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ഥਮ੪ফभಒमؚਯرभ௯पेॉমഔਣपऎभᄻপऩ૩॑ुञैखऽखञ಼؛औोऽखञ
ऎभ্رपेੱؚॉउৄःணखँऑऽघधधुपؚुଫः୮௪॑उ࿕ॉணखऑऽघ؛
মಀदमؚ5(,&৶হदुँॊ൞প৾ થவଝपेॊؚปୠभଡୗभञीभَඊ൜؞ඊణُधःअ
୳पेॊৌੁૼ॑શླྀदओງஂःञखऽघ؛ऽञؚ5(,&එஃভ৩दुँॊপ৾ ೨ၳઇ౸ेॉؚ
௯पेॊৢਗ਼ౌ಼॑ੰହखञ્ૐ॑ൕൗःञखऽघ؛

॥থॸথॶ
 ્ૐقશླྀ؟كਘ൜धஸణभ൨্पથऩปୠभଡୗभञीभ়৶ऩৌੁૼभ৫
5(,&৶হط൞প৾প৾ ৶ੵ৾ଢ଼ఐ

થவ ଝ

 5(,&ણਾઔَ؟জ॔ঝॱॖ൜૩ੲਾُভ৩ऐହভ
 5(,&ভ৩षभउੴैच؟ಸ൜சਾَజਟૄ5(,&ਗ਼ધُଦਦభশपणःथ
 হਜଂेॉ
 ્ૐ؟ഥਮ੪ফ௯ಀधৢਗ਼ౌ಼
প৾ ୠଆ಼؞ঐॿ४ওথॺଢ଼७থॱش

ၳઇ౸

 ೨

 ൜ॹ؟ॱشফাعা

5(,&ણਾઔَ؟জ॔ঝॱॖ൜૩ੲਾُভ৩ऐହভ
㻤᭶㻞㻞᪥䠄ᮌ䠅බ┈㈈ᅋἲேᆅ㟈ண▱⥲ྜ◊✲⯆䛾㆟ᐊ䜢⏝䛧䛶䚸㻾㻱㻵㻯ဨྥ䛡䛾䛂䝸䜰䝹䝍䜲䝮ᆅ㟈⿕ᐖ᥎ᐃ
ሗ䛃ㄝ᫂䜢㛤ദ䛧䜎䛧䛯䚹䛂䝸䜰䝹䝍䜲䝮ᆅ㟈⿕ᐖ᥎ᐃሗ䛃䠄௨ୗ䚸㻾㼀ሗ䛸䛔䛖䚹䠅䛻䛴䛔䛶䛿䚸ㄞ᪂⪺♫ 㻣᭶㻝㻣᪥Ⓨ
⾜䛾ᮅห୍㠃䛻䛶䚸㻾㻱㻵㻯䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛜⤂䛥䜜䛯䛣䛸䜒䛒䜚䚸ྛ᪉㠃䛛䜙䛚ၥྜ䛫䜢䛔䛯䛰䛔䛶䛚䜚䜎䛩䚹
ᅇ䛿䚸㻾㻱㻵㻯ဨྥ䛡䛻㻾㼀ሗ䛾ヲ䛧䛔ㄝ᫂䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸⏝᪉ἲ䛺䛹䜒䛤⤂䛧䜎䛧䛯䚹䜎䛯䚸㻾㼀ሗ䛾ά⏝䛻
䛴䛔䛶䜒䛤⤂䛧䜎䛧䛯䚹㻾㼀ሗ䜢ά⏝䛩䜛䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸㻾㻱㻵㻯䛜㛤Ⓨ䛧䛯䝒䞊䝹䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛷䚸㻾㼀ሗ䜢䜘䜚౽䛻䛔
䜔䛩䛟䛩䜛䛣䛸䜒ྍ⬟䛻䛺䜚䜎䛩䚹䛣䛾ㄝ᫂䛷䛿䚸㻾㻱㻵㻯ົᒁ䛛䜙䛾୍᪉ⓗ䛺䛤ෆ䛰䛡䛻␃䜑䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸㉁ᛂ⟅䜔
ពぢ䛾㛫䜢㔜ど䛧䛯䛣䛸䛛䜙䜒䚸䛤ཧຍ䛔䛯䛰䛔䛯ဨ
ᴗᵝ䛛䜙ከ䛟䛾䛤㉁ၥ䞉䛤ពぢ䜢䛔䛯䛰䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛧䛯䚹
⌧ᅾ 㻾㻱㻵㻯ົᒁ䛷䛿䚸䛣䛾ㄝ᫂䛷䛤⤂䛧䛯⏝᪉ἲ䜔
㻾㻱㻵㻯㛤Ⓨ䝒䞊䝹䛻䛴䛝䜎䛧䛶䛿䚸䛚ၥྜ䛫䛔䛯䛰䛔䛯ྛᴗ䞉
ᅋయᵝ䛾䝙䞊䝈䜢ఛ䛔䛺䛜䜙䚸ಶู䛻䛤┦ㄯ䜢ᢎ䛳䛶䛚䜚䜎䛩䚹
㻾㼀ሗ䜢ά⏝䛔䛯䛰䛟䛣䛸䛷䚸ᆅ㟈Ⓨ⏕䛾⿕ᐖ≧ἣ䜢䛔䛱
᪩䛟ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䚸㎿㏿䛺ึືయไ䛾☜❧䜔⅏ᐖ
ᑐᛂ䜢⾜䛖䛣䛸䛜ᮇᚅ䛷䛝䜎䛩䚹ヲ⣽䛻䛴䛔䛶䛿䚸ົᒁ䜎䛷
䛚Ẽ㍍䛻䛚ၥྜ䛫ୗ䛥䛔䚹

