
 

令和 3 年度（2021）事業報告 

（2021.4.1～2022.3.31） 

 

A．事業概況 

令和 3年度は、新型コロナ禍 2年目で、

Web会議や在宅勤務などが定着した1年

であった。Web 会議の設備等も充実し、

事業活動を停滞させることなく、調査研

究事業、普及啓発事業、国際交流事業、

表彰事業、技術者認定事業、性能評価事

業等を実施するとともに、公益目的支出

計画事業である研究助成等事業等を実

施した。 

 

1）調査研究事業 

■技術委員会 

2021 年度もコロナ禍にもかからず、各

部会・委員会は出来る範囲で精力的に活

動を実施した。2022 年 3 月 16 日に発生

した福島県沖の地震は、約 1 年前におき

た地震とほぼ同じ震央、規模の地震であ

った。昨年と同様に免震建物の地震時挙

動の調査が行われた。地震の揺れは今回

の方が少し大きく、免震層の変形も大き

いようだが、免震建物に被害はなく、そ

の性能が確認することができた。 

 

免震設計部会 

設計小委員会では、「免震部材の接

合部・取付け躯体の設計指針」の今後

の改訂を視野に入れ、免震部材の接合

部の設計に関する様々な意見交換を行

っている。鉄骨造免震建物の積層ゴム

接合部や、新認定を取得した方向性の

あるダンパーの接合部の設計では、注

意が必要となる。津波波力を受ける免

震構造物の挙動について検討している

が、一定の条件においては静水圧式の

分布と対応する結果などが得られてい

る。更に条件を変更し津波波力を受け

る免震建物の挙動を検討中である。 

設計支援ソフト小委員会が作成して

いる「免震部材の接合部・取付け躯体

の設計指針」における計算部分のExcel

シートの使用に際する内容確認や意見

提示、維持管理委員会で改訂作業中の

「設計・施工に役立つ問題事例と推奨

事例―点検業務から見た免震建物―」

における設計者に関する箇所での内容

確認や意見提示などを行っており、設

計に関係する内容では他委員会と連携

を図るべく活動している。 

 

入力地震動小委員会 

2022 年度刊行予定の「設計用地震動作

成のためのガイドラン」の改定作業が終

了し、引用図表等の転載許諾を申請中で

ある。 

 

設計支援ソフト小委員会 

免震部材の接合部・取付け躯体の設

計指針におけるアンカーボルト検討の 

Excel シートを完成させた 

 

耐風設計部会 

2022 年度の耐風設計指針の改定版（免

震建築物の耐風設計指針（2022）の刊行

に向けて準備作業を実施した。主なポイ

ントは①風荷重算定の準拠規準を基準

法告示から建築物荷重指針に変更する

ことによる応答評価法の検討、②基準法

告示と齟齬をきたさないように、安全性

確保の基準に稀な強風時、極めて稀な暴

風時の 2 レベルを採用およびこれに伴う

問題点の検討、である。これらに並行し

て、付録の見直しも行っている。 

 

施工部会 

2019 年 12 月に開始した「施工標準

2021 年度版」の改訂作業および原稿校正

作業を 2021 年５月末までに完了させ、

2021 年 6 月末に初版を発行した。 

 

免震部材部会 

免震部材部会を中心にとりまとめた

改訂版「免震構造 部材の基本から設

計・施工まで」を無事に刊行することが

できた。初版をベースに最新の情報へと

更新を行った結果、70 ページほど厚くな

った。多くの皆様が手に取っていただく

ことを願っている。 

 



 

応答制御部会 

制振部材品質基準小委員会を中心に、

「制振構造設計の最新動向」の把握を目

的に活動を継続中である。また、制振構

造の普及を目的とした「中高層建物の制

振設計に関する講習会」を、制振構造の

最新設計事例を紹介するビデオ動画の

配信による第一部オンデマンド講習会

（8 月下旬、約 150 名受講）と、第一部

の事例に対する質問を受けた第二部オ

ンライン質疑応答会（9/24、約 70 名受講）

の連続講習として Web 開催した。 

 

