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5(,&ણਾઔ؟ऍॄढधऻअऔःآ
㻝᭶㻞㻣᪥䠄ᅵ䠅䛻䛂䛞䜕䛳䛸䜌䛖䛥䛔༤䟿㻞㻜㻝㻤䛃䛜䚸ụ⿄䝃䞁䝅䝱䜲䞁䝅䝔䜱ᩥ㤋䛷
㛤ദ䛥䜜䜎䛧䛯䚹ᮏ䜲䝧䞁䝖䛿䚸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛚䜘䜃ᆅ㟈ᮏ㒊䠄ᆅ㟈ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᮏ
㒊䠅䛜ദ䛸䛺䜚䚸 䇾㻝᪥䛷㜵⅏䞉ῶ⅏䛜㌟䛻䛴䛟䇿䜢䝔䞊䝬䛻䚸ⱝ⪅䜔Ꮚ⫱䛶ୡ௦䞉
ᩍ⫱㛵ಀ⪅䛻ྥ䛡䛯ᬑཬၨⓎ䜲䝧䞁䝖䛷䛩䚹㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ䜢䛿䛨䜑䛸䛧䛯
◊✲ᶵ㛵䜔ᴗ䞉ྛ✀ᅋయ䛺䛹ᵝ䚻䛺䝔䞊䝬䛾ᒎ♧䛾䛻䚸䝅䞁䝫䝆䜴䝮䜔
䝉䝭䝘䞊䚸Ꮚ౪㐩䛜㐟䜃䛺䛜䜙Ꮫ䜉䜛䜰䜽䝔䜱䝡䝔䜱䛺䛹䜒㛤ദ䛥䜜䜎䛧䛯䚹

䝡䞁䝂䜢㞟䜑䛶䜺䝏䝱ཧຍ

䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛷䛿䚸䛂ⅆᒣᄇⅆண ◊✲䛃䛸䛂ᆅᇦ㜵⅏ᑐ⟇ᨭ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃
䛻䛴䛔䛶⤂䛥䜜䜎䛧䛯䚹䝉䝭䝘䞊ሙ䛷䛿䚸㻾㻱㻵㻯ဨ䛷䜒䛒䜛᪥ᮾᕤᴗ䠄ᰴ䠅䛻
䜘䜛㧗ᶵ⬟ឤ㟈䝤䝺䞊䜹䞊ᐇドᐇ㦂䛾⤂䜒⾜䜟䜜䜎䛧䛯䚹䜰䜽䝔䜱䝡䝔䜱䝇䝨䞊䝇
䛷䛿䚸㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ䛾䛂㻰㼞㻚䝘䝎䝺䞁䝆䝱䞊䛾⮬↛⅏ᐖ⛉Ꮫᐇ㦂䝅䝵䞊䛃䜔䚸
䝬䝇䝁䝑䝖䜻䝱䝷䜽䝍䞊䛸䛾䝎䞁䝇䛺䛹䛜⾜䜟䜜䚸Ꮚ౪㐩䛜㐟䜃䛺䛜䜙㜵⅏䜢Ꮫ䜆
䛣䛸䛜䛷䛝䜛ᴦ䛧䛔䜲䝧䞁䝖䛜ᩘከ䛟㛤ദ䛥䜜䜎䛧䛯䚹

㻾㻱㻵㻯ฟᒎ䝤䞊䝇

㻾㻱㻵㻯䛿䚸䛂⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ䛻䛴䛔䛶▱䜝䛖䟿䛃䜢䝔䞊䝬䛻䚸⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ䛾⤌䜏
䜔㆙ሗ䛸ணሗ䛾㐪䛔䚸ά⏝䛾䛺䛹䜢䝫䝇䝍䞊ᒎ♧䛧䜎䛧䛯䚹ᮏ䜲䝧䞁䝖䛷䛿䚸
ྛᒎ♧䝤䞊䝇䛻ᒎ♧䝔䞊䝬䛻༶䛧䛯䜽䜲䝈䛜タ䛡䜙䜜䚸䜽䜲䝈䛾ṇゎ䜢㞟䜑䛶䝡䞁䝂
䜢䜑䛦䛩䇾㻭㻯㼀㻵㻻㻺㻌㻲㻻㻾㻌㻮㻻㻿㻭㻵䇿㻌䛜Ꮚ౪䛯䛱䛻ேẼ䛜䛒䜚䚸㻾㻱㻵㻯䝤䞊䝇䛻䜒ໃ䛾
ᐙ᪘㐃䜜䛜ゼ䜜䚸⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ䛾⤌䜏䜢Ꮫ䜣䛷䛔䛝䜎䛧䛯䚹
䝬䝇䝁䝑䝖䜻䝱䝷䜽䝍䞊 㻮㻻㻿㻭㻵䝎䞁䝇

