委

員

会

の

動

き

いう反面、対面での議論以上に集中をしていないと
いけないと感じています。会議室に参加者が一同に
介する、同じ空間を共有することで、議論の進み方

（2021年9月～ 2021年11月）

や集中度合いが変わるようです。これは大学のオン
ライン授業を受ける学生にもいえることかもしれま
せん。いずれにしろ早く普通に活動できる状態に戻

運営委員会

委員長

畠本

ることを祈りたいですし、コロナ後ではオンライン

斉

なども活用しながら委員会活動がさらに活発になる

第2回運営委員会が10/13にオンラインで開催さ

ことを期待したいです。

れ、事務局から以下の報告があった。2種会員2名の

昨年11月、日本建築構造技術者協会がアイデアコ

逝去と賛助会員2社の退会、及び正会員2名と賛助会

ンペ「アイス棒タワーコンテスト」を開催しました。

員2社が入会申請中。

このアイデアコンペでは市販のアイス棒を使って作

減少しないEXPJ.の被害に対して協会のガイドラ

成した高さ1mのタワーに500グラムの重りを乗せて

インの徹底方法を「免震建築詳細図集編集部会」に

振動台で揺らし、長く揺れに耐えられる水平振動抵

て検討している。千葉県北西部地震の震度5強の免

抗性能を競い合いました。実際に設計する人から学

震建物を調査中。

生まで50チーム以上が参加して、構造の楽しさを体

10/27に「 わ か り や す い 免 震 構 造（ 中 級 編 ）」、

感することができたと思います。

11/18に免震フォーラムをオンラインで実施予定。

日本免震構造協会は2023年には創設30周年を迎え

NIPPO本社ビルの見学会を11/22に現地からライブ

ます。若い人たちに免震構造を好きになってもらう

で実施し、来年1月に天草市庁舎をオンラインで実

ようなイベントを検討してもいいかもしれませんね。

施する予定。協会賞に対して、作品賞14件、業績賞
5件、普及賞1件の応募があり、本年度は現地審査を
行う。
技術者認定にIBT試験（オンデマンド講習に加え、

免震設計部会
委員長

Webカメラを通じた本人確認と試験中の有人監視で
不正行為を防止できるサービス）を導入する。
（一財）免震研究推進機構の自主研究として実大
試験施設の設計等を進めている。

藤森

智

現在3つの小委員会において、免震部材接合部の
設計指針改定、設計用地震動作成ガイドラインの改
訂、及び設計支援ソフトの提供方法等の検討を中心

国交省からの受託として、グアテマラほか計5国
を対象に、現地+オンラインでセミナーを計画中。
上期の収益は予算の5割に対し費用は4割程度と
なった。これは下期に支出が多いためである。

に活動が行われている。特に免震部材の接合部設計
に関しては、設計小委員会と設計ソフト小委員会と
が連携して検証を行ったEXCELデータの公開を今
後予定している。

審議事項として、新専務理事が制限業種の理事と
なる可能性を考慮して、理事定数の2名増が提案さ
れ次期総会に諮る事が了承された。

●設計小委員会
委員長

理

「免震部材の接合部・取付け躯体の設計指針」の

技術委員会

委員長

中川

髙山

峯夫

今後の改訂を視野に入れ、修正事項や問題点などの
意見交換を行っている。免震材料の新認定を取得し

新型コロナ感染が広まってほぼ2年が経過します。

たダンパーには、復元力特性に明らかな方向性のあ

この間、各種の委員会活動は制約され、委員会の開

るものも存在し、接合部の設計などには注意が必要

催もオンラインとなりました。大学の授業もオンラ

であることを共通認識とした。設計支援ソフト小委

インとなったところが多かったと思います。オンラ

員会と連携して作業中である接合部設計のエクセ

インは移動時間がないので時間を効果的に使えると

ルシートについては、コンクリート側面コーン破壊
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などは安全側の評価となる様な方針とし、委員によ

Excel版を整備した。施工管理技術者更新部会からの

り使用勝手なども今後検証していく。津波波力を受

依頼により、更新講習会にて改訂内容を説明するため

ける免震構造物の挙動については、流体解析の追加

のe-learningの原稿作成と動画製作の作業を実施した。

検討が報告された。浸水深の大きなものを除き、概
ね静水圧式の分布と対応する結果が得られている。
今後、流体解析の動画を公表することを視野に入れ
ている。各担当の委員は適宜その対応を行い、全体

