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　免震構造を初めて知ったのは、20数年前
の学生時代にテレビで紹介されていたニュー
スを見た時です。構造システムとしては、非
常に明快でしたが、「本当にゴムで建物を支
えることが出来るのか？」と言うのが素直な
感想であったと記憶しています。当初は、
「一過性の構造システムでは？」と半信半疑
でした。
　ところが、設計事務所に入社すると意外に
免震構造が、普通に受け入れられている事を
知り少し驚き、入社2,3年後には、自分で免
震構造を設計する立場となっていました。当

初は、自分で見て感じるまでは、信用しない
と考え免震装置の公開実験に参加し、今考え
るとメーカーさんには随分失礼な質問をしま
した。また、設計した建物に免震装置の実験
を追加し、疑問点を少しずつ自分の中で解消
する事にかなり必死でした。
　現在は、免震に携わるすべての方々の努力
の甲斐があり、阪神淡路大震災、東日本大震
災では大きな被害はなく、免震効果が十分に
実証されました。また、地震を経験した事に
より、免震装置としての技術、設計方法とも
に成熟しています。マンションなどに多数採

用された事により、一般の方々にも大分認知
されています。
　免震構造は、地震国の日本では最も優れた
構造システムであると考えています。少し横
暴ですが、住宅と一定規模以上の建物は全て
免震構造としても良いかなと考えてしまう位
です。新築建物の場合は、採用される、され
ないは別として必ず建築主にお勧めをしてい
ます。本号の特集で、免震構造に興味を持っ
て頂いて、その良さを知り、より一層の免震
構造の普及を期待しています。

（T.W）

人事異動（国土交通省）
住宅局人事

旧所属氏名新所属日付

H27. 4月 1日 総務課住宅企画調整官（併）住宅取得給付措置推進室 千葉　昭広 国土政策局総務課企画専門官

H27. 4月 1日 総務課民間事業支援調整室課長補佐 碓井　道人 大臣官房人事課付
     （併）内閣府公益認定等委員会事務局審査監督調査官

H27. 4月 1日 総務課民間事業支援調整室課長補佐（併）市街地建築課 山本　貴志 （独）都市再生機構住宅経営部ストック活用化チーム主査
     （27.3.31辞職）

H27. 4月 1日 住宅政策課住生活サービス産業振興官 植田　潤次 関西電力（株）お客さま本部リビング営業部門
      お客さまサービスグループリーダー（27.3.31辞職）

H27. 4月 1日 住宅総合整備課企画専門官 細萱　英也 大臣官房技術調査課付（併）内閣官房副長官補付
     （併）内閣府本府地方創生推進室参事官補佐
H27. 4月 1日 住宅総合整備課企画専門官 山口　陽 鹿児島県土木部建築課住宅政策室長（27.3.31辞職）
H27. 4月 1日 安心居住推進課企画専門官（併）大臣官房監察官 堀崎　真一 総合政策局海外プロジェクト推進課国際協力官（併）国際統括室

H27. 4月 1日 住宅生産課長補佐 谷山　暢秀 （独）住宅金融支援機構業務企画部フラット35グループ調査役
     （27.3.31辞職）

H27. 4月 1日 住宅生産課木造住宅振興室課長補佐 福井　武夫 総務省消防庁予防課国際規格対策官（併）課長補佐   ※予算成立日の翌日付で住宅生産課木造住宅振興室企画専門官
H27. 4月 1日 住宅生産課付 石井　秀明 水戸市都市計画部長（27.3.31辞職）
H27. 4月 1日 建築指導課企画専門官 西川　実 四国地方整備局建政部住宅調整官

H27. 4月 1日 建築指導課建築国際関係分析官 亀村　幸泰 大臣官房付（併）内閣官房副長官補付
     （併）復興庁統括官付参事官（併）復興庁岩手復興局復興推進官
H27. 4月 1日 建築指導課長補佐 齋藤　健一 総務省消防庁国民保護・防災部防災課防災情報室課長補佐
H27. 4月 1日 建築指導課建築業務監理室長 奥原　崇 台東区都市づくり部長（27.3.31辞職）
H27. 4月 1日 建築指導課建築業務監理室課長補佐 船田　一元 神奈川県県土整備局建築住宅部住宅計画課主幹（27.3.31辞職）
H27. 4月 1日 建築指導課昇降機等事故調査室長 安藤　恒次 国土技術政策総合研究所建築研究部基準認証システム研究室長
H27. 4月 1日 建築指導課昇降機等事故調査室課長補佐 樋口　達也 都市局総務課長補佐
H27. 4月 1日 建築指導課昇降機等事故調査室課長補佐 清水　正喜 日本下水道事業団東日本設計センター機械設計課課長代理（27.3.31辞職）