防耐火部会 

免震装置の耐火構造の認定関係手続

きについて作成した「免震材料一覧への

登録申請に関する規定」と「免震材料一

覧への登録申請に関する細則」に基づき、

「防耐火審査部会」にて運用を開始し、

4社の案件を審査した。 

 

2）普及啓発事業 

■普及委員会 

月一回 Web 会議にて開催しており、免

震構造の普及に必要な企画を提供して

きた。7 月 13 日に「わかりやすい免震構

造の設計」（初級者編）と題して、オンラ

インにより講習会を開催した。68 名の講

習者がおり講習後の活発な意見交換を

行った。引き続き、10 月 27 日に中級者

用の講習会を開催した。これらの講習会

は来年度以降、定期的に開催する予定で

す。また、上級者向けに演習講座を計画

しており、来年度以降実施していく予定

です。免震構造の啓蒙活動として、今年

からの企画で当協会の作品賞を受賞し

た物件を各設計者（今年度は 4 名）によ

りリモ－ト見学会を開催し来年作品紹

介を行なった。毎年このような講演会を

開催する予定です。コロナの影響で昨年

度開催できなかった第 19 回免震フォ－

ラムを 11 月 18 日にリモ－トにより開催

した。今話題となっているエネルギ－問

題・環境問題に関し、「全固体電池で未来

は変わる」・「ＳＤＧｓはビジネスチャン

ス」と題して、第一線で活躍している産

業技術総合研究所の秋本先生・ＳＤＧｓ

支援機構の河上代表にそれぞれ基調講

演を行った。当協会から出している「免

震建築の基本がわかる本」は発行から 10

年余りがたち内容が古くなり、編集部会

により新しい内容を盛り込んで刷新作

業をしている。 

 来年（2023 年）は当協会創立 30 周年

に当たり、また関東大震災発生から 100

年という事で、今年（2022 年）の免震フ

ォーラムは中止とし、来年に大々的な 30

周年記念フォーラムの開催に向けて企

画を行っている。 

 

教育普及部会 

若手免震構造設計者を育成する目的

の講習会「わかりやすい免震構造の設計」

（初級編）を 7 月に、（中級編）を 10 月

に実施し、それぞれ 68 名、83 名が受講

した。それに続く（演習編）も準備中で

2022 年度初めに行う予定である。2022 年

度は（初級編）を 3～4 回、（中級編）、（演

習編）をそれぞれ 2～3 回ずつ行う計画で

ある。第 19 回免震フォーラムを 11 月に

Web 方式で開催した。テーマは「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～であり、全固

体電池、SDGs の専門家に基調講演をお

願いした。79 名の参加者があった。 

 

出版部会 

本年度の出版部会の活動は、年 4 回発

行の本協会会誌「MENSHIN」の編集のた

めの委員会を 4 回開催したことが主であ

る。会議は WEB 会議とし、原稿のチェ

ック作業なども担当委員と事務局との

間でメールでのやり取りで行った。また、

免震建築訪問の企画は中止とした。 

 

免震建築詳細図集編集部会 

昨年 2 月の福島県沖地震で免震 EXP-J

の被害が報告され、本部会宛「追補版の

情報発信が必要」との要請があり、「追加

提言」の起草作業を行った。新たに東工

大吉敷先生、工学院大久田先生に参加頂

き、活発な議論の末現在「せりあがり式



 

採用時の留意点等」にポイントを絞り原

稿を推敲中です。 

まもなくのリリースにご期待ください。 

 

ホームページ検討部会 

2022 年初夏の新ホームページ公開に

向けて、毎月 WEB 会議を実施し議論を

進めている。具体的な方針も決定し、昨

年末よりホームページ作成作業を行っ

ている。特に協会から発信する情報の見

易さに重点を置いて検討を進めた。新ホ

ームページでは PC だけではなく携帯端

末による閲覧にも対応させることとし、

制振関連などの新たなコンテンツの盛

り込みも行う予定としている。 

 