免震部材部会
委員長

委員会の開催は数カ月ごとのWeb会議としている。

髙山

峯夫

免震部材部会では、現在「免震構造部材の基本か
ら設計・施工まで」の原稿の校正を行っている。予
●入力地震動小委員会

定より少し遅れてはいるが、通りにすすめば2022年

委員長

久田

嘉章

1月には改訂版の刊行ができる。

2021年9月2日 に 第126回、11月10日 に 第127回 の 小
委員会をそれぞれ開催した。新しい設計用地震動作
成のためのガイドライン改正の原稿の確認と修正、

応答制御部会
委員長

および、図表等の著作物の使用許諾申請書類の確認
作業を行い、
最後に今後のスケジュール調整を行った。

笠井

和彦

応答制御部会は、特にパッシブ制振構造技術と設
計法のまとめ、および制振構造の普及活動を長年
行ってきており、様々な制振部材の評価・維持管理

●設計支援ソフト小委員会
委員長

などに関する制振部材品質基準小委員会、および制
會田

裕昌

振構造の設計・解析に関するパッシブ制振評価小委
員会で構成される。

セキュリティ上マクロを使えない会社が増えて

両小委員会の成果はパッシブ制振構造設計施工

いるため、VBAを使わないプログラム提供の方法

マニュアルに改訂を重ねて記載されてきた。また、

を吟味している。

第3版の発行以来、パッシブ制振評価小委員会は活
動を停止していたが、昨今の日本のパッシブ制振の
技術・研究の進展を新たにマニュアルに反映させる
ことが必要になっている。

耐風設計部会
委員長

大熊

武司

よって、2022年度は当小委員会を再構築し、第4
版執筆のための検討を開始したい。

前回に引き続き、改訂指針の基本となる「風荷重
算定の原則を告示ベースから荷重指針ベースに変
更する」に従って、風応答評価WGと免震部材WG

●制振部材品質基準小委員会

の二つのWGを中心に見直し作業を進めている。荷

委員長

辻

泰一

重指針では多方向の風荷重を組合せることを原則
としているので、この観点から、改訂作業を進めて

JSSI主催「中高層建物の制振設計に関する講習会」

いる。年内には改訂に向けたスケジュールを整理す

では、8月下旬配信のオンデマンド講習会での質問

る予定である。

を受け、第二部オンライン質疑応答会（約70名参加）
を9/24に開催した。詳細は本誌報告記事に譲るが、

施工部会

今後も制振構造の普及を目的に継続的開催を進め

委員長

淵本

正樹

2021年6月にJSSI免震構造施工標準2021が発行され
た。4年後の改訂作業に向けて初版原稿のWord &

る予定である。尚、参加者よりいただいた全質疑に
対する回答を公開予定である。
（小委員会Web開催:9/6（15名）
・9/16（12名）
・10/28
（11名））
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防耐火部会

教育普及部会

委員長

池田

憲一

委員長

前林

和彦

免震装置の耐火構造の認定手続きに対して設置

『わかりやすい免震構造の設計（中級編）
』を10月

した「防耐火審査部会」では、複数の申請案件に対

27日にweb方式で行った。これから免震設計を始め

して、複数の審査WGを設置して対応している。審

る設計者向け講習会の7月の初級編に続く中級編で、

査中に発生した課題については、審査部会および防

講義は、①『免震構造の設計』北村 佳久氏（清水建

耐火部会で解決する予定である。

設）
、②『免震設計例の解説』
（織本構造設計）の2
部構成、83名の参加者があった。受講後に実施した
アンケートではわかり易い説明だったという回答を
多くいただいた。

普及委員会

委員長

中澤

昭伸

「第19回免震フォーラム『全固体電池で未来は変
わる』～持続可能な建築・都市の実現に向けて～」

月一回Web会議にて開催しており、免震構造の普

を11月18日にweb方式で開催した。今注目されてい

及の一環として7月に行った「わかりやすい免震構

る全固体電池とSDGsの最先端の動向について、産

造の設計」
（初級者編）に引き続き、10月27日に中級

業技術総合研究所の秋本首席研究員、SDGs支援機

編の講習会をオンラインにより開催しました。83名

構の河上代表に基調講演をしていただき、話題提供

の講習者が参加し、初級者編より多くの参加があり

を大成建設杉江部長、清水建設島崎グループ長にお

好評でした。引き続き、来年は演習講座による実務

願いした。79名の参加者があった。持続可能な社会

設計の講習会を開催する予定です。これら（初級編

の実現のために何をしていくべきかについて改めて

～中級編～演習講座）の講習会は来年度以降、定期

考える機会になった。

的に開催し同時に全国的に展開する計画です。
免震構造の啓蒙活動として、当協会の作品賞を受
賞した作品のリモ－ト見学会（嘉麻市庁舎）の第2
回目を9月3日に久米設計の設計担当の方に説明をし
ていただきました。10月1日には第3回リモ－ト見学