ㄝ᫂䛾ᵝᏊ

5(,&ভ৩षभउੴैच؟ಸ൜சਾَజਟૄ5(,&ਗ਼ધُଦਦభশपणःथ
⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ䜢ཷಙ䛧䛶䛔䜛㻾㻱㻵㻯ဨ䛾ⓙᵝ䛻䛿䛩䛷䛻䛤ෆ῭䜏䛷䛩䛜䚸Ẽ㇟ᗇ䜘䜚㓄ಙ䛥䜜䛶䛔䜛⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗ䛾䛂⛣
⾜ᥐ⨨㟁ᩥ䛃䛜㻞㻜㻞㻜ᖺ㻟᭶䜢䜒䛳䛶⤊䛸䛺䜛䛣䛸䛻క䛔䚸㻾㻱㻵㻯䛻䛚䛔䛶䜒䛂ᚑ᮶ᙧᘧ㻾㻱㻵㻯㟁ᩥ䈜䛃䛾㓄ಙ䜢ྠᮇ䛻⤊䛸䛩
䜛ணᐃ䛷䛚䜚䜎䛧䛯䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸䛂᪂ᙧᘧ㻾㻱㻵㻯㟁ᩥ䛃䜈䛾ᑐᛂ䛜ᮍ䛰䛷䛝䛶䛔䛺䛔ဨᵝ䛜┦ᙜᩘ䛒䜚䚸䛂ᚑ᮶ᙧᘧ㻾㻱㻵㻯㟁
ᩥ䛃䛾ᘏ㛗䜢ᮃ䜐ኌ䛜ከ䛟ᐤ䛫䜙䜜䛯䛯䜑䚸㻾㻱㻵㻯䛸䛧䜎䛧䛶䛿䛂ᚑ᮶ᙧᘧ㻾㻱㻵㻯㟁ᩥ䛃䛾㓄ಙ䜢䚸㻞㻜㻞㻜ᖺ㻟᭶௨㝆䜒⥅⥆䛧䛶⾜䛖䛣
䛸䛸䛔䛯䛧䜎䛧䛯䚹
䛩䛷䛻䛂ᚑ᮶ᙧᘧ㻾㻱㻵㻯㟁ᩥᘏ㛗⏦ㄳ᭩䛃䜢䛤ᥦฟ῭䜏䛾ဨᵝ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻞㻜㻞㻜ᖺ㻟᭶௨㝆䜒䚸⥅⥆䛧䛶䛂ᚑ᮶ᙧᘧ㻾㻱㻵㻯㟁
ᩥ䛃䜢㓄ಙ䛔䛯䛧䜎䛩䚹⏦ㄳ᭩䛜ᮍᥦฟ䛾ဨᵝ䛷䚸䛂ᚑ᮶ᙧᘧ㻾㻱㻵㻯㟁ᩥ䛃䛾㓄ಙ䜢ᕼᮃ䛥䜜䜛ሙྜ䛿䚸㻞㻜㻝㻥ᖺ㻝㻞᭶ᮎ䜎䛷䛻
⏦ㄳ䛾ᡭ⥆䛝䜢䛚㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹
䛺䛚䚸䛂ᚑ᮶ᙧᘧ㻾㻱㻵㻯㟁ᩥ䛃䛾㓄ಙᘏ㛗ᮇ㛫䛿䚸㻞䡚㻟ᖺ䜢
ணᐃ䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹䜎䛰䚸䛂᪂ᙧᘧ㻾㻱㻵㻯㟁ᩥ䛃䜈䛾ᑐᛂ䛜ᮍ
ᐇ䛾ဨᵝ䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝ᑐᛂ䛾ᐇ‽ഛ䜢䜘䜝䛧䛟䛚㢪䛔
䛔䛯䛧䜎䛩䚹 㻾㻱㻵㻯䛿䚸䛂᪂ᙧᘧ㻾㻱㻵㻯㟁ᩥ䛃ᑐᛂ䛻㛵䛧䛶䛾
䛤┦ㄯ䚸䛤ᨭ䜢⾜䛳䛶䛚䜚䜎䛩䚹┦ㄯ䛤ᕼᮃ䛾ဨᵝ䛿
ົᒁ䜎䛷䛤㐃⤡ୗ䛥䛔䚹
䈜ὀグ
㻞㻜㻞㻜ᖺ㻟᭶௨㝆㓄ಙ䛩䜛䛂ᚑ᮶ᙧᘧ㻾㻱㻵㻯㟁ᩥ䛃䛿⌧ᅾ㓄ಙ୰䛾ෆᐜ䛸ྠ䛨䛷䛩䚹䛺䛚䚸㻝㻜㻜ሗ௨㝆䛾㓄ಙ䛿⾜䛔䜎䛫䜣䚹