3）国際交流事業 

■国際委員会 

国際委員会では、免震構造設計の ISO

規準の作成支援など、免震構造の普及と

国際連携を目的とした活動を行ってい

る。2021 年 9 月に仙台で開催された第 17

回世界地震工学会議(17WCEE)では、委

員長の齊藤がコーディネータとなり、免

震構造の国際基準に関するミニシンポ

ジウムを開催した。日本、中国、台湾、

ニュージーランド、インド、トルコ、ロ

シア、イタリア、チリ、米国の 10 か国の

免震建物の設計法と事例が紹介された。

ま た 、 ASSISi （ Anti-Seismic Systems 

International Society）の副会長を齊藤が務

めており、理事会の情報を委員会で随時

共有している。他にも、免震設計法の国

際比較や世界の設計事例集の作成など

に取り組んでいる。 

 

ISOTC98 構造物の設計の基本への提案部会 

2022 年 2 月に、ISO/TC98/SC2/WG13

（コンビーナー：齊藤）において、免震

構造設計の ISO 規準の最終ドラフト

（FDIS: Final Draft of ISO Standard）がま

とめられた。日本側の作業は、事務局で

ある IIBH（建築・住宅国際機構）の中に、

国際委員会のメンバーを中心とする WG

を設置して行った。ISO 規準のドラフト

には、設計だけでなく施工や維持管理に

も留意する日本の設計法の考え方が多

く盛り込まれている。 

 

免震・制振構造技術の海外展開部会 

2021 年度の国交省「住宅建築技術国際

展業支援事業」では中南米の 5 ヵ国（エ

ルサルバドル、コロンビア、グアテマラ、

チリ、アルゼンチン）を対象にオンライ

ンでのセミナーを 2 月から 3 月にかけて

実施した。時差は 12 時間以上のため深夜

から早朝にかけての講義となった。参加

者数は延べ 500 名で、質疑応答もかなり

活発であった。 

 

4）表彰事業 

■表彰委員会 

作品賞 4 件、業績賞 3 件を決定した。 

 

■修士論文賞審査委員会 

優秀修士論文賞 2 件を決定した。 

 

5）研究助成事業 

■研究助成審査委員会 

応募研究の審査を行い、1 件について

助成をおこなった。 

 

6）技術者認定事業 

■資格制度委員会 

◇講習・試験 

本年度は、新しい試みとして会場での

講習・試験に変わり、講習はオンデマン

ド、試験はインターネット経由で行う

IBT 試験（Internet Based Test）を導入し

た。IBT 試験とは、パソコンを使ってイ

ンターネット上で受験するやり方であ

る。インターネットにつながらない

と試験が受けられない。そのため、

受験者には、事前にログインおよび受験

予行練習の機会を設けた。また、試験の

厳格性保持のために、パートナー会社に、

当日の受付（本人確認）と人による試験

リアルタイム監視を依頼した。両試験共

に、大きなトラブルなく無事に終了した。 

 

◇更新講習会 

更新講習会は、会場での講習会から 



 

e ラーニングによる更新講習に変更して

2 年目となる。更新率も 7 割から 8 割へ

と上がった。今後も、受験者からのアン

ケートの回答（必須）を参考にして、更

新部会にて講習内容の充実を図ってい

きたい。 

［現在の資格保有者数］ 

・免震部建築施工管理技術者 5,973 名 

・免震建物点検技術者    2,553 名 

 

7）その他委員会事業 

■維持管理委員会 

「免震建物の維持管理基準－2018－」の

改訂作業とともに、「設計・施工時の維持

管理計画に役立つ問題事例と推奨事例」

と、点検技術者の講習に用いている資料

「点検の実務」の改訂作業を行った。こ

れらは合本して、2022 年度に発刊する予

定である。 

 

■評定委員会 

構造性能評定では、ウズベキスタンの

首都タシュケントに建設中の高層ビル

について、設計法の妥当性を検証する評

定 1 件を行った。 

令和 3 年 4 月に施行された免震材料の

告示改正について、任意評定での対応が

認められていることから支承部材の評

定を実施したほか、制振部材についても

免震材料に準じて実施し、また、免震材

料の長周期･長時間地震動対応の評定な

ど併せて 7 件行った。 

 

8）特別委員会事業 

■原子力関係施設免震構造委員会 

 技術開発ロードマップおよび課題整

理表の見直しと、報告書の作成を行った。 

 

