隙間部分)の多くで接触・径撰被害を受けた。被害を受けた

エキスパンションジョイントの間隔から、鉄筋コンクリート造

建物の芸予地震による変形を推定する方法が考えられる。この

研究では、広島県南部における市町村の鉄筋コンクリート造校

舎について、接触・衝突被害を受けたエキスパン、ンョンジョイ

ントの間隔から、芸予地療によって鉄筋コンクリート造建物に

生じた変形をナ阪Eすることを目的とする。

~ 2 研究の方法

① 地震発生時の関係渚の移動などにより被害の拒躍が困難

になるため、出来るだけ早く地震による被害の情報を入手して

おく必要がある。このため、事前に小寺喰へ調査目的を説明し

たファックスを送り、数日後に電話にてエキスパン、ンョンジョ

イント似下駄p.Jと略記する)の有無、芸予地震による校舎

等の被害について調査して、少しでも多くの小今壊の被害を把

握し丸

② 迂ゆ結果を踏まえた上で、各市町村教育委員会等による

別の報告書があれば参考にして、電話による聞き取り調査を把

握した

③ 実観調iJ!{躍を模擬した人工地震波を併戎して、地震~に

おける建物の変形と建物間隔を推定し、実際0識害と比較して

シミュレーション結果が合っていることを確かめる。その上で、

シミュレーション結果を用いて地震時の建物の変形を推定した。
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93 電話による聞き取り調査結果

広島県南部における表1の地区の学校に電話による聞き取り

表1 調査校数

FAX送信 回答有 回答率

ω広島市 136 136 1∞.0稲

(肪呉市周辺 49 47 95.9覧

(C)西条・黒瀬 49 42 85. 7見

(D)佐伯・大竹 30 29 96.市

但)三原・竹原 40 37 92. B覧

(め尾遭・福山 印 58 96.市

計 お4 349 95.鍬
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国2 坊がンション~.ョルトへの被害の有無の智治(地欄IJ)

国3 建物fゆ何らかの被害の有無の害l合(糊錦IJ)

調査を行った。調査結果を付表に、諦査結果の比較を図l(E均J

の有無の嘗J合)、図2但却Jの被害の嘗治〉、図3縄物の被害の

有無の苦手拾うにそれぞれ示す。 E買p.Jのある学校は都市部に多い

と予測されるが、図1より全体に対する比率は場所による差は

ほとんどなく、約半数であることが分かる。また、図2より、

Exp.Jへの按害は、呉・広島地区で約7航、その周辺地震時り

50%であり、震源から情針もている福山・尾道でも約 2加もの学校

で被害があったことも分かる。その他の被害についても、図3

から分かるように広島県南部のほぼ全域で約 7仰の学佼で何ら

カ:の被害があり、震源から離れている福山・尾道においても約

4併もの被害があった。

地図上において正確な緯経度座標に点をプロットして被害分

布を知るために、数i面倒~ 25卿〈広島、数値姻 2反則間山

及丸働から敷地の中央の緯度経度を求め、被害状況別に点を地

図上にプロットした。こうして作戒した被害分布マップのうち、

Exp.Jがある学伎の被害分布を図4に示れこれより、特に広島、

呉周辺でExp.Jの被害が多かったことが分かる。

94 地震応答解析による機E
4.1 地島演の作成

地震応答解析結果を、統計的に処謹する自的で、観測結果か

ら模瓶入ヨコ地震波を作減した。なお地震樹立入図5に示す害予

地震で最も被害の大きかった広島県呉市のK-NE1'による EW

脳長の託鍋こついて検討した。

まず人工地震波の作成剣ヰとして、人工地接渡のフーリエス

ベクトル損幅は、原波形のフーリエスペクトノレと等しくする。

儲目角比均崎の儲日差分による方法研l聞した l}。地震波形は

印波とした。こうして僧或した地震波の~Jを図6 に示すユ
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を考える。地震応答解析を行うことで建物の相対変位を求める