হਜଂेॉ
䖃 َਸ਼ বଅ७ॖইॸॕॿॵॺ३থএ४क़ُभओ੧
়ْॸشঐٓ ౕᄻ಼૩ऊैভ॑ੋ৽؞ஹॊ
≉ูㅮ₇䛻䚸ྡྂᒇᏛ ῶ⅏㐃ᦠ◊✲䝉䞁䝍䞊 すᕝᬛᩍᤵ䜢䛚ᣍ䛝䛔䛯䛧䜎䛩䚹 䜎䛯䚸ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே㜵⅏⛉Ꮫ
ᢏ⾡◊✲ᡤ䛾᭱᪂䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢䛤⤂䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸㤳㒔㧗㏿㐨㊰ᰴᘧ♫ᵝ䛻䜘䜛䚸㜵⅏ᑐ⟇䜔ᴗົ⥅⥆ィ⏬䛾䛤⤂
䜒䛤䛦䛔䜎䛩䚹ཧຍ䛚⏦㎸䜏䛿䚸➨㻞㻠ᅇ䛂㟈⅏ᑐ⟇ᢏ⾡ᒎ䛃ᶓ䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛛䜙㻝㻞᭶ୖ᪪㡭䜘䜚ཷ䛔䛯䛧䜎䛩䚹
᪥ ⛬ 䠖 ௧㻞ᖺ㻞᭶㻢᪥䠄ᮌ䠅 㻝㻟䠖㻜㻜䡚㻝㻢䠖㻟㻜
 ሙ 䠖 䝟䝅䝣䜱䝁ᶓ 䜰䝛䝑䜽䝇䝩䞊䝹 㻵䞉㻶ሙ
 ദ 䠖 ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ
≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே
䝸䜰䝹䝍䜲䝮ᆅ㟈䞉㜵⅏ሗ⏝༠㆟

䛂㟈⅏ᑐ⟇ᢏ⾡ᒎ䛃ᶓ䝩䞊䝮䝨䞊䝆
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼟㼔㼕㼚㼟㼍㼕㼑㼤㼜㼛㻚㼏㼛㼙㻛㼥㼛㼗㼛㼔㼍㼙㼍㻛

