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１　はじめに
瑞穂町新庁舎の設計例について報告する。庁舎建

設地は立川断層帯近傍に位置することから、庁舎設
計にあたっては、敷地周辺について既往の調査も含
め詳細な地盤調査を行い、建設地地盤の性状把握に
努めた。一方で、地震動予測技術が進展した昨今に
おいても、免震構造や上部架構に十分な余裕度を持
たせることは肝要と考え、その設計過程を紹介する。

建築概要
所 在 地：東京都西多摩郡瑞穂町
建 築 主：瑞穂町
設計・監理：安井建築設計事務所
施　　工：大日本土木株式会社
建築面積：1789.54m2

延べ面積：6410.24m2

階　　数：地上5階
構造種別：鉄筋コンクリート造
構造形式： 基礎免震構造、純ラーメン架構（上部

架構）
基礎形式： 既製杭（プレボーリング拡大根固め工法）

２　建築計画概要・構造計画概要
町民のための窓口・行政機能、大地震発生時等の

防災拠点としての機能を持つ庁舎である。『官庁施
設の総合耐震・対津波計画基準』における構造体の
耐震安全性の分類Ⅰ類の性能を満足するため、免震
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図1　建物完成予想パース
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構造を採用した。断層近傍に設計される建物とし
て、高い耐震性能を持たせた耐震構造とすることも
考えたが、後述するように立川断層帯に起因する地
震動では地表面に残留変位を生じる可能性が低い
ことから、免震構造を採用し十分な余裕度検討を行
う方針とした1）。

上部架構は鉄筋コンクリート造とした。L字型の
平面形状を持ち、執務空間・窓口業務エリアについ
ては機能的フレキシビリティに配慮し、架構形式は
純ラーメン架構とし、現場打ちPC梁を採用するこ
とで最大14.4mスパンの無柱空間を設けた。基準階
床スラブはFLラインから約1.2m下げた逆梁形状と
し、下階の天井と兼用している。空調方式は床吹出
し方式とし、空調機は天井裏～FLレベルまでの空
間に設けることで地震時の非構造部材の落下を生
じない計画とした。

３　地震環境の把握と設計用地震動の作成
3．1　建設地地盤特性の把握

庁舎建設地の近傍には立川断層帯が存在すると
されている（図5）。設計用地震動の作成に先立ち、
まずは敷地周辺の地震環境の把握に努めた。本建設
地周辺でも、山中らにより、庁舎建設地での小アレ
イ観測、庁舎から南西に展開した10点大アレイ観
測、断層予測位置を横断する形での単点微動観測の
調査が実施されており2）、免震建物設計用として実
施した地盤調査結果と対比・統合することで、より
精確な地盤モデルを構築できた。

3．2　想定地震と震源モデルの設定
設計用地震動の作成を行う想定地震については、

周辺の地震発生履歴や活断層の所在等の調査に
よって決定した。

まず、庁舎設計に大きく影響を与えると想定され
る立川断層帯地震について述べる。立川断層帯の諸
元については、様々な研究機関によって調査が進め
られている例えば3）、4）ものの、未だ不明な点も多く複数
の断層モデルが提唱されている（表1）。今回は、設
計用地震動を作成するための震源モデルとして、2

通りの調査結果（モデル①：地震調査研究推進本部
による逆断層モデル、モデル②：東京大学地震研究
所による横ずれ断層モデル）を用いた（図6）。モデ
ル①のアスペリティは「レシピ」5）に基づいて断層
幅方向の中央に配置したものを標準モデルとした。

上記のように、断層によっては、各種調査によっ
て提案される断層像が異なる場合もあるため、震源
設定には留意する必要がある。

本建物では、前述の地殻内の浅い地点で発生する
立川断層帯地震に加え、立川市直下のプレート内で
発生する地震6）、プレート境界で発生する関東地震7）

も考慮することとし、タイプの異なる3つの地震に
よる影響を検討した。

図4　構造架構モデル

表1　立川断層帯 
モデル別パラメータ

図5　新庁舎配置図と立川断層帯の 
概略推定位置

出典：国土地理院ウェブサイト
https://www.gsi.go.jp/top.html

図6　立川断層帯地震の震源モデル（★：破壊開始点）
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3．3　地盤モデルの作成、設計用地震動の作成
地震基盤から工学的基盤までの深部地盤は微動