出版部会
委員長

千馬

一哉

会（NIPPO本社ビル）を今回初めて現地実況にて日

出版部会の全体会議を9月29日にWEBで行った。

本設計の設計担当の方に説明していただきました。

全体会議では、10月末発行の会誌114号の進捗状況

現地の状況が生で見れたという事で好評でした。今

を確認し、年明けの1月末に発行予定の会誌115号

後もこのような現地でのリモ－ト見学の機会を増や

の掲載案件の議論を行った。しかし、全体会議時

したいと考えています。

点では掲載案件数が不足気味であったため、後日

また、今年度最後のリモ－ト見学会（天草市庁舎）

メールにて委員会メンバーより案件を募り、最終

を1月20日に日建設計の設計担当の方に行っていた

的な掲載案件を決定した。免震建築訪問について

だく予定です。来年度以降も、当協会の作品賞を受

は、出版部会のメンバーによる建物と建築主への

賞した建物のリモ－ト見学会を続けていく予定です。

取材を開始したいという意見が多数であり、2022

第19回免震フォ－ラムを11月18日にリモ－トによ

年以降の社会の様子を見ながら取材開始時期を

り開催し、現在話題となっているエネルギ－問題・

探っていきたいと考えている。また、会誌114号の

環境問題に関し、
「全固体電池で未来は変わる」
・

原稿校正は各担当委員が行い、最終的には事務局

「SDGsはビジネスチャンス」と題して、第一線で活

の河野さんが取りまとめる方法とした。

躍している産業技術総合研究所の秋本先生・SDGs

会誌への掲載案件をフルタイムで募集していま

支援機構の河上代表にそれぞれ基調講演を行ってい

す。会員の皆様の免震構造、制振構造の実施例、

ただきました。また、それに関する話題提供として、

ぜひ事務局にお寄せください。

大成建設及び清水建設の方に講演をいただき、今後
の建築設計に大いに参考となる講演でした。
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試験、審査、更新の部会）で構成）は、当協会が認
定する「免震部建築施工管理技術者」及び「免震建

ホームページ検討部会
委員長

磯部

物点検技術者」の資格に関わる講習・試験及び更新

共伸

講習（毎年度計4回）の実施、及びその合否判定の
事業を担当している。

新しいHPの具体的なデザインも固まり、いち早

新型コロナウィルス感染症拡大の防止を契機とし

く公開できるように毎月検討部会を開催していま

て、2020年度に引き続き2021年度の本協会資格制度

す。会長にもご参加いただき、より一層皆様により

の講習・試験及び更新講習の日程及び方法の大幅な

情報が届きやすいHPとなるように活発な議論をし

変更をしている。報告期間中には各部会委員会の他、

ております。ご期待ください。

9月16日、11月5日に運営幹事会をオンラインで開催
している。

国際委員会/ISOTC98「構造物
の設計の基本」への提案委員会
委員長

齊藤

大樹

今年度2021年度の施工管理技術者講習・試験、点
検技術者講習・試験は、新型コロナウィルス感染症
拡大の防止に加えて、受験者の利便性や試験の公平
性・厳格性に配慮した方法を検討した結果、両講習・

9月13日および11月22日に国際委員会をオンライン

試験とも大幅に方式を変更してインターネットによ

で開催した。今年度の国際セミナーには、中南米と南

る オ ン デ マ ン ド 講 習+オ ン ラ イ ン 試 験（Internet

米が予定されており、コロナ感染が治まらないため、

Based Test、IBT）を導入することとした。

オンライン開催が予定されていることが報告された。

IBTは在宅などどこからでもパソコンを使って、

また、9月23日には、17WCEE（第17回世界地震工学会

一斉の日時に試験を受けてもらうものである。受験

議）のミニシンポジウム「免震構造の国際規準」
（座長:

