自己紹介：久田嘉章

久田研究室の紹介

氏名：久田嘉章（ひさだよしあき） 生まれ・育ち：東京都（世田谷・杉並・豊島区）
生年月日：1961年10月10日（1964年東京オリンピックの開催日を記念し、かつては体

レジリエントで安全・安心な建物・まちづくり

育の日であった。晴れの確率が最も高い日らしいが、私が生まれた日は嵐だったという・・）

学歴・職歴
1984年 早稲田大学理工学部建築学科卒業、1986年修了
1991年 早稲田大学より工学博士「堆積盆地の地震動特性に関する研究」
1989年 早稲田大学工学部建築学科 研究助手（３年間）
1993年 南カルフォルニア大学地球科学科 研究助手（２年間） 1993
1995年 工学院大学建築学科専任講師（３年間） 、助教授（５年間） を経て
2003年 工学院大学建築学科教授 、2011年から建築学部まちづくり学科教授
主な資格：一級建築士（1987年、203919一号）など
主たる専門分野: 工学地震学、地震工学、構造工学、地震防災
強震動予測、建築構造、建物・まちの防災・減災、地震からオールハザードへ
主な社会貢献活動（2018年現在）：

震源から地域防災・まちづくりまで
逃げる必要のない建物・まちを目指す
（ハード対策とソフト対策の融合）

想定首都直下地震の震度
（内閣府、２０１３）

建物の耐震性向上
（構造・非構造・設備）

自助・共助・公助による
災害対応力の向上

南海トラフの巨大地震モデル検討会 委員（内閣府）、地震調査研究推進本部 委員（文部
科学省）、長周期地震動に関する情報のあり方検討会 委員（気象庁）、新宿区防災会議
委員、新宿駅周辺防災対策協議会 副座長、日本建築学会構造部会 幹事、免震構造協
会 入力地震動小委員会 委員長、工学院大学 都市減災研究センター長、ほか
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大都市には大地震時に逃げる場所はない

家族：妻・娘（9歳）、全員うし年、 趣味：体を動かす（時々ジム）、なぜか戦車好き

首都直下地震と1855年安政江戸地震の震度分布

2013年内閣府

都心南部直下(M7.3)

大正関東
(M7.9)

最大級関東
(M8.6)
元禄関東
(M8.2)

都心南部直下地震の震度分布

焼失棟数

冬夕 風速 8 m/s
東京は火の海、死者は最悪で2万3000人、
都心部は全域６弱以上、２３区内は、
避難者が400万、帰宅困難者が800万？
ほぼ全域６強以上！？
⇒ 都心部の震災対策はこの被害想定が基本。加えて、最大級・最悪想定地震（最
2
大M8.6）と同時に、可能性の高い中小地震への対応も検討が必要。

都南部地震（M7.3）の推定震度（内閣府）
どこでも震度６の可能性があると解釈すべき
実際の地震でこのような分布にはならない
→「東京は火の海になるので耐震補強は無
駄」、「殆どの病院は被災、重症者は助から
ない」など、諦めてしまうのは最悪の選択
1855年安政江戸地震（M7）の震度分布
⇒ 被災レベルに応じた事前計画・対応
作成 中村 操 氏 http://www.bousai.go.jp/oshirase/h15/031222/2-3.pdf

レジリエンスな災害対策の概念図
レジリエンス:回復力、復元力、強靭さ
⇒失敗・災害などから立ち直る能力

災害対応力・復旧向上

建築基準法による耐震規定（最低基準）：大地震で倒壊しない
森 保宏氏（名古
屋大学大学院 ）
資料に加筆

構造計算不要

中小地震動で構造が無被害（約0.2gの加速度）
→ 剛構造が基本（大きく変形しない）

構造計算必要

低
減

レジリエント
な対策

→ 剛構造

数十年に１度
の中小地震

数百年に１度
の大地震

1981年

レジリエンスな災害対策
“未来を変える”プロジェクト
https://mirai.doda.jp/theme/resilience/5-points/

林春男「都市災害における災害対応能力の向
上方策に関する調査・研究」

⇒ 事故・被害は必ず発生：事前の防災（ハード的）＋事後の減災（ソフト的）
⇒ 得られた教訓を次の対策に反映し、より柔軟かつ強靭になる
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建物の地震防災・耐震設計：耐震・免震
超高層建築に有効