䖾 ୖグ䜲䝧䞁䝖䛾䝥䝻䜾䝷䝮䛚䜘䜃ㅮ₇䛾ヲ⣽䛻䛴䛝䜎䛧䛶䛿䚸
㝶䚸䝯䞊䝹䝬䜺䝆䞁䞉㻾㻱㻵㻯䝩䞊䝮䝨䞊䝆䞉㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗䛻䛶䛤ෆ䛔䛯䛧䜎䛩䚹

䖃 َકড়धৈೡஂ૧ૣ؞කঢ়બभ عଆ಼؞಼पणऩऑॊ عઐভُभओ੧
ᮾி㒔ྎᮾ༊䛂䛯䛔䛸䛖ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䛃䛜ദ䛩䜛ᆅᇦఫẸྥ䛡ὶ䛻䚸㻾㻱㻵㻯䛜༠ຊ䛧䜎䛩䚹
㜵⅏䝀䞊䝮䜢㏻䛨䛶䚸ఫẸ䛸㧗㱋⪅ㆤ䞉⚟♴䛻ᦠ䜟䜛⫋ဨ䛜㢦䛜ぢ䛘䜛㛵ಀ䛻䛺䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶
䛔䜎䛩䚹ཧຍ䜢ᕼᮃ䛥䜜䜛ሙྜ䛿䚸㻾㻱㻵㻯ົᒁ䜎䛷䛚Ẽ㍍䛻䛚ၥྜ䛫䛟䛰䛥䛔䚹
᪥ ⛬ 䠖 㻝㻝᭶㻞㻞᪥䠄㔠䠅 㻝㻠䠖㻜㻜䡚㻝㻢䠖㻜㻜
 ሙ 䠖 ྎᮾ༊䛔䛝䛔䛝䝥䝷䝄 ከ┠ⓗ䝩䞊䝹
 ദ 䠖 䛯䛔䛸䛖ᆅᇦໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊

્ૐ
௧ඖᖺྎ㢼㻝㻡
௧ඖᖺྎ㢼㻝㻡ྕ䛸㏻㟁
㻝㻡ྕ䛸㏻㟁ⅆ⅏
ྕ䛸㏻㟁ⅆ⅏
ᒣᏛ ᆅᇦ㜵⅏䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊✲䝉䞁䝍䞊

