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NTTファシリティーズ研究開発本部の挑戦

NTTファシリティーズの耐震技術

情報通信基盤を構成する通信用建
物，および設備類の耐震技術は，電電
公社時代から蓄積されてきたNTT
ファシリティーズの固有技術です．地
震国日本において強靭な情報通信基盤
を構築 ・ 運用するため，「強震観測」「振
動実験」「構造解析」の 3 つの技術を
独自に確立し，それらを進化させてき
ました．これら 3 つの技術をさらに進
化させながら相互に連携させることに
より，情報通信基盤の耐震技術の向上
を図るだけでなく，社会全体の地震防
災技術の開発にも取り組んでいます．
今もなお，巨大地震に対する不安が社
会全体を取り巻いていますが，新たな
地震防災技術の開発を通じ，リジリエ
ント（防災力のある）な社会を実現さ
せることがNTTファシリティーズの
使命です（図₁）．

強震観測から分かること

耐震技術の原点は，地震被害に学ぶ
ことにあります．そのためには，被害
要因を科学的に解明する必要があり，
その基礎となるのが強震観測です．強
震観測では，強震計＊ 1 と呼ばれる計
測機器を地盤面上や建物の床面上に固

定し，地震による揺れを記録します．
地盤の揺れのみを対象とした強震計は
国や自治体によって多数配置されてい
ますが（1），建物の揺れを対象とする強
震計は漸増しているものの，地盤の揺
れを対象とした強震計に比べて少ない
のが現状です．

NTTグループでは，建物を対象と
して独自に強震計を設置し，全国的な
強震観測を行ってきました．NTTグ
ループにおける強震観測の歴史は長
く，今から半世紀以上前の1960年に，
当時の江東電話局（東京都）に強震計
を 2 台設置したのが始まりです．その
後，超高層建物や免震建物といったさ
まざまな構造形式の建物に強震観測シ

ステムを設置し，現在では全国で合計
71カ所の建物において強震観測を
行っています（図₂）．2011年に発生
した東北地方太平洋沖地震において
も，仙台をはじめ全国の観測地点で，
地震による建物の揺れが記録されま
した．

NTTファシリティーズでは，全国
の観測点で得られた強震記録を分析す
ることで，建物が地震によってどのよ
うに揺れるかを把握し，建物に収容さ
れる通信設備の耐震性能評価に役立て

地震防災 リジリエンス 構造ヘルスモニタリング

＊1	 強震計：大きな地震の揺れを記録できるよ
うに，特別に設計した地震計．一般的には，
加速度波形を記録しますが，速度波形を記
録するものもあります．

図 1 　NTTファシリティーズにおける地震防災技術開発のイメージ
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NTTファシリティーズでは，信頼性の高い情報通信基盤を提供するため，
観測・実験・解析の 3つの耐震技術を独自に確立し，進化させてきました．
そして，リジリエント（防災力のある）な社会を実現するため，これらの
耐震技術をさらに進化させつつ相互に連携させることにより，新たな地震
防災技術の開発に取り組んでいます．本稿では，NTTファシリティーズに
おける各耐震技術の概要と，近年開発に注力している構造ヘルスモニタリ
ング技術について紹介します．
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てきました．特に，1995年に発生し
た兵庫県南部地震では，NTT神戸駅
前ビルにおいて貴重な強震記録が得ら
れました（図３）．当時，建物の強震
観測は全国でも事例が少なく，しかも
神戸市内の烈震域において，建物全体
の揺れの観測に成功したことから，学
術的にも注目を集めました．この強震
記録は，NTTに導入される通信設備
類の耐震性能評価規格である「通信装
置等の耐震試験方法」（2）に反映され，
NTTにおける情報通信の信頼性向上
に寄与しています．さらに，社会的に
は巨大地震における建物の振動特性を
解明するデータとして，日本における
耐震工学の発展に貢献するとともに，
超高層建物や免震建物等の設計用地
震波形の 1 つとしても活用されてい
ます．

振動実験による耐震性能評価技術

情報通信設備の振動特性を把握し，
地震時の振動環境において，設備に物
理的な損傷や機能障害が発生しない
か，といった耐震性能の確認を行うた
めの有効な手段として，振動実験があ
ります．また，開発した耐震対策が本

当に効果的か，不測の事象を生じない
かなどの検証手段としても，振動実験
は有効です．

NTTに導入される通信設備は，所
定の耐震性能を満足したものでなけれ
ばいけません．その耐震性能は，「通
信装置等の耐震試験方法」にのっとり，
振動台を用いた振動実験により評価さ
れます．振動実験では，振動台上に通
信設備を設置し，図４（a）に示すような
周期特性を持った人工地震波を，振動
台で再現することによって設備を振動
させます．そして図 ４（b）に示すよ   
うな地震レベルに応じた性能を満足す
るかどうかで，導入の可否を判断しま
す．図 ４（a）に示す人工地震波の特性
は，NTTの通信用建物の振動特性を
反映させたもので，強震観測記録の分
析によって明らかになった知見に基づ
き，定められています（3），（４）．