４５ｍを超える建築物は、
構造評定が必要
評定による外
部評価など高
い耐震性能 超高層建築（柔構造）

大地震動で構造が倒壊せず（約1gの加速度）
2000年導入

免震・制震建築など特殊建築も超高層と同様

標準的な設計用地震動
（数百年に１度程度の地震・地震動）
•短周期地震動の時空間のランダム特性（短周期側）
標準的入力地震動（エルセントロ波、タフト波、告示波・・・）
→ 耐震設計建物を大変形させ、倒壊させる破壊力は大きくない
大きい！

耐震構造

免震構造

免震・超高層にメリット！

制振構造

（耐震壁・筋交いなどで抵抗） （免震層で揺れを逃がす） （制振装置で揺れを吸収）
小さい！

短周期

耐震補強の例
http://bousai.kke.co.jp/management
/2005/08/post_1.html

免震積層ゴムの例
http://www.jssi.or.jp/gaiyou/shoshin
/cutmodel.jpg

制震補強の例
https://www.kyb-ksm.co.jp/ products/
vibration_control/vibration_control-0013.html

告示波の例（加速度波形と応答スペクトル）
：短周期ランダム波の卓越）

長周期
ガタガタ揺らすが
倒壊させにくい

活断層や海溝型巨大地震の強震動特性
特徴的な長周期地震動の分類例と主な特徴

敵を知る：活断層や海溝型巨大地震による特徴的な地震動
長周期・長時間地震動（堆積層表面波）
⇒地震動・卓越周期との共振

震源断層近傍の強震動
（指向性パルス）

2003年十勝沖地震
の苫小牧市にお
けるナフサタン
クの全面火災
→卓越周期・長い
継続時間

代表例

名称

長
周
期
地
震
動

1995年兵庫県南部
地震における神
戸市の木造家屋
の倒壊

長周期・長時間地震動
（やや長周期地震動）

成分・成因

・1923年関東大震災
の東京本郷波など

指向性パルス
・1995年兵庫県南部
（キラーパルス）
地震の神戸波など
パルス性
地震動
フリングステップ/パルス ・1999年台湾集集地
（震源断層
（長周期パルス）
震の石岡波など
近傍の
複合型パルス
・2016年熊本地震の
地震動）
（指向性＋フリング） 益城町・西原村波など

堆積層表面波
（堆積盆地・平野）
実体波（Ｓ波）
（SMGA/破壊伝播）
断層すべり
（地表地震断層）

→震度７、なぎ倒す

→移動・傾斜

⇒強震動予測手法の開発と活用
⇒防災・減災対策久田研の売り③
（久田研の大きな売り②）

指向性パルス（定性的）

2016年熊本地震の地表地震断層と建物被害
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1999年台湾・集集
地震による地表
断層上のRC建物
の傾斜

Velocity

地表断層近傍の強震動
（フリングステップ）

Fling Step
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フリングパルス/ステップ（定性的）

大平・一江橋付近
Google Street View
（2009/11）

束・独立基礎
（伝統工法）
③非常に古い準伝統木造住宅（束基礎）、Ｄ４（大破）

布基礎

べた基礎

①古い在来木造（RCブロック基礎）、Ｄ４（大破）

②新しい住宅（軽量Ｓ？、べた基礎）、Ｄ１（軽微）
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https://www.google.co.jp/maps/@24.1327538,120.7353386,3a,49.9y,282.35h,106.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1ssA7uUMka90r_GhORVbCtJA!2e0!7i13312!8i6656

活断層と建築の対策：益城町の市街地復興に向けた
安全対策のあり方等に関する最終報告（国交省2017）

中小～巨大地震対策：レジリエントな震災対策の概念
レジリエントな対策：事前の減災対策＋事後の柔軟な対応力向上
被災レベル 軽微 小被害 中被害 大被害 甚大

・活断層のズレに対する安全対策（提案）
（１）低層建築物について
⇒ 今後、新築される建築物について特段の追加的配慮は必要ない
⇒ 一般市民には何もしなくても良いと誤解される可能性あり

全
壊
率

数十年に１回程度（L1地震）

数百年に
１回程度
(L2地震)