5(,&ણਾઔ؟ਸ਼ ൜಼ৌੁૼன
➨㻞㻞ᅇ䛂㟈⅏ᑐ⟇ᢏ⾡ᒎ䛃䛜䚸 㻞᭶㻤᪥䡚㻥᪥䛾㻞᪥㛫䚸䝟䝅䝣䜱䝁ᶓ䛷㛤ദ䛥䜜䜎䛧䛯䚹
㻾㻱㻵㻯䛷䛿䚸ᖺ䜒ᒎ♧ሙ䛻䝤䞊䝇䜢ฟ䛩䛸䛸䜒䛻䚸䝟䝅䝣䜱䝁ᶓ䜰䝛䝑䜽䝇䝩䞊䝹䛻䛶䚸ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡
◊✲ᡤ䠄௨ୗ䚸㜵⅏⛉◊䠅䛸䛾ඹദ䛷䛂➨㻝㻣ᅇ ᅜᅵ䝉䜲䝣䝔䜱䝛䝑䝖䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛃䜢䚸⏬䞉㛤ദ䛧䜎䛧䛯䚹䝥䝻䜾䝷䝮䛿䚸ୗグ䛾
䛸䛚䜚䛷䛩䚹
䕺➨㻝㻣ᅇ ᅜᅵ䝉䜲䝣䝔䜱䝛䝑䝖䝅䞁䝫䝆䜴䝮 䛂⅏ᐖ䛛䜙Ꮫ䜆᪂䛯䛺㜵⅏ᢏ⾡ 䡚㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻡㻚㻜䛷ά䛛䛩㜵⅏ᢏ⾡䡚䛃 䕺
㻝㻚

㛤ᣵᣜ 䠖 ᯘ ⏨

㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ ⌮㛗

㻞㻚

᮶㈱ᣵᣜ 䠖 ᯇᐊ ᐶ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ◊✲㛤Ⓨᒁ ᆅ㟈䞉㜵⅏◊✲ㄢ 㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡᥎㐍ᐊ㛗
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ᇶㄪㅮ₇ 䠖 䛂㻭㻵ᢏ⾡䛜ษ䜚ᣅ䛟ᮍ᮶䛾㜵⅏ᢏ⾡䛸ᒎᮃ䛃
ୖ⏣ ಟຌ

㻠㻚

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⌮Ꮫ◊✲ᡤ 㠉᪂▱⬟⤫ྜ◊✲䝉䞁䝍䞊 䝉䞁䝍䞊㛗

䛂䛄㻿㻵㻼䝺䝆䝸䜶䞁䝖䛺㜵⅏䞉ῶ⅏ᶵ⬟䛾ᙉ䛅䛾◊✲ᡂᯝ䛸♫ᐇ䛾⌧≧䛃
ᇼ ᐀ᮁ

㻡㻚

㻿㻵㻼䛂䝺䝆䝸䜶䞁䝖䛺㜵⅏䞉ῶ⅏ᶵ⬟䛾ᙉ䛃䝥䝻䜾䝷䝮䝕䜱䝺䜽䝍䞊䚸ᮾிᏛ ᆅ㟈◊✲ᡤ ᩍᤵ

䛂ᗓ┬ᗇ㐃ᦠ㜵⅏ሗඹ᭷䝅䝇䝔䝮㻎㻿㻵㻼㻠㻰㻎䛾ᐇ⅏ᐖ㐺⏝䜢㏻䛧䛶ᚓ䜙䜜䛯ຠᯝ䛸ㄢ㢟䛃
⮻⏣ ⿱୍㑻

㻢㻚

㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ ⥲ྜ㜵⅏ሗ䝉䞁䝍䞊 䝉䞁䝍䞊㛗

䛂䛄䝸䜰䝹䝍䜲䝮ᆅ㟈⿕ᐖ᥎ᐃ䞉ᢕᥱ≧ἣ䝅䝇䝔䝮䛅䛾⌧≧䛸ㄢ㢟䛃
⸨ཎ ᗈ⾜

㻣㻚

ෆ㛶ᗓ ᨻ⟇⤫ᣓᐁ ⛉Ꮫ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᢸᙜཧᐁ䠄Ᏻ♫ᢸᙜ䠅

㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ 䝺䝆䝸䜶䞁䝖㜵⅏䞉ῶ⅏◊✲᥎㐍䝉䞁䝍䞊 䝉䞁䝍䞊㛗

䛂䛄䝸䜰䝹䝍䜲䝮ᆅ㟈᥎ᐃሗ䛾ᐇ㦂㓄ಙ䛅䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛻䛴䛔䛶䛃
ಖ ┤ே