探査結果や観測記録による地盤増幅特性を再現す
るモデルを設定した。工学的基盤から地表面までの
浅層地盤の速度構造はPS検層により得た。解析に
用いる基準ひずみの設定は室内動的変形試験結果
を用い、浅層地盤の地震応答解析は逐次積分による
非線形全応力解析により実施した。

工学的基盤での地震動は、統計的グリーン関数法
により短周期地震動、波数積分法により長周期地震
動の解析を行い、ハイブリット合成法を用いて予測
した。

解析により得たレベル2検討用サイト波の最大速
度・最大加速度を表2に示し、それらの速度応答ス
ペクトルを図7に示す。立川直下地震（CHO_EW）
は1秒以下の短周期成分が、想定関東地震（TKAN_

NS）は3秒を超える長周期成分が卓越する。立川断
層帯地震では、モデル②（TA_T_EW）よりもモデ
ル①（TA_M_EW）の方が広域帯において大きな応
答となる。特に、モデル①では1～3秒程度の比較的
広い範囲の周期帯で応答の卓越が見られる。

3．4　変位波形の検討
活断層型地震では震源断層近傍においてステッ

プ関数状の変位波形が生じる場合がある。この強震
動は長周期成分を有し、大きな速度・変位を伴うこ
とがあるため免震構造物へ与える影響が大きい。そ
のため、立川断層帯の設計用地震動について変位波
形の検討を行い、その影響を調査した。

検討にはモデル①の地震応答解析結果を用い、2

回積分によって変位波形を求めた。なお、有効周期
は1秒以上とした。その結果、NS・EW成分におい
て残留変位がほぼ0cmとなることが確認できた。参
考に、地震基盤面（Vs ＝3km/s層）における変位波
形を算出した結果、地表面よりも大きな残留変位が
発生している（図8）。この変位形状は距離による減
衰の影響が大きい8）ことから、地震基盤以浅の堆積
層が厚い建設地の地表面に至るまでの減衰が要因
であると考えられる。

４　構造設計概要
4．1　免震設計概要

免震層は、天然ゴム系積層ゴム支承、錫プラグ挿
入型積層ゴム支承、直動転がり支承、オイルダン
パーで構成される（図9）。人体および環境への影響
から進められている非鉛化への対応、同一サイズの
鉛プラグ挿入型積層ゴムに対し1.7倍程度の減衰能
力を有しており、経済的に免震層を構成できること
から錫プラグ挿入型積層ゴムを採用した。

オイルダンパーは一般の免震用ダンパー 4基に加
え、レベル2を超える地震動に対して機能する「免

表2　レベル2検討用サイト波

図7　表3に示す地震波の速度応答スペクトル（h ＝ 5％）

図8　立川断層帯地震による変位波形の予測

図9　免震材料配置図
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震ダンパー接続型付加減衰機構9）（以下、スイッチ
ダンパー）」2基の計6基を設置した。スイッチダン
パーは、免震層変位が作動変位に達するまでは接続
装置が滑るのみでダンパーに荷重がかからないが、
作動変位を超えると接続部にロックがかかりダン
パーが起動し、以降通常のオイルダンパーとして機
能する。想定を超える免震層変位に対するハードニ
ング機構・付加減衰機構として、建物の擁壁衝突等
のリスクを低下させるフェイルセーフとして設置
した。

レベル2・レベル3検討地震動と主要な設計クライ
テリアを表3に示す。本建物ではレベル3地震動を余
裕度検討レベルと位置づけ、以下の通り設定した。
立川断層帯地震動（モデル①）についてアスペリ
ティの位置を変動させることで地震動のばらつき
を考慮した。具体的には、標準モデル（図6）に対
して相対的に地表面方向へ2kmおよび4kmアスペリ
ティを移動して得た地震動を用いた。さらに、他の
タイプの余裕度検討用地震動として、レベル2告示
波の加速度波形を1.5倍した波形の検討も実施した。

本建物でレベル3とした地震動を設計用地震動と
することも手法としては考えられるが、より発生確
率の高い告示レベルの地震動に対して、免震性能の

低下や上部構造の応答増大等が懸念されることと
なる。レベル2地震動に対して十分な免震機能を確
保しながらも、余裕度検討としてレベル3地震動の
検討を行い、先述のフェイルセーフ機構を組み合わ
せることで、想定を超える地震動に対する免震建物
のロバスト性（頑強性）確保に努める方針とした。