・建築基準法（最低基準）の「安全」とは「倒壊しない」の意味
⇒取壊しになれば、避難所・仮設住宅の生活等で死者が増大（直接
死は50名、関連死は約170名）、復旧・復興へ膨大な時間・費用

}

建築基準法
改正(1981)以前

数千年に
１回程度
（L3地震動）

耐震性能向上

}

建築基準法
改正(1981)以降

老朽化等（維持管理）

安全対策対象

５強

６強

６弱

７

基準法以上の耐震
性能(等級２以上、
免震など)

木造建物の被害関数（内閣府被害想定2013）
D0（無被害）

D1（軽微）

D2（一部損壊）

D3（半壊）
D4（全壊）
取壊し、各種公的資金導入

D5（倒壊）

事前の抵抗力向上 ⇒ 建物・まちの耐震性能向上・維持管理
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東京湾岸の超高層建築等を対象としたレベル１～３地震動
と設計用クライテリア：加藤他（2016年日本建築学会大会）、
東京都・構造設計指針（2016）に反映
入力地震動

中地震
(レベル１)

既往波 (25㎝/s)
告示波(稀地震)
(Level 1)

構造物
の性能

無被害
【機能維持】

設計クライテリア
構造体
短期許容
応力度
以内

想定する
地震動の
層間変形角 発生頻度
1/200
以内

数十年に
一度発生

既往波 (50㎝/s)
大地震
(レベル2)

告示波(極稀地震)
(Level 2)
サイト波 (個別)
サイト波
(個別波をほぼ包絡)

極大地震
(レベル3)

告示波(極まれ)の
1.5倍(Level 3-s)
告示スペクトル(極ま
れ)の4秒以上を
かさ上げ(Level 3-L)

備 考

（構造の耐震設計⇒人の生活のための機能維持・早期復旧設計へ）

高い耐震性能(耐震･免震･制震)の研究
• 超高層建築と制震補強→長周期地震動対策。
費用対効果を検討し、本学新宿校舎への適用
• 過大入力に対する損傷制御

EL Centro，Taft，八戸波
実地震位相２波，ランダム位相
EL Centro，Taft，八戸波

軽微な補修に
部材塑性
より
率
事業継続可能
< 4.0
【指定機能
維持】

1/100
以内

崩壊・倒壊しないことを確認
【余裕度の検証】

実地震位相２波，
数百年に ランダム位相1波
一度発生 南海トラフ地震，大正関東地震，
東京湾北部地震, の計3地震
断層モデルに基づく地震動の位
相を反映して作成
サイト波の＋αレベルや，他機
数千年に
関から公開された地震動予測ス
一度発生
ペクトル等に基づき設定
－

最新の知見を反映し，十分に長
い継続時間を設定する

山梨県庁舎での免震補強
地震応答解析
（首都直下地震）

新宿校舎の立体フレー
ムモデルと制震補強案

都市型建物の補強法は？
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ダンパー設置と地震応答解析・費用対効果
L3地震動による被害額

X2/X10

X4/X8

Y14/Y21

ダンパー総数44本（D44）

L3地震動による応答解析

地震動予測地図の新宿ハ
ザード結果よるLCCの検討

中小～巨大地震対策：レジリエントな震災対策の概念
レジリエントな対策：事前の減災対策＋事後の柔軟な対応力向上
被災レベル 軽微 小被害 中被害 大被害 甚大

全
壊
率

数十年に
１回程度

数百年に
１回程度

数千年に
１回程度

被災度＜
対応資源

被災度≒
対応資源

被災度＞
対応資源

Resilience-Based Design Approach
（レジリエンス性能に基づく耐震設計法）
〇 近年の大規模な自然災害を経験し、Code-Based and PerformanceBased Designから回復力を基準とするResilience-Based Designへ
〇 Resiliencyの判断基準にするRating Systemが実用化
The U.S. Resiliency CouncilのCoRE Ratings
Arup者のREDi™ Rating System（2013）、など
〇 REDi™ Rating Systemの事例
・The 181 Fremont Tower in SF（56階・244ｍのＳ造、2017年竣工）
・ビルオーナーの高い環境・防災への要望（LEED “Platinum” rating）
・REDi™ Rating ”Gold” ：
・設計基準（475年に１度）の地震で構造
躯体が弾性範囲内
・Maximum Considered Earthquake（
MCE；2500年に1度の地震）には変形制
御・荷重制御（PEER-TBI(2010)に準拠）
・非構造部材が設計基準（加速度・変位）
より厳しい条件をクリア
・危機管理体制の追加要求も満足
“The Resilience-Based Design of the
181 Fremont Tower” by I. Almufti et.al.,
STRUCTURE magazine, June 2016