䝸䜰䝹䝍䜲䝮ᆅ㟈䞉㜵⅏ሗ⏝༠㆟ ⌮㛗

ᇶㄪㅮ₇䛿䚸⌮Ꮫ◊✲ᡤ 㠉᪂▱⬟⤫ྜ◊✲䝉䞁䝍䞊 䝉䞁䝍䞊㛗 ୖ⏣ಟຌẶ
䛻䜘䜛䛂㻭㻵䛜ษ䜚ᣅ䛟ᮍ᮶䛾㜵⅏ᢏ⾡䛸ᒎᮃ䛃䛸䛔䛖䝍䜲䝖䝹䛷䛤ㅮ₇䛔䛯䛰䛝䜎䛧䛯䚹
ᮏ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛷⌮Ꮫ◊✲ᡤ䛜ㅮ₇䜢⾜䛖䛾䛿ึ䜑䛶䛷䚸ከ䛟䛾ศ㔝䛷㻭㻵ᢏ⾡䛾
ά⏝䛜ὀ┠䛥䜜䜛୰䛷䚸㜵⅏ศ㔝䛷䛾㻭㻵䜢ά⏝䛧䛯ྲྀ⤌䜏䛸᪉ྥᛶ䛻䛴䛔䛶ㄒ䛳䛶
䛔䛯䛰䛝䜎䛧䛯䚹

ᇶㄪㅮ₇䠖⌮Ꮫ◊✲ᡤ ୖ⏣ಟຌẶ

ෆ㛶ᗓ䛜ᑟ䛩䜛㻿㻵㻼䝥䝻䜾䝷䝮䛻䛴䛔䛶䛿䚸䝥䝻䜾䝷䝮䝕䜱䝺䜽䝍䞊䛷䛒䜛ᮾிᏛ
ᆅ㟈◊✲ᡤ ᇼ᐀ᮁᩍᤵ䜘䜚䛂䛄㻿㻵㻼䝺䝆䝸䜶䞁䝖䛺㜵⅏䞉ῶ⅏ᶵ⬟䛾ᙉ䛅䛾◊✲ᡂᯝ䛸
♫ᐇ䛾⌧≧䛃䛻䛴䛔䛶䛤ㅮ₇䛔䛯䛰䛝䚸䛭䛾ලయⓗ䛺◊✲ᡂᯝ䛻䛴䛔䛶䚸㜵⅏
⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ ⮻⏣⿱୍㑻Ặ䚸⸨ཎᗈ⾜Ặ䜘䜚ሗ࿌䛥䜜䜎䛧䛯䚹
䛣䜜䜙䛾㻿㻵㻼䝥䝻䜾䝷䝮䛻㛵䛧䛶䚸㻾㻱㻵㻯䜒♫ᐇ䛻ྥ䛡䛯ᨭᅋయ䛸䛧䛶䛾ᙺ䜢
ᯝ䛯䛩䜉䛟䚸ᖺ⛅䛻❧䛱ୖ䛢䛯䛂䝝䝄䞊䝗䞉䝸䝇䜽ᐇ㦂䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛃 䛻䛴䛔䛶
ಖ⌮㛗䜘䜚ሗ࿌䛧䚸ᒎ♧䝤䞊䝇䛷䜒⤂䛧䜎䛧䛯䚹
㻾㻱㻵㻯ᒎ♧䝤䞊䝇

হਜଂेॉ
䖃 ০भ
 㻢᭶㻝㻠᪥䠄ᮌ䠅 ➨㻝㻢ᮇ ᐃ⥲
ሙ䠖 䝠䝳䞊䝸䝑䜽䝩䞊䝹䠃䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇
䠄ᮾி㒔ྎᮾ༊ὸⲡᶫ㻝㻙㻞㻞㻙㻝㻢䚸 㻶㻾䞉㒔Ⴀὸⲡ⥺ ὸⲡᶫ㥐๓䠅