ことができるため、2つの建物の相対変位の差の絶対値の最大以

上に建物間隔をとっておくならぽ衝突は生じないと考えること

ができる。したがって、次の式で表すことができる。

d;;;;IIYC2Yil間 ，=IlY;

IYi : 1つ自の建物のi層の相対変位

2Yi : 2つ目の建物のi層の相対変位

IlYi:地震による衝突を避けるために必要なi階での間

隔(以働必要建物間隔と言う)

地援応答解析結果より、必曇実働間隔IlYiの分布は 1次振動

形と等しくなることが分かった。また、必要建物間隔の平均ぷ

の標準偏萄ま、 dの2側程度と考えてよく、 IlYiは平均の 1.2

傍あれJ訴~9 割は衝突を避けられ、逆に平均の 0.8 倍程度では

約9害lが徳撰することカちきかった。

次に、個々の応答の最大値iおt暮スベクトルなどから求める

ことができるので、これらの値を用いて4を指官する試みをし

た。次のαの働tいくらになるかを求めた。

求めた結果αは0.41への.74となった。既往の研究田において

も5層同士の組み合わせでα=0.815であり、建物¢組み合わせ

ててかなり産動した値となることが失ぽもた。

実被害との比較

シミュレーションによる必要建物間隔と実際に被害を受けた

建物間隔を比較すると、シミュレーションによる結果が実際の

(b:滞暗ばね定数が等しい

モデノレ

p戸町 巨??lヤ1

ω変形モデノレ1 (b)変形モデル2

国8 建物の変形僻目み合わせ

建物のモデルの1次固有モード

中山・門前:2001年芸予地震による鉄筋コンクリート造建物の変形とエキスパンションジョイントの被害

αー llYt-2Yt!max 

(lYtm眠 +2Ytm阻)

(a)逆三角形分布

国7

4.4 

50波分の最対曜度の平均は331.973伊1で、実測直の最劫陪車

度担5.154伊1と比較して同じくらいである。また、最対曜度

の発生位置は人工地震翻3と原波形共にほぼ等しいが、観調!鼠

録のエネノレギ寸カ暗度の2乗柿分布は人工地震のエネルギーが

全体に分散しているのに比べて主要動付近に集中している。こ

のため、減衰のある建物に対する地震;t答結果は、人立鵠動支

の方が観調膿苗表よりも小さくなる可能性が高川

4.2 検討する建物のモデル

鉄筋コンクリート造3，4階の建物について、表2のよう械Eみ

合わせで地震応答解析を行った。なお国有周期Tは建物の地盤

面からの高さを 0.02傍めして求め、いずれ均建物にも同じ地震

波が作用するものとした。

建物のそデ/レI:t，建物の 1次固有振鼓婦が逆三角形分布のモデ

ル個7(a))と各階めばね定数が等しいモデノ阿国7(b))の2種類と

した。

4.3 地震による衝突を避けるために必要な建物間隔

建物の並ぶ左右の順序は不同で、図8(8)や(b)のような変形

建物倒Eみ合わせ
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被害より小さい。この原因として、人工地震のエネルギーが観