者にはプライバシーが配慮されたインターネット環

齊藤大樹）がオンラインで開催され、世界各国から免

境と、カメラ・マイク付きパソコンを準備していた

震構造の現状や設計規準などについて講演がなされ

だく必要がある。これは本資格の試験としての厳格

た。他にも、10月29日にオンラインで開催された日中

性を確保するためにはWebカメラを通して、試験前

建築構造技術交流会「免震構造の現状と課題」の内容

の本人確認、試験中の監視を行うことが必要である

が紹介された。コロナ禍のため、やむを得ずオンライ

との判断からである。

ンになる一方で、オンラインを活かした国際交流のノ

大規模かつ厳格なIBTの実施は本協会のみではな

ウハウも蓄積されてきており、国際委員会としても、

く、わが国の機関としてもおそらく前例の見られな

オンラインは重要な情報交流の手段として将来にわ

い試みであり、委員会としては当日起こりうるトラ

たって活用していきたいと考えている。

ブルを想定するなどして慎重な準備にあたった。
施工管理技術者講習・試験は10月末からのオンデ
マンド講習を経て、
IBTを11月28日（日）に実施した。

免震・制振構造技術の
海外展開検討部会
委員長

髙山

受験者は384名であった。当日は通信環境などの想定

峯夫

内の問題は発生したが、大きな問題はなく試験を終
了した。関係委員、事務局、実施担当各位に感謝を

2021年度の国交省「住宅建築技術国際展業支援事

申し上げます。合否発表は12月中旬を予定している。

業」に関しては、中南米の5 ヵ国（グアテマラ、エ

引き続き、点検技術者講習・試験のオンデマンド

ルサルバドル、コロンビア、チリ、アルゼンチン）

講習が12月上旬～ 1月中旬、オンライン試験が1月

を対象に具体的なセミナー開催に向けて準備（日程

16日（日）を予定している
更新講習は施工管理技術者、点検技術者ともに、

や講演内容など）を進めている。

昨年度2020年度に引き続きeラーニングによる更新
講習を実施した。講習の実施にあたっては昨年度の
受講者アンケートの結果を反映した改善を図るとと

資格制度委員会
委員長

古橋

剛

資格制度委員会（運営幹事会及び6部会（2資格の

もに、担当の各委員の作業の平準化や役割分担の見
直しを行っている。施工管理技術者のeラーニング
受講期間が10月15日～ 25日、修了者は889 名であっ
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た。 点 検 技 術 者 のeラ ー ニ ン グ が11月5日 ～ 15日、

ための試験施設の検討をしています。続けて試験施設

修了者が335名であった。

の実現を目指し、免震・制振部材の信頼性の確保と新

会員、資格者、受験者の皆様にはスケジュールや

部材の開発など、日本が世界のこの分野を率いていく

方式の変更によりご不便をおかけしています。ま

ことを望みます。そして、近い将来に発生が予想され

た、各部会委員の方々、事務局の方々には昨年度に

る巨大地震にも耐えられる強靱な国土の実現に貢献し

引き続き多大のご負担をおかけしていますが、当協

たいと考えています。今後とも当協会会員の皆様にお

会の資格制度の健全なる継続のためよろしくお願

かれましては、この試験施設の実現を目指している財

いいたします。

団により一層のご協力をお願いいたします。

次世代免震システムの検討委員会
委員長

菊地

優

積層ゴム別置き試験体の
特性調査委員会
委員長

秦

一平

本WGが実現を目指す免震街区には、防災拠点と

積層ゴム別置き試験体特性調査委員会では、2回の

しての機能を付与することを想定している。街区を

委員会と2回の「経年変化式検討WG」と1回の「シュ

構成する防災指令センター、病院、住居、避難所、

ミレーションWG」を開催した。経年変化式検討WG

備蓄倉庫等の諸施設の仕様がほぼ決まり、防災拠点

では、積層ゴムの酸化劣化の影響を受ける表面部と

としてのレジリエント評価とその向上策、構造設計

経年的に影響を受けるゴム材料の経年変化について

上の課題抽出と解決策、免震システム構成と地震応

の、弾性率の増加率の評価を過去の試験データに基

答解析の検討に着手した。また、防災街区のイメー

づいて検討した。また、WGで提案している予測式に

ジを構築すべく、10月27日にはUR都市機構殿にご案

被覆ゴムの影響を加味し、別置き試験体の試験デー

内いただき東京都内の防災公園2か所の視察を実施

タの整合を確認した。
「シュミレーションWG」では、

した。

「経年変化式検討WG」で提案した予測式より、60年
後の経年変化が20%弱になることが予測されたため、
AIJ「長周期地震動と建築物の耐震性」第2期、3期建

実大免震試験施設設置支援委員会
委員長

和田

章

物モデルとJSSI試設計モデルに経年変化10,20,30%の
場合の免震建物の応答変化について検討をした。経
年変化10%以上では10%程度の変化と同等であり、大

当協会の会員のご協力のもと、令和3年4月に設立し

きな応答値に影響を及ぼす範囲ではないことが確認

た「一般財団法人免震研究推進機構」では、自主研

された。本委員会では、各WGの検討結果をもとに

究として実大の免震・制振部材の動的性能を確認する

成果をまとめ方について議論をした。
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