4．2　解析モデル
応答解析は質点系等価せん断モデルを用いて

行った。建物の内部粘性減衰は、上部架構に瞬間剛
性比例型で2％、免震層は0％として与えた。

スイッチダンパーの解析モデルは図11に示す通
りであり、一般のダンパー部（Maxwellモデル）と
直列に繋がれた接続部（GAP要素とバネ要素の直列
体）で構成した。ここでは作動変位は50cmと設定
したため、レベル2地震動まではスイッチダンパー
は作動しない。

4．3　レベル2地震動応答解析結果
応答解析に用いる地震動は、3章で述べたサイト

波4波（表2）に加え、告示波3波、観測波3波の計10

波とした。
建物の1次固有周期は、XY両方向とも免震層固定

で約0.43秒、免震材料200％ひずみ時で約3.98秒で
あった。免震層は免震材料100％、200％ひずみ時の
いずれに対しても偏心率2％以下となることを確認
した。

レベル2地震動の応答解析結果を図12に示す。最
大応答は、免震層変位で42cm程度とクライテリア
を満足し、居室を含む階の絶対加速度はいずれも
250cm/s2以下となることを確認した（図12a, b）。設
計用せん断力は時刻歴応答解析による応答包絡値
を基本として設定したが、上部架構の余裕度を確保
することを意図し、ベースシアー係数は下限値を

図10　スイッチダンパー設置イメージ

表3　設計クライテリア（レベル1は省略）

図11　スイッチダンパー機構図・解析モデル
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0.15とした（図12c）。なお、上下動による軸力係数0.45

を考慮しても、直動転がり支承以外の免震材料には
引張を生じなかった。

4．4　レベル3地震動応答解析結果
レベル3立川断層帯地震の速度応答スペクトルを

図13に示す。レベル2応答時の建物周期帯において、
告示レベルの約1.8倍（標準＋2km）、約2.8倍（標準
＋4km）の速度値を示す。

レベル3立川断層帯地震を用いた応答解析結果を
図14に示す。アスペリティを4km地表面方向に移動
させた地震動に対しても免震層は擁壁に衝突させ
ないものとした。また、上部架構は部分的に短期許
容応力度を超えるものの、弾性限耐力以下となるこ
とを確認した。

最後に、スイッチダンパーの効果について述べ
る。スイッチダンパーを考慮する場合としない場合
について、レベル3告示波の応答解析結果を比較し
た（図15）。スイッチダンパーが有効に機能するこ
とで免震層変位を抑制し、機能しない場合に発生が
懸念される擁壁への衝突を回避できていることが
確認できた。

種々の検討の結果、免震層の設計クリアランスは
65cmとした。

４　まとめ
断層近傍に建設される庁舎の設計について報告

した。
立川断層帯のように、複数の諸元が提案されてい

る震源断層では採用する知見によって得られる地
震動が大きく異なる場合がある。ここでは断層像の
異なる2通りのモデルについて検討し、かつ、微動
アレイ探査結果を反映した地盤モデルによって建
設地固有のサイト波を作成した。

さらに、地震動のばらつきに配慮し、アスペリ
ティを地表面側に移動させた震源モデルによる地
震動などレベル3（余裕度検討用）地震の検討を行
うことで、庁舎免震性能のロバスト性の向上を図っ
た。

建物側への配慮として、免震層・上部架構ともに
十分な余裕度を持たせる設計とした。特に、免震層
に関しては、文献10に示すところの、
・ ストッパー・ハードニング機構：スイッチダンパー

による可変減衰機能
・ クリアランス拡大：余裕を持たせた免震クリアラ

ンスの設定
を組み合わせることにより、擁壁衝突までの余裕度
を十分確保することとし、最も重要な免震機能が大
地震動時にも失われない計画とした。

図12 レベル2地震動応答解析結果（免震材料ばらつき標準、X方向）
（a）応答変位、（b）絶対加速度、（c）応答せん断力係数

図13　アスペリティを移動させて得た立川断層帯地震の速度応答スペクトル
（h ＝ 5％）

図14　立川断層帯アスペリティ変動地震による解析結果の比較
（a）応答変位、（b）応答層せん断力

図15　スイッチダンパーの有無による応答の比較
（レベル2告示波八戸位相×1.5）
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