H27. 4月 1日 市街地建築課企画専門官 岸田　里佳子 関東地方整備局建政部住宅調整官     （併）首都圏広域地方計画推進室副室長

H27. 4月 1日 市街地建築課企画専門官 丸山　宏司 奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局住宅課長（27.3.31辞職）   （併）大臣官房広報戦略室広報戦略官
H27. 4月 1日 市街地建築課課長補佐（併）復興庁統括官付 田伏　翔一 建築指導課認定調査係長

H27. 4月 1日 市街地建築課課長補佐（併）建築指導課 山口　義敬 厚生労働省老健局高齢者支援課高齢者居住福祉専門官
     （併）課長補佐（併）振興課

H27. 4月 1日 市街地建築課市街地住宅整備室課長補佐 津森　俊英 （独）都市再生機構東日本都市再生本部都心業務第１部
     プロジェクトチームリーダー付主査（市街地整備第2チーム）（27.3.31辞職）
H27. 4月 1日 市街地建築課マンション政策室課長補佐 長谷川　栄光香 大臣官房総務課法規第一係長
H27. 4月 α日 住宅政策課住宅国際対策官 多田　英明 住宅政策課企画専門官
H27. 4月 α日 住宅総合整備課賃貸住宅対策室長 二俣　芳美 住宅総合整備課賃貸住宅対策官

H27. 4月 α日 住宅生産課住宅瑕疵担保対策室課長補佐 榎本　考暁 安心居住推進課長補佐   （併）安心居住推進課 
H27. 4月 α日 住宅総合整備課賃貸住宅対策室課長補佐 泰道　周作 住宅総合整備課長補佐
H27. 4月 α日 住宅総合整備課賃貸住宅対策室課長補佐 飯竹　理広 住宅総合整備課長補佐
H27. 4月 α日 安心居住推進課企画専門官（併）住宅生産課 倉石　誠司 住宅生産課企画専門官
関連人事
H27. 4月 1日 大臣官房付 坂本　努 （独）住宅金融支援機構理事（27.3.31辞職）
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1

特集  免 震 建 築 の 現 状
巻頭論文
免震構造の必要性
北村　春幸　東京理科大学理工学部長　建築学科　教授

4レポート
最近の免震構造の概要  
千馬　一哉　株式会社久米設計　構造設計部

超高層免震マンション ～三田ベルジュビル～  
岩間　和博　株式会社竹中工務店　東京本店　設計部　構造部門　構造４グループ　副部長

6

アクティブ制御免震システム
山中　昌之　株式会社大林組　設計本部　副本部長

8

世界初の3次元免震建築物「知粋館」
富澤　徹弥　株式会社構造計画研究所　構造設計部　室長　博士（工学）

10

都市型小変位免震®構造
欄木　龍大　大成建設株式会社　技術センター　建築技術研究所　防災研究室　主任研究員

12

免震構造の応用  
猿田　正明　清水建設株式会社　技術研究所　安全安心技術センター　上席研究員

14

戸建て免震住宅  
小林　幹生　小林幹生一級建築士事務所

16

18

免震建築物の設計法  
青木　雅　一般財団法人日本建築センター　評定部構造課　課長

20

免震建物の維持管理について  
芳澤　利和　株式会社ブリヂストン　産業資材事業本部　部長

22

中間層免震建築物に対応したエレベーター
関谷　裕二　株式会社日立製作所　都市開発システム社　グローバル開発・生産統括本部グローバル開発本部　エレベーター開発部　主任技師
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写真：
世界各国から多くの建築家が参加した、
IBA: ベルリン国際建築展覧会（1987年）
で建設・展示され、使用され続けてい
る作品。各建築家の特徴が遺憾なく発
揮されている。　

表紙
フーベルト・ヘルマン　
フランシィ・ヴァレンティニィ設計
裏表紙
ハンス・ホライン設計

撮　影 荒城　隆