 㻢᭶㻝㻠᪥䠄ᮌ䠅 㻾㻱㻵㻯㜵⅏䝉䝭䝘䞊䚸䝡䝆䝛䝇ὶ䠄⥲䛸ྠሙ䛻䛶䠅
䈜䝉䝭䝘䞊ヲ⣽䛿䚸ᚋ᪥䝩䞊䝮䝨䞊䝆➼䛷䛤ෆ䛔䛯䛧䜎䛩䚹

5(,&৹ਪਾઔੂ؟ीथั૾৲૩ऋেखञఓඨ൜भકড়ହভपਸखथ
㻞㻜㻝㻣ᖺ㻝㻝᭶㻝㻡᪥䛻Ⓨ⏕䛧䛯ᾆ㡯䠄䝫䝝䞁䠅ᆅ㟈䛿ᆅ㟈つᶍ㻹㻩㻡㻚㻠䚸
㟈※῝䛥㻟䡚㻠㼗㼙䚸᭱ຍ㏿ᗘ㻜㻚㻞㻤㻞㼓䠄ᾆ㡯ほ
㻝㻥㻜㻡ᖺ䛛䜙㡑ᅜ䛾Ẽ㇟ᗇ䛜ᆅ㟈ほ

ᡤ䠅䚸㻹㻹㻵㟈ᗘ䠲䚸

䜢㛤ጞ䛧䛶䠎␒┠䛻䛝䛺ᆅ㟈

䛷䛒䛳䛯䠄ᅗ㻙㻝䠅 䚹 䛥䜙䛻䚸㡑ᅜ䛷᭱ึ䛾ᾮ≧⌧㇟䛜ᾆ㡯ᕷෆ㻞㻞
䛛ᡤ䛷Ⓨ⏕䛧䛯䚹
ึ䜑䛶ᾮ≧⿕ᐖ䜢⤒㦂䛧䛯㡑ᅜ⾜ᨻᏳ㒊ᅜ❧⅏ᐖᏳ◊✲
㝔䛿䚸ᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋ䛛䜙ఫẸ䛾Ᏻ䛾ゎᾘ䛚䜘䜃ᑐ⟇స䜚䛾䛯䜑䛻
㻝䠅

୍ḟ䚸ḟㄪᰝ䛚䜘䜃ᛂᛴᥐ⨨䜢ᖺᮎ䜎䛷䛻ᐇ䛧䛯 䚹
ᾮ≧⿕ᐖ䜢ཷ䛡䛯ఫẸ䛜䚸ḟ䛾ᆅ㟈䛷ᾮ≧䛜Ⓨ⏕䛩䜛Ᏻ䜢
ᢪ䛔䛶䛔䜛䛯䜑䚸⾜ᨻᏳ㒊䛿䚸ᾏእ䛾ᑓ㛛ᐙ䜢㏄䛘㻝㻤᪥䛻ㅎၥ
㆟䚸㻝㻥᪥䛻୍⯡ᕷẸྥ䛡䛾ㄝ᫂䛜⏬䛥䜜䛯䚹䛣䛾ㅎၥ㆟䛸

ᅗ㻙㻝 㟈※⨨

㻞㻕

ఫẸㄝ᫂䛻ᾮ≧䛾ᑓ㛛ᐙ䛸䛧䛶᪩✄⏣Ꮫ ℈⏣ᨻ๎ྡᩍᤵ
䛜ᣍ⪸䛥䜜䚸䛣䛾୍ဨ䛸䛧䛶ྠ⾜䛧䛯䚹
㻝㻤᪥䛻ᾆ㡯ᕷ䛻ධ䜚䚸䝋䞁䝗Ὕᾮ≧⌧ሙどᐹ䠄ᅗ㻙㻞䚸㻙㻟䠅䚸㻝㻡
䛛䜙䛾ㅎၥ㆟䛻ฟᖍ䛧䛯䚹ㅎၥ㆟䛿ᅜ㆟ဨ䛾ᣵᣜ䛷ጞ䜎䜚䚸
⾜ᨻᏳᒁ䛜ᐇ䛧䛯ᾮ≧⿕ᐖᆅ䛻䛚䛡䜛༴㝤ᗘホ౯⤖ᯝ䛜
㆟ㄽ䛥䜜䛯䚹
ᾮ≧䛿ᕷෆ䛻Ꮡᅾ䛩䜛Ἀ✚ᒙᆅᇦ䛷Ⓨ⏕䛧䛯䚹ᅗ㻙㻞䛿䚸ᾮ≧
䛻⣙㻝㻚㻞㼙䛾ᄇ◁䛜Ⓨ⏕䛧䛯㊧䛸ᘓ≀䛸䛾ྲྀ䜚ྜ䛔䛻Ⓨ⏕䛧䛯
ட䛷䛒䜛䚹ఫᒃෆ䛷䛾⿕ᐖ䛜ᑡ䛺䛟䚸䛣䛣䛷⏕ά䜢⥆䛡䛶䛔䜛䛸䛾
ᅗ㻙㻞 ⣙㻝㻚㻞㼙ᄇ◁䛧䛯ᘓ≀ᇶ♏䛾⿕ᐖ