NTTグループでは，1971年に初代
の振動台を導入して以降，通信設備類
の耐震性能評価を行い，NTTの情報
通信の品質を確保してきました．
NTTファシリティーズは，2010年に
４ 代目の振動台となる 3 次元振動試験
システム「DUAL FORCE」を導入

しました（5）．加振テーブルの大きさは
４ m× 3 mで，短周期から長周期まで
の幅広い帯域の振動を再現することが
できます．また，振動台の水平変位が
最大110 cm（片振幅）まで対応でき
るため，長周期地震動＊ 2 を受ける超
高層ビル上層階の揺れのような，大き
な水平変位を伴う振動現象も再現する
ことができ，さまざまな環境に設置さ
れる設備や什器類の性能検証 ・ 評価，
耐震対策関連の研究開発に活用されて
います．

DUAL FORCEを用いた最近の実
験事例としては，東日本大震災におけ
る天井吊設備の落下被害の原因究明 ・
対策効果の検証を目的とした実験

（図５（a））や，免震構造の情報通信用
建物を想定した通信用メタルケーブル
引き込み部の変形追従性能を確認する

＊2	 長周期地震動：周期が数秒以上のゆっくり
とした揺れが長時間続く地震動．超高層建
物や免震建物，長大な道路橋など，固有周
期の長い構造物が長時間の揺れによって共
振し，その構造体や館内設備什器類に被害
を及ぼす危険性が指摘されています．2003
年の十勝沖地震において震央から約250 km
離れた苫小牧市内で発生した石油タンク火
災や，2004年の新潟県中越地震において東
京都心の超高層建物で発生したエレベータ
損傷などの被害をきっかけに注目されるよ
うになりました．

図 2 　NTTグループの強震観測地点
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図 3 　NTT神戸駅前ビル 8 階における強震観測記録
　　　（1995年兵庫県南部地震）
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実験（図 5（b））等を行っています． 
さまざまな環境を模擬した振動実験

を実施する際には，強震観測による波
形記録のみならず，構造解析による
種々の構造物の挙動再現手法も活用し
ています．このように，強震観測 ・ 構
造解析と技術連携することで，振動実
験による性能評価技術の領域はさらに
広がります．

構造解析による構造物の挙動再現
技術

地震リスクに対し信頼性の高い情報
通信基盤を構築するため，想定し得る
最大級の地震に対して常に無被害にな
るように通信用建物の構造を設計する

ことは，理想的であり技術的にも実現
可能かもしれません．しかし，結果的
には過大な投資を要し，現実的には必
ずしも望ましい方針であるとは限りま
せん．無被害にとどめる地震レベルを
設定し，それを超えるレベルの地震に
対しては相応の損傷を許容するような
設計を行うことが，より現実的な解決
方法といえるでしょう．一方，損傷を
許容した設計を行うには，地震による
外力を受けて構造部材が弾性から塑性
へと至る過程を，精緻に再現すること
ができるような力学的な解析プログラ
ムが必要となります．

NTTファシリティーズは，分社化
前の1991年より，立体骨組動的弾塑

性 解 析 シ ス テ ム「DIAS（Dynamic 
Inelastic Analysis System）」の自社
開発を続けています．DIASを駆使す
ることにより，地震のような動的かつ
非定常＊ 3な外力に対する構造物の 3
次元的な挙動も，精緻に再現すること
ができ，その結果をアニメーションに
より確認することができます（図６）．

仙台市街部に建つNTTグループ保
有の超高層建物にも，建物内および鉄
塔の計 ４ カ所に強震計が設置されてい
ます．東北地方太平洋沖地震（本震）

＊3	 非定常：性質が時間とともに変化する状態．
定速で回転するモータの振動のような規則
的な揺れを定常振動と呼ぶのに対し，地震
や風のように強さや周期が経時的に変化す
る揺れを非定常振動と呼びます．

図 4 　NTT耐震試験規格の概要
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図 5 　DUAL FORCEを用いた実験事例
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において，同建物の各観測点で強震波
形が記録されました．この地震におけ
る鉄塔頂部での波形記録と，DIASを
用いた解析による結果を比較したとこ
ろ，両者の結果は非常に良く整合しま
した（6）（図 6 ）．このことは，DIASに
よって建物の損傷状態を非常に高い精
度でシミュレートできることを示して
います．