■次世代免震システムの検討委員会 

当委員会では 2017 年度～2019 年度の

3 か年度の活動内容を報告書としてまと

め、2021 年度に出版した。2020 年度以降

は、防災科学技術研究所を主体とする

「レジリエントな都市の実現構想研究

会」にて免震構造協会が都市免震システ

ムの開発を担当することとなり、当委員

会は「免震システム技術 WG」を称して

活動を継続している。これまでに、防災

拠点の機能を有する 400m 四方の免震街

区を設定し、大規模がゆえに生じる技術

的課題を抽出し課題解決の方向性を探

ってきた。2021 年度は、防災拠点として

のレジリエント評価方法の検討、街区を

構成する諸施設の諸元設定と構造計画、

および地震応答解析モデルの構築と解

析手法の整備を行った。 

 

■積層ゴム別置き試験体の特性調査委員会 

本委員会では，積層ゴムの経年変化特

性に関する文献調査を行い、伊藤義人氏

らの橋梁用積層ゴム（角型積層ゴム）を

対象とした文献から、建築用積層ゴム

（丸型積層ゴム）を対象とした栗田哲ら

の文献をもとに、被覆ゴムや各製造会社

のゴム材料特性を反映させた経年変化

予測式を検討し、前年度に収集した別置

き試験体の経年変化特性結果と予測式

の検証をした。おおよその整合性が確認

でき、経年変化率による免震建物の応答

性能変化についても検討した。今後は

2021 年度で得られて成果をまとめ報告

書としてまとめる予定である。 

 

■実大免震試験施設設置支援委員会 

2021 年度は、「実大免震試験施設運用

財団設立部会」及び「実大免震試験施設

基本設計部会」にて活動を行った。また

一般財団法人免震研究推進機構を設立

し、免震試験施設の実現に向けて活動を

行った。2022 年度は、これらの委員会を

発展的に解消し財団内に活動を移し、財

団の活動を支援する目的で、協会内に、

「実大免震試験施設活用委員会」、「免

震･制振部材新 JSSI 規格検討部会」を設

置し活動を予定している。 

 

9）調査研究事業（受託） 

国土交通省からの受託事業 

住宅建築術国際展開支援事業／耐震

ワークショップは、エルサルバドル、コ

ロンビア、グアテマラ、チリ、アルゼン

チンの 5 カ国で、オンラインでの開催と

なった。2 月 18 日のエルサルバドルから



 

始まり、3 月 9 日アルゼンチンで終了し

た。各国とも時差が大きく、現地時間に

合わせた開催のため、日本では深夜の開

催となった。講師は、17 名。テキストは

全てスペイン語に翻訳した。通訳は、日

本語⇔スペイン語で実施した。 

 

建築性能基準推進協会からの受託事業 

製造社 2 社を指定し、すべり支承及び

オイルダンパーについてサンプル調査

の一部、書類審査を実施した。またオイ

ルダンパーについては、引き続き今年度

はダンパー製作から基本性能試験まで

の製造品質ならびに製品品質の確認を

行う予定である。 

 

防災科学技術研究所からの受託事業 

「免震・制振部材の性能実証手法構築

に関する調査業務」として、日本国内及

び中国における免震構造の現状、実大の

免震部材の実験方法の法的根拠ならび

に必要な装置の基本仕様、リアルタイム

ハイブリッドシミュレーションの国内

外の動向の調査を行った。また、積層ゴ

ムの微小水平変形における荷重―変形

関係の試験を行い試験機における摩擦

除去された反力測定方法について調査

を行った。 

 

10）図書刊行事業 

「免震構造施工標準-2021-」、「免震構造-

部材の基本から設計・施工まで-」、 

「次世代免震システムの検討委員会活

動報告書」を、刊行した。 

 

11）性能評価事業 

構造性能評価 

新規 19 件を実施した。 

 

材料性能評価 

新規 4 件を実施した。 

 

 

 

 

 

12）その他活動 

 2016 年 9 月よりメール配信している

「免震構造協会ニュースレター」は、

2019 年 10 月より毎月発信することとし

て、2022 年 4 月で 41 回となった。送付

先は、協会会員、資格取得者など協会関

係者や送付希望者約 7,190 名に送付して

いる。なお、過去のニュースレターは、

協会ホームページ「免震・制振に関する

技術情報」に掲載している。 

  