BRB(Buckling-restrained brace)
とdamperを導入したmega-brace

mega-braceによ
るエネルギー吸収
型の外郭構造

リアルタイム地震防災・被災度判定システム
発災直後における緊急時対応組織の早期立ち上げ、 EV制御、全館非常放送による
安全確保など→緊急地震速報・リアルタイム地震観測システムの活用

}

建築基準法
改正(1981)
以前

}

建築基準法
改正(1981)
以降

６強
７
５強
６弱
高層ビルの対応例： 避難せず
施設内退避 全館避難
都心エリアの対応例：帰宅困難者 ２次災害防止 エリア外からの救援・退避

事後の災害対応・回復力能力の向上（災害対応従事者、一般市民）
（被災レベル別の対応計画・行動ルールと実践的な訓練・検証・改善）

リアルタイム地震観測システム
・防災センター（地階）で把握
・危険からの退避・パニック防止
長周期地震動も考慮した緊急地震速報
・全館避難などを指示する館内放送
（防災科学技術研究所協力）
（協力：防災科学技術研究所）
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災害対応力・復旧力の向上

地域・街区・都市のエリア防災・減災

• 超高層建築の地震防災→新宿校舎を例に、
最新の防災・減災対策。改正消防法・事業継
続計画（BCP）に対応し、社会的需要高い。

フロア・建物・地域点検マップの作成
→ 現実的な被害想定
→ 実践的な防災訓練
→ 問題点の整理・改善
→ 次年度へ（PDCAサイクル）

• 新宿駅周辺地域・東戸山・四谷地区などの地震防災
対策→新宿区・地域事業者と大学が連携したエリア防
災計画の実施。社会的にも大きな注目を浴びている。

新宿校舎における発災対応型防災訓練
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巨大都市・中心市街地の事例（新宿駅周辺エリア）
・新宿駅周辺地域（具体例）
世界最大の乗降客（１日約340万人）
西口地域：高層オフィス街
東口地域：商業・娯楽地区
夜間人口２万、昼間人口30万
→首都直下地震（最悪条件）で死者約１万、
負傷者10数万名、重傷者数万名・・・
・災害対策：現状は地域防災計画とBCP
地域防災計画（避難所・備蓄・地域防災
組織・医療救護所等の整備）
→地域住民（夜間人口）が主な対象
事業者・建物→BCP/消防計画
・レジリエントな中心市街地の構築：
新宿駅周辺地域防災対策協議会による
セミナー・講習会・防災訓練・検証
都市再生安全確保計画と連携

新宿駅周辺地域防災訓練

地域点検マップ作成
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まちなか発災対応型防災訓練
13

新宿駅周辺防災対策協議会
新宿駅西口地域における震災時対応
～超高層ビル街区での災害に備えた自助・共助対応～
[訓練種別]
【自助→共助】
①自衛消防訓練
（震災対応訓練）
【共助・公助】
②医療救護訓練
③西口現地本部訓練

新宿駅西口地域

[凡例]
情報伝達・共有

傷病者の流れ

2011東日本大震災時帰宅困難
者による群衆（新宿駅東口）
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救護支援

建築専門家支援
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共助：西口現地本部訓練（地域情報受配信）

自助：自衛消防訓練による震災対応型訓練

初期消火訓練（消火器）

救援訓練（バール）

本部長と帰宅困難者
対策班の情報共有

応急救護・搬送訓練

地区隊（テナント・フロア単位）における震災対応訓練

傷病者情報整理・共有

情報整理・館内放送
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共助：医療救護訓練（医療・非医療従事者連携）

医療救護班の編成（医）

トリアージ訓練（医）

情報共有班による対応支援
システムへの情報入力

駅周辺滞留者誘導訓練（駅⇒避難場所⇒一時滞在施設）

傷病者対応・応急手当

本部隊（防災センターなど）における震災対応訓練

情報整理・集約班
による情報整理

新宿駅西口デジタル
サイネージ前での説明

エリア対応支援システム
による情報確認

新宿中央公園での
災害用トイレの確認
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複合災害・オールハザード対応の必要性