海軍部表のエネノレギーが主要動付近に集中しているのに比べて全

体に分散していることや、 K.NETによる観測甥鞍よりも強い

地震波が建物に作用した可能性、梁などにクラックなどが入っ

たりもともと建物の周期が大きかったりすることにより実際の

周期がシミュレーションよりもっと大きかった可能性などが考

えられる。このように、シミュレーション結果と実被害との閑

には差があり、シミュレ}ショシ儲果から変形角を描Eするこ

とが出来ないため、解析結果より求まるαを用いて変形角を推

定することにする。 αの値は0.41---0.74とぱらつきがあったた

め、このうち最大と最小であるα=0.45、0.75を用いて検討する。

昨年度呉市で実測したExp.Jの間隔句のうち6cmのものはジョ

イント部に被害を受けており、この建物の場合、建物高さを 10m

とするとα=0.45において変形角R=1/15C加の、 α=0.75におい

て R戸lf250(rad)となる。 αを用いて求めた変形角で最大のもの

は、 AG中学校のR戸1/145(raのであった。これより、この地震

において建物にはR=1/15伽 d)以下の変形が生じたものと考え

られる。実験から、耐震壁ではR戸lf250(raの位で動む耐力に遣

し、ラーメン部分では R芦ν1印(raの位で鉄筋が降伏するほどの

被害と予想されるが、実際の建物への被害は実験に比べて少し

軽微である。このため、 αの健は0.45よりも大きい可能性が考

えられる。

~5 まとめ
芸予地震による被害についてこの研究から分かったことをま

とめると次のようになる。

。エキスパンションジョイントの有無の審j合は地域によって

あまり溜まなく、エキスパンションジョイントへの被害も、福

山・尾道で 2加も位あり、その他の県南部地総でも半銑岳轡拾

でエキスパンションジョイントに被害があった。その他の被害

についても、ほぽ県南部会域のかなりの学校で建物に何らかの

被害を受けた。

2)個々の建物の最大値から必要建物間隔AYjを推定する試み

として、 AYj=αもIY_'ち~imm代表される αを求めた。 αは0.4 1

---0.74となり、建物倒Eみ合わせでかなり変動した値となる。

3)エキスパンションジョイントの衝突による被害とシミュレ

ーション結果を比較することによって、建物に作用した地震波

は今回僧或しが也震波よりももう少し大きかったと考えられる。

4)αを使ってエキスパン、ンョンジョイントの間隔から地震時

の建物の最大変形角を求めると ν145(rad)となり、この地震にお

いて建物にν1印(rad)の変形が生じたものと考えられる。
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付表 広島県南部におけるノ件当交のエキスパンションジョイントハ叫塘尉兄

学校名 Exp.J状態被害 学校名 E叩J堕!塑 学校名 Exp.J状態 被害 学校名 Exp.J状態被害

広島市中区 広島市東区 OZ小学校 無し MS小学校校舎~廊下有り

HS小学校 校舎~校舎 無し 回E小学校 有り 有り AS持増 無し 広島市西区

MM小学校 校舎~校舎 有り KN小学校 有り 無し DB/J件当交 有り 無し 白神当交 無し

NM小今喰 無し NS/j件当交 有り 無し 町小学校 無し 削イ今考交 無し

FM小学校 無し HS小学校 校舎~階段有り 制枠喰 有り 無し 市小学校 有り 有り

'IY小学校 校舎~校舎 有り HJ小学校 校舎~校舎 有り MdM/j件当交 有り 無し 町小学校 校舎~校舎 有り

SD;J吟喰 有り 有り TJ件当交 無し OK/j~詳佼 無し MK小学校 有り 無し

NS柑当交 有り 有り NY Ij、学校 不明 ∞小学校 有り 無し 悶小学校 有り 有り

YH/J~学校 有り 無し US小学校 無し NH/j~学校 無し 阻小学校 無し

YJ小学校 無し WS/J学校 校舎~校舎有り 間小今埼交 有り 有り YD/J~戸校 有り 無し

I弼小学技 無し UD小学校 無し 田小学校 校舎~廊下 有り Fr IJ、今笥交 有り 無し

四七j件当交 有り 無し ON小学校 不明 U] IJ‘母校 有り 無し KG/J吟笥交 校舎~階段 有り

KZ小学校 有り 不明 YG小学校 無し 阻JIJ~学校 校舎~廊下 有り KTイ吟埼交 校舎~廊下 有り

日小学校 有り 無し 広島市南区 NS 小学校 校舎~階段 有り 部小学校 校舎~校舎 有り

EB小学校 有り 有り KJ小学校 無し 問小今増 校舎~廊下 有り IK IJ々 増 校舎~校舎 有り

、之 が雪
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付表 広島県南部における持壊のエキスパンションジョインいの被害尉兄続き)