ᩍᤵ

⛙ ᗣ⠊

௧ඖᖺྎ㢼➨㻝㻡ྕ䛷䛿䚸༓ⴥ┴ྩὠᕷ䛷㏦㟁⥺㕲ሪ䠎ᇶ䛜ಽቯ䛧䛯䛾䜢䛿䛨䜑䚸」ᩘ䛾㟁ᰕ䛾ಽቯ䚸つ
ᶍ䛺ಽᮌ䜔䚸ᅵ◁ᔂ䜜➼䛜Ⓨ⏕䛧䚸᭱౪⤥ᨭ㞀ᡞᩘ⣙㻥㻟㻠㻘㻥㻜㻜ᡞ䠄㻥᭶㻥᪥㻣㻦㻡㻜Ⅼ䠅䛻ཬ䜆㟁䛸䛺䛳䛯䠄ฟ
䠖⤒῭⏘ᴗ┬䠅䚹ᙜึ䛾ぢ㎸䜏䛻䛧䛶ᪧ䛻㛫䜢せ䛧䚸㟁䛾ᪧ䛻క䛳䛶㉳䛝䜛䛂㏻㟁ⅆ⅏䛃䛾ྍ⬟ᛶ䛜
䛒䜛ⅆ䛜䚸ᑡ䛺䛟䛸䜒༓ⴥ┴ෆ䛷㻤௳Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䠄ฟ䠖㻺㻴㻷㻌㻺㻱㼃㻿㻌㼃㻱㻮䠅䚹㏻㟁ⅆ⅏䛸䛔䛖⌧㇟䛿䚸㜰⚄䞉ῐ
㊰㟈⅏䛷ᗈ䛟ୡ䛻▱䜙䜜䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛯䛜䚸ᆅ㟈䛷䛿䛺䛟ྎ㢼䛷䛺䛻䜖䛘㏻㟁ⅆ⅏䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䛾䛛ㄝ᫂䛧䛶
䜏䛯䛔䚹
䜎䛪ᆅ㟈䛾㏻㟁ⅆ⅏䛻䛴䛔䛶ぢ䛶䜏䜘䛖䚹㜰⚄䞉ῐ㊰㟈⅏䛷䛿ฟⅆཎᅉ䛜᫂䜙䛛䛺ⅆ⅏䛾⣙㻢䛜䚸ᮾ᪥ᮏ
㟈⅏䛷䛿ὠἼⅆ⅏䜢㝖䛟ᆅ㟈ᆺⅆ⅏䛾⣙㻣䛜䚸䛭䜜䛮䜜㟁Ẽ䜢Ⓨⅆ※䛸䛩䜛ⅆ⅏䛷䛒䛳䛯䚹㏻㟁ⅆ⅏䛸䛔䛘䜀䚸
㟁Ẽ䝇䝖䞊䝤䜔䝠䞊䝍䞊䛛䜙䛾ฟⅆ䛻௦⾲䛥䜜䜛䜘䛖䛻䚸㟁⇕ჾ䛛䜙䛾ฟⅆ䜢䜲䝯䞊䝆䛩䜛ே䛜ከ䛔䛰䜝䛖䚹ᐇ㝿䚸㟁
⇕ჾ䛛䜙䛾ฟⅆ䛿䚸㜰⚄䞉ῐ㊰㟈⅏䛷㻠㻡䠂䚸ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛷㻠㻟㻑䛸㻝䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹୍᪉䛷䚸㏦㓄⥺䞉㓄⥺ჾල
䛛䜙䛾ฟⅆ䛿㜰⚄㻞㻝䠂䚸ᮾ᪥ᮏ㻟㻢䠂䚸㟁Ẽᶵჾ䛛䜙䛾ฟⅆ䛿㜰⚄㻞㻜䠂䚸ᮾ᪥ᮏ㻞㻝䠂䛸䛺䛳䛶䛚䜚䠄ฟ䠖⛙䞉ཎ⏣
㻞㻜㻝㻠䠅䚸㟁⇕ჾ௨እ䛛䜙䛾ฟⅆ䜒ᑡ䛺䛟䛺䛟䚸Ꮨ䛻㝈䜙䛪㟁Ẽⅆ⅏䛿Ⓨ⏕䛩䜛䛾䛷䛒䜛䚹
ୖグ䛾䜘䛖䛺ㄆ㆑䜢㋃䜎䛘䜛䛸䚸ྎ㢼㻝㻡ྕ䛻䜘䜚㏻㟁ⅆ⅏䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䛾䛿䚸䜂䛸䛘䛻ྎ㢼䛻䜘䜚༙ቯᐙᒇ䛜
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のための合理的な
合理的な対策技術の
対策技術の開発
弘前大学 大学院理工学研究科
有賀 義明
まえがき
世界有数の地震被災国である我が国では，昔から大地震が発生する度に大災害が繰り返されている．1995 年兵庫
県南部地震を契機に耐震性能照査や地震対策技術に関する有用な研究開発が多く行われているが，その後も地震
の度に災害が繰り返されている．地震災害の繰り返しを断つためには，安全な構造物の実現，破損しても人を傷つけ
ない構造物の実現，損傷を受けても機能を失わない施設の実現が必須の要件であると考えて研究に取り組んでいる．

研究の背景
水は，日常生活や産業活動に必要不可欠な物質であり，水循環施設には，大地震に遭遇した時でも浄水供給機能，
下水処理機能等の安定的な維持が求められる．水循環施設の内，下水処理を担う浄化センターは，下水を自然流下
により収集するため沿岸域や河川下流域に多く建設されている．そのため，大地震時には，強震動と津波の双方によ
って大被害を受ける危険性がある．2011 年東北地方太平洋沖地震では，仙台市南蒲生浄化センターをはじめとする
施設が大被害を受けた．今後，西日本では南海トラフ巨大地震の発生が想定され， 2014 年 8 月には日本海沿岸の
想定津波高が初めて公表され最大で 23.8m の津波高が想定されている．太平洋沿岸，日本海沿岸を問わず，沿岸域
の構造物に関しては強震動と津波の双方に対する実効的な備えが必要である．