傷病者搬送訓練・講習（非）

YOMIURI ONLINE（20150911）

常総市洪水ハザードマップ（鬼怒川氾濫）

「防災＝耐震」だった常総市役所 （DIAMOND Online, 2015/09/15）

傷病者情報整理・共有（非）
応急救護訓練・講習（非）
（参加者の満足度向上⇒「持続可能な訓練」）

訓練の振りかえり（非・医）
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常総市役所の旧館は東日本震災により被災。防災拠点となる新
館に高い耐震性を確保し、2014年11月に新築。関東・東北地方集
中豪雨の夜（2015年9月10日）、市役所職員・避難市民・自衛隊員
・消防員・報道陣ら計1000人を集めた市庁舎は、１階に非常電源
発電設備が浸水などで、ライフライン・通信・交通機能を喪失し、災
害対策本部ごと孤立。
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荒川・江戸川の同時破堤時の
広域避難の検討会
（内閣府2018）

2019年度セミナー・テーマ
予定しているテーマ案は以下の通り（詳細は相談により柔軟に対応）
・地震学・強震動予測手法の理解と設計用入力地震動への利活用
・2016年熊本地震等の活断層による建物被害と対策
・超高層建築の地震応答解析と制振補強（リスク評価手法と費用対効果）
・免震建築とレトロフィット対策（リスク評価・費用対効果なども）
・長周期地震動と緊急地震速報・即時被災度判定システムの地震防災への
利活用
・レジリエンス性能に基づく耐震設計法（Resilience-Based Design）
・超高層など大規模建築のレジリエントな災害対策
・新宿駅・横浜駅周辺地域のエリア防災マネジメント
・巨大都市の複合災害（震災・水災・群衆災害、ハザード・李s区など）の現状
と対策
・複合災害・オールハザードアプローチ（ブラックスワン、灰色のサイ）、ほか

最大浸水深

洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討
ワーキンググループ（2018年３月資料）
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久田研メンバー：久田＋協力教員・博士（１）・修士（１）・卒論（１０）
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その他の活動

セミナー・他の活動、進路など
・研究セミナーの概要
震源から建物・都市までの地震防災・減災の基礎（前半）
各自で特に興味を持ったテーマを自主調査研究（後半）
最終成果発表（来年２月）
・ゼミ合宿：富士吉田セミナーハウス（今年は9月か？）
・防災訓練：新宿駅周辺地域、新宿・八王子キャンパスなど
・シンポジウム・セミナー参加：今年度進行中のプロジェクトに関連し
た多くのシンポジウム・セミナーを予定
・サポート：必要な書籍類や外部講習会参加は全額補助
・進路：当研究室は、社会的需要の高い最先端のテーマに常に取り
組んでいます。多くの卒論生・修論生は専門分野を活かした企
業・自治体等に就職している（例：東京都などの自治体、清水建
設、東電設計、安藤・ハザマ技研、篠塚研究所、JR東日本など）
・望まれる学生像：地震防災・減災に関心ある学生、新しい分野・面
白そうな分野にチャレンジしたい学生を大いに歓迎。
・質問等：適宜、相談に応じます→学生の主体的活動を大歓迎
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・見学会：山梨県庁舎（免震補強）・静岡がんセンター（新規免震）・
浜岡原子力発電所・新宿センタービル（制震補強）・浜松医療セン
ター（免震補強）・裾野市庁舎（免震補強）など
・地震被害調査：2011東日本大震災、2016熊本地震など
・シンポジウム・報告会・学会参加：各自（参加費は全学補助）
・防災訓練参加：新宿・八王子校舎・四谷地域など（地元参加奨励）
・夏合宿・新歓・忘年会など：富士吉田ゼミ合宿（成果発表・ス
ポーツ・バーベキュー・飲み会・・）、ソフトボール大会など
・社会貢献活動：気仙沼市でのボランティア活動、社会貢献学会

浜岡原子力発電所見学会

富士吉田の夏ゼミ合宿

社会貢献活動（気仙沼市）

32