学校名 Exp.J状態 被害 学校名 Exp.J状態 被害 学校名 政p.J状態 被害 学校名 Exp.J状態被害

IM/j、学校 無し HU小学校 有り 有り KY小学校 無し 阻判母校 校舎~屋体無し

KU小学佼 校舎~校舎 有り HN/J、学校 無し 官(/J学校 有り 有り KVJ今当交 無し

由小学校 有り 無し KM/J々 増 有り 無し KJ/J件当交 無し SZ小学校 校舎オ合食有り

TS/J母校 無t 回(/J吟号交 有り 有り KY小学校 校舎~校舎 無し SU/j~学校 校舎~校舎有り

FDI]母校 無し 阻f小学校 校舎~校舎 有り NK小学校 無し SN持ヰ交 無し

広島市安佐南区 広島市安芸区 GB持増 無し T宮崎喰 有り 有り

YG小学校 無し SN/J今ヰ交 有り 有り 町村喰 有り 有り 官J小学校 有り 無し

阻小学校 無し NH/J~学校 有り 有り 島問/件当交 廊下~校舎 有り NNJj、学校 有り 有り

KU小学校 校舎~廊下 有り NNI]件当交 無し YU持喰 屋体~校舎 有り NS/J吟当交 校舎~校舎無し

NS持 増 有り 有り 回E小学校 有り 有り 廊下~校舎 Nr小学校 校舎~措段無し

FVJ学校 有り 有り AD/j吟堆 校舎~廊下 有り OH持増 無し NtNI]件当交 無し

OM小学校 校舎~廊下 有り FK/J苧枝 校舎~校舎 百J小学校 有り 有り NH小学校 不明

BS小学佼 有り 無しYnNイ件当交 有り 有り SN/J、学校 有り 有り FK/J件当交 無し

YHI1、々増 校舎~校舎 有り YN小学校 有り 有り SH小学校 無し お⑪J小学校 不明

KY小学校 校舎~廊下 有り YMJJ母校 有り 有り ST小学校 無し MHI1、学校 南校舎 有り|

YSイ件当交 校舎~廊下 有り 広島市佐伯区 SM小学校 無し YH/J件当交 不明

YK小学校 有り 無し IU件増 無し SK小学校 廊下~校舎 有り 尾道市

YNイd学校 校舎~廊下 有り KU小学校 無し JJI]母校 無し KBI1今当交 不明

GOJj母校 校舎~廊下 有り YH峠喰 無し NSll~詳佼 無し NEJj吟当交 有り 無U
YM小学校 校舎~校舎 有り YhlV1等教 校舎~廊下 有り AG中学校 有り 無し TD小学校 校舎~校舎有り|