「耐震・耐波」ではなく「免震・免波」という発想
本研究の特長は，強震動と津波に対抗して耐える（耐震・耐波）という考え方ではなく，強震動と津波の影響を免れ
低減させる（免震・免波）という発想にある．そして，強震動対策と津波対策を別々の方法で行うのではなく，同一の方
法により一石二鳥で行う点に特長がある．「免震・免波」の考え方の枠組みを表-1 に示す．強震動に対しては，地下化
による地震動の低減，免震材を活用した地震時応答の低減等がある．強震動は，沿岸域でも内陸でも何処に居ても
不可避であるが，津波は，到達する場所と到達しない場所があるので，最も確実で抜本的な津波対策は，①津波から
の回避（津波が到達しない場所に立地すること➡立地の防災化）である．次善の策として，②津波からの隔離/遮断が
ある．そして，構造物側での対策として，③構造物の表面形状等を工夫した津波の波力の低減，④緩衝材を活用した
「免震・免波構造」等がある．

構造物の表面形状を工夫した津波波圧の低減策
津波が構造物に衝突した際の津波波圧に関する SPH 法（Smoothed Particle Hydrodynamics Method）による評価例
を図-1 に示す．図-1 から理解できるように，構造物の表面形状を直線形状（平面）から曲線形状（曲面）にすることに
よって，津波が衝突した時の波圧を大幅に免減することが可能である．

「免震・免波構造」の提案
免震・免波技術の一方法として，「免震・免波構造」を提案している 1)．その基本概念を図-2 に示す．免震・免波構造
は，剛性の低い緩衝材を構造物の周囲に配置し，強震動や津波が作用した際に構造物の変位挙動（回転，移動等）
を発生し易くし，それによって構造物内に発生する応力を低減し損傷・破壊を防止するという発想である．剛性の低い
緩衝材は，強震動に対しては免震材，津波に対しては免波材としての機能を果たす．免震・免波構造の効果につい
ては，図-3 のような解析モデルを設定し，免震効果は三次元動的解析により，免波効果は三次元静的解析により定量
的に評価している．
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表-1 免振・免波技術の全体の枠組み

図-1 SPH 法による構造物に作用する津波波圧の評価例

図-2 免震・ 免波構造の 基本概念

図-3 三次元解析による免震・免波効果の評価例念

三次元解析による免震・免波構造の有効性の評価 1)
免震・免波構造の有効性を評価するために設定した解析モデルの例を図-3 (1)に，津波が作用した時の構造物の
変位挙動を図-3 (2)に，構造物に発生した最大主応力分布を図-3 (3)に示す．構造物と緩衝材と地盤の接触面にはジ
ョイント要素を配置し接触面での非連続的挙動（剥離，滑動）を考慮している．この解析例では，構造物の最大変位は
無対策の場合は小さく4.52cmであるが，免震・免波構造の場合は構造物の周囲に緩衝材を配置して構造物の変位挙
動を発生し易くしたため19.41cmとなった．それに伴い，構造物正面での最大引張応力は無対策の場合の3.67 N/mm2
に対して，免震・免波構造の場合は2.81 N/mm2と低減した．構造物の変位量と応力は許容される値に応じて最適設計
し制御することができるので，合理的な対策を実現することが可能である．

あとがき
津波に対する構造物の安全性に関しては，津波の到来方向，構造物の表面形状，津波波圧の分布形，緩衝材の
剛性等の影響が大きいので，これらの事項についての設定と工夫が大変重要である．地震災害の繰り返しを断つた
めには，事が起きてから「後講釈」するのではなく，事が起きる前に何が起きるのかを適確に想定し「前講釈」すること
が必要不可欠である．三次元解析は，単なる計算ではなく，コンピュータを活用した実物大三次元数値振動実験と位
置付けることができ，事が起きる前に何が起きるかを知るのに大変有用である．
【参考文献】1) 有賀義明，佐藤優乃，渡辺高志，西本安志，曹増延，坂下克之，鈴木高二朗，有川太郎，浅井光輝，堀宗朗：水循環施設
における免震・免波構造の効果の評価に関する検討，土木学会論文集 A1（構造・地震工学, Vol.73，No.4，I_721- I_729, 2017.
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