ヰ䛷䛒䛳䛯䚹
ᅗ㻙㻟䛿䚸࿘㎶䛻䛿ᾮ≧䛾㊧䛿☜ㄆ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛜䚸ᘓ≀ᇶ♏
㒊䛾⿕ᐖ≧ἣ䜢♧䛩䚹ᘓ≀䛻䛿ỿୗ䛚䜘䜃䛫䜣᩿䜽䝷䝑䜽䛜Ⓨ⏕䛧
䛶䛔䛯䚹
㻝㻥᪥༗๓䚸Ẽ㇟ᗇ䛾ᾆ㡯ほ
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REIC ニュース：特集

緊急地震速報と空気浮上ベアリングを用いた高知能免震システムの開発
東京電機大学 工学部 機械工学科
教授
藤田 聡
はじめに
平成 15 年 4 月にリアルタイム地震情報利用協議会「電力プラント等対応 WG」委員長ならびに
「技術評価委員会」委員を仰せつかって以来，当該技術の産業施設等への具体的適用について興味
を持っていた．そこで，平成 16，17 年頃より緊急地震速報を情報源とし起動するエアベアリング
を用いた空気浮上式免震システムの研究開発を行った 1)．1995 年の兵庫県南部地震において，初め
て免震構造物の優れた耐震安全性が立証されたが，平成 15 年に発生した十勝沖地震による苫小牧
石油タンクのスロッシング発生による火災事故，また平成 16 年に発生した新潟県中越地震におけ
る震源から 200km 以上も離れた東京都内超高層ビルのエレベータロープの共振等の事例により，
免震構造物は地震動の長周期帯と共振してしまうことが明らかになった．その対策として，免震構
造物の固有周期をさらに長周期化（浮上することで原理的には周期無限大）することで，こうした
問題に対応すべく研究開発を開始したわけである．
空気浮上免震システム
空気浮上免震システムは免震装置であるエアベアリング（図１参照）を用いた空気浮上装置と緊
急地震速報情報を用いた起動判断システムの二つから構成される．緊急地震速報受信後，直ちにコ
ンプレッサーを起動させ装置を浮上させるが，エアタンクを設けているので受信後１秒以内に非免
震物は浮上し，基礎／床から絶縁される（図２参照）．

図２ 高知能免震システム構成
図１ エアベアリング
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３次元振動台実験
コンピューターサーバーを免震対象とした振動実験を実施した（図３参照）．コンピューター上
にて緊急地震速報を発生させ，浮上免震システムの性能検証を実施した．緊急地震速報受信後，約
１秒で5.4mm程浮上し完全浮上状態となる．JMA Kobe NSの水平方向加振のみの場合では，地震波
加振中+0.14mm，--0.15mmの範囲内で安定し
た挙動を示し，水平最大加速度入力4.42m/s2
の条件下で，供試体の最大応答加速度は
0.0246m/s2 と入力加速度の1/100以下へと低
減する免震効果を示した．引き続き，鉛直入
力動の影響を調査するために水平・鉛直同時
入力加振実験を実施した．
JMA Kobe NS 4.38m/s2，UD 2.21m/s2加振時の
結果を図４に示す．水平最大応答加速度は
0.559m/s2 と鉛直入力時には免震性能が低減
図３ コンピューターサーバーを対象とした
高知能免震システム振動実験

したものの，入力加速度に対して約1/8へと
低減しており通常の免震装置比べて格段の
免震性能を発揮していることが判明した．ま

た，鉛直方に関しては入力に対して増幅はあまりなく，鉛直振幅変動に関しても標準浮上高さ5.4mm
に対して，変動幅は+1.54mm，-1.48mmの範囲に収まり安定した浮上状態を続けた．

図４ 水平・鉛直同時加振時の免震性能（JMA Kobe NS・UD）
おわりに
ここでは，緊急地震速報を利用した高知能免震システム研究・開発について紹介した．緊急地
震速報に加え，昨今は安価で長周期地震動まで計測できる加速度計等も開発されたことから，こ
うした地震情報を用いたより高度な免震／制振システムの開発や防災計画の高度化が図られるこ
とを期待する．
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