Nr小学校 無し 肱N;J学校 有り 無し KY中学校 無し 即日件当交 校舎~校舎不明

HR小学校 有り 不明 IKJ1、学校 校舎~廊下 有り KG中学校 有り 有り YW/j学校 無し

国({11、学校 校舎~校舎 有り ST崎被 校舎~廊下 有り GB中学校 無し SB小学校 校舎~校舎有り

TY 11件当交 無し MS小学校 校舎~校舎 有り SK中学校 有り 有り HY 1]件当交 無し

TMI1件特交 校舎~廊下 有り E、イ件当交 無し SW中学校 無し HB小学校 無し

BR小学校 無し IK/j今笥交 校舎~校舎 有り ST中学校 有り 無し お⑪J小学校 校舎~廊下無し

官V1"母校 有り 有り 旧小学校 有り 無し 百q中学校 有り 有り KG小学校 無し

NN11~詳佼 校舎~廊下 有り 1M小学校 有り 不明 NH中学校 有り 有り KN小学校 屋体~校舎無し

OT/1母校 校舎~校舎 有り RR小学校 有り 無し NK中学校 有り 閉村材交 無し

広島市安制ヒ区 FN小学校 校舎~校舎 有り NG中学校 無し HD小学校 無し

B小学校 無し AG/j今笥交 校舎~校舎 有り HH中学校 有り 有り TS小学校 校舎~校舎無し

SY小学校 無し 呉市 HT中学校 有り 有り NF小学校 校舎~校舎無し

KNI1、学校 無し NG小学校 有り 有り MH中学校 無し MS小学校 無し

MTI1吟笥交 校舎~階段 有り KTI1母校 無し YR中学校 有り 有り USI1母校 無し

KK柑 喰 無し NH11~学校 校舎~校舎 有り YU中学校 無し TZ小学校 無し

日U母校 有り 無し ST/1、学校 有り 無し RJ中学校 有り? 阻 1小学校 校舎~廊下無し

E包小学校 有り 有り HR小学校 有り 有り WS中学校 有り 有り 回(11、学校 無し

MG 小学校 無し MS小学校 校舎~校舎 無し 竹原市 福山市

OH小学校 校舎~校舎 有り 廊下~校舎 官J小学校 無し HG 小学校 無し

OA件当交 無し GH小学校 有り 有り OoNI1件当交 有り 有り NS小学校 校舎~廊下無し

阻むJ"学校 無し YR/1件当交 廊下~校舎 有り ONs小学教 無し MN小学校 無し

KTイ母校 無し AGI1件当交 有り 無し SN村喰 校舎~階段 有り KS持母交 校舎~廊下無し

OB小学校 無し HR小学校 廊下~校舎 有り 活V1件当交 無し KG 小学校 校舎~厨γF不明

阻小学校 校舎~校舎 有り DN小学校 有り 有り 百M、学校 無し TS/j母校 校舎~廊下無し

E包イ今材交 有り 有り NG小学校 無し 性l!1吟当交 無し Fr小学校 無し

KbM小学校 有り 有り KG 小学校 有り 無し 古川吟号交 無し 打小学校 校舎~廊下無し

KY小学校 有り 無し NB小学校 無し ND小学校 校舎~校舎 有り IZ小学校 校舎~廊下有り

KyMノj件当交 校舎~廊下 有り TU小寺塔 有り 有り NG小学校 無し AS小学校 有り 有り

SH小学校 無し 間刊、学校 有り 不明 白川伴枝 無し 日仁村材交 校舎~廊下有り

OG/j母校 無し WS 小学校 校舎~校舎 有り YN/j吟当交 有り 無し 町村母校 無し

1M小学校 無し HD小学校 廊下~校舎 有り 三原市 回コ小学校 校舎~校舎無し

KT/1伴者交 無し NS小学校 無し E小学校 無し SD 小学校 校舎~廊下悔し

I TS 11'学校 無し AZ小学校 有り 有り OS小学校校舎~校舎有り MY小学校 校舎~廊下無し
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付表 広島県南部における小学校のエキスパンションジョイントへの被害状況続き)

学校名 Exp.J状態 被害 学校名 Exp.J状態被害 学校名 政:p.J状態被害 学校名 Exp.J状態被害

TG小学校 校舎~廊下 無し MK小学事t 有り 無し HG小学校 無し KN小学校 校舎~校舎無し

AS小学校 校舎~校舎 無し 廿日市市 下蒲刈町俣市 本郷町

ST/j母校 校舎~廊下 無し 国U々増 有り 無し SK小学校 無し KG持 喰 無し

KN小学校 校舎~校舎 無し HeR小学佼 無し 蒲刈町 日ω、学校 無し

jMNl}中核 無し 無し HaR小学校 有り 有り KG/j伴校 有り 無し HG小学校 校舎~廊下 無し

MS小学校 不明 MU小学校 無し 阻むj件当交 無し MG小学校 校舎~校舎 有り

HJ小学校 無し JG持増 有り 有り 大野町 安芸津町

OTI}母校 校舎~廊下 無し SG村教 校舎~廊下 無し OH小学校校舎~校舎有り OT小学校 無し

KG小学校 校舎~廊下 無し AH小学校 有り 有り ON小学校校舎~校舎不明 阻柑当交 無し・ー

HG村噌 校舎~廊下 無し AN/J母校 校舎~校舎 有り 湯来町 KD柑笥交 無し

jMNl}中根 無し KG小主衿佼 有り 無し YM小学校 有り 有り KM/}、学校 無し

KE/j今堵交 無し MZ小学校 校舎~校舎 無し YH崎司交 無し MT/j吟弓交 無し

AB小学校 校舎~廊下 無し SK小学校 校舎~廊下 有り YN/j吟材交 無し 知静T
TJ持増 無し 府中町 佐伯町(廿日市市〉 AT/j、今堵E 無し

FS/j今埼交 無し FT小学校 有り 有り KJ/J母校 無し uu小学校 校舎~廊下 有り

SN/J吟犠 無し FM/j吟笥交 有り 無し YW小学校 有り 有り NN/j件笥交 無し
MY/j、今場 校舎~校舎 無し FC小学校 有り 無し τ'D/j件当交 校舎~校舎 無し NH小学佼 無し

EY持母交 校舎~廊下 有り FHIJ学校 不明 AH小学校 無し MG小学校 校舎~廊下 無し

仰O小学杉 校舎~廊下 無し 日(/J母 校 有り 無し 吉和村 川尻町

NH/j々 増 校舎~廊下 不明 海田町 YW小学校校舎~廊下有り KJ/J等技 無し

SG小学校 校舎~校舎 有り KT小学校 有り 無し 宮島町 豊島町

HY持 犠 校舎~廊下 不明 回刊吟ヰ交 無し MJ小学校 不明 YJ小学校 無し

阻刊吟唱 校舎~廊下 無し KN/J、学校 校舎~校舎 不明 費接町 豊町

EN Jj~学校 校舎~廊下 無し KM/J件当交 無し 回E崎 被 無し YT小学校 校舎~校舎有り
OT/)母校 校舎~廊下 無し 熊伊T TT持当交 無し カ崎町(丸埼上島町〉

大竹市 KVJ、今材交 有り 有り NM小学校 有り 無し ONa小学校校舎~廊下有り
KBI}吟笥交 無し 町村、学校 不明 沖美町 ONiノJ~学校 無し

仏国小学相 無し KSイ々増 不明 MT/J件当交 無し 東野町(カi麿上島町〉

OG小学教 校舎~廊下 有り KY小学校 有り 有り OK持母交 無し HN/J今当交 無し

日IW/J~開 無し 坂町 大柿町 ボ工町的崎上島町
ATI}~学校 無し SK/J件当交 無し OK/j~学校 無し KE小学校 無し

OT小学校 校舎~廊下 無し YH持増 廊下~校舎 無し OF小学校 無し 瀬戸田町
KN/j、学校 無し KY小学校 校舎~階段 無し KU小学校 無し SD/j吟笥交 無し

KTイ母校 無し 江田島町 HT小学校 無し

東広島市 AZ小学校 校舎~玄関 有り 黒瀬町

SJ小学校 無し 町小学校 有り 有り IN IJ吟笥交 無し

百川、学校 有り 有り OZ小学校 無し SK/j件当交 無し

GD/j今牧 有り 有り KK/j今喰 無し NK小学校 不明

IKjj奇特交 校舎~校舎 有り KY小学校 無し NM/j母校 無し

附.JIJ伴教 無し 官(I)件当交 不明 回U吟号交 不明

KK/j母枝 無し MH小学校 無し 福.~

HR小学校 校舎~校舎 無し 音戸町 百q小学校 不明

YK小学校 校舎~廊下 有り OU小学校 校舎~校舎 有り KB村司交 無し

田刊、学牧 有り 無し OD小学校 有り 不明 豊栄町

NSイ吟当交 無し TS小学校 無し TSI}件増校舎~廊下有り

SH小学校 無し 百f小学校 有り 無し 対日町

HS小学校 校舎~校舎 有り 百(/J母 校 不明 OG小学校 無し

E①小学校 廊下~校舎 有り 田川、学校 校舎~廊下 有り KD小学校 無し

耳1イ今均支 無し HS小学校 無し 阻Vj吟ヰ交 無し

百J小学校 有り 有り 倉橋町 MN/J、学校 屋体~校舎 無し

盟主小学校 不明 MT小学校 無し WK小学校 無し

m小学校 有り 無し uw小学校 無し 河内町

m小学校 有り 有り OT小学校 無し NN小学校 無し

MS小学校 有り 有り KH小学校 無し OD村 場 無し

τ'M/J伴者交 有り 有り SG小学校 無し 町村曜 無し