構造物を診察する

大地震の被害を受けた後，建物の構
造体の損傷状態を診察し，補強の要否
等の事後対応を判断するための技術
が，構造ヘルスモニタリング技術です．
通常，建物の構造体は，内外装による
仕上げが施され，直接目視で確認でき
る部位は限られています．したがって，
建物全体の構造体の状態を目視で確認
するには，仕上げなどを撤去する必要
があり，その撤去と復旧に要する費用
と時間を考えると，現実的ではありま
せん．構造ヘルスモニタリングは，強
震計などのセンサを構造体に設置し，
その計測データを分析することによ
り，直接目視で確認することなく，地
震による構造体の損傷 ・ 劣化部位の特
定とその程度を把握し，健全性を評価
する技術です．センサによるデータか
ら建物の特性を分析し健全性を診断す
るため，強震観測を進化させた技術と
言うこともできます．この技術におけ
るポイントは，センサと損傷検出手法
の 2 点に集約されます．低廉なセンサ
を必要最小限の個所に設置し，効率的
な損傷検出手法により，精度良く損傷
部位とその程度を特定できる技術が求
められます．

東日本大震災以降，南海トラフ巨大
地震＊ ４ や首都直下地震＊ 5 の被害想定
が見直され，より深刻な結果が公表さ
れたことから，地震直後に建物の継続

使用を判断できるシステムの必要性が
急激に高まっています．NTTファシ
リティーズでは，構造ヘルスモニタリ
ングに適した低廉なセンサと建物安全
度の評価手法を独自に開発し，2013
年10月 1 日より建物安全度判定サ
ポートシステム「揺れモニ」として販
売を開始しました（図７）．従来，建
物の損傷状態を評価する指標としては

「層間変形角（垂直部材の傾斜）」のみ
が用いられていましたが，揺れモニで
は層間変形角に加え，「水平部材の傾
斜」と建物の「固有周期」の 3 つの指
標を用いて建物の損傷状態を評価しま
す．このように，損傷状態を多角的に
把握することで，地震直後の建物の安
全度について，より正確かつ詳細な情
報が提供され，専門技術者ではないビ
ル管理者でも即時判断が可能となり
ます．

現在，地震到達前後における災害対
策ツールとして揺れモニの機能を強化
すべく，緊急地震速報との連携機能の
追加と，揺れモニを導入した複数建物
の一元管理機能の追加に取り組んでい

ます（図８）．さらに，今後の展開と
して，DIASの構造解析技術を駆使し
て損傷検出手法の高精度化を図るとと
もに，道路橋等の土木構造物への応
用といった適用領域の拡大を図る計
画です．

地震防災の現在と未来

東日本大震災から 3 年以上の歳月が
過ぎました．1978年宮城県沖地震や

＊4	 南海トラフ巨大地震：静岡県の駿河湾から
宮崎県沖の日向灘まで続く海底のくぼみ「南
海トラフ」沿いの広い震源域で連動して起
こると警戒されているM９クラスの巨大地
震．東京 ・ 名古屋 ・ 大阪の三大都市圏を含
む広い範囲に甚大な被害を及ぼす危険性が
指摘され，内閣府による最終報告（2013年
5月公表）によると，関東から九州 ・ 沖縄ま
での広い範囲において，最大で32万人を超
える死者と220兆円を超える経済被害が想
定されています．

＊5	 首都直下地震：南関東地域で歴史的に繰り
返し発生するM７クラスの大地震の総称．
関東地方の地下では，複数のプレートが重
なり合うように１つのプレート（北米プ
レート）の下に沈み込むためその地殻構造
が複雑になっており，地震の発生メカニズ
ムは特定されていません．南関東1都4県（東
京 ・ 神奈川 ・ 千葉 ・ 埼玉 ・ 茨城）を中心に
震災による被害が懸念され，内閣府の試算

（2013年12月公表）によると，最大のケース
（都心南部直下地震）で２万人を超える死
者と９5兆円を超える経済被害が想定されて
います．

図 6 　DIASによる高精度シミュレーションの事例
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2008年岩手 ・ 宮城内陸地震など，過
去に幾度となく大地震を経験してきた
東北地方だけあって，建物の倒壊と
いった構造体の被害は少なく，限定的
でした．その一方で，非構造部材の崩
壊 ・ 脱落による被害は，東北はもとよ

り遠くは近畿圏まで確認されており，
首都圏では天井の崩壊によって死者を
出すなど，震源から離れた広い範囲で
被害が生じています．NTTファシリ
ティーズでは，震災によって浮き彫り
になった課題への対策を，近い将来発

生が懸念される巨大地震への備えとし
て，日本はもとより地震災害が頻発す
る世界の国々において，リジリエント
な社会を実現すべく，新たな地震防
災技術の開発に日々取り組んでいき
ます．
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図 7 　建物安全度判定サポートシステム「揺れモニ」
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図 8 　地震災害対策ツールとしての「揺れモニ」

（a）　緊急地震速報の受信画面（イメージ）

（b）　複数建物の一元管理画面（イメージ）

（左から）	千葉		大輔/ 吉田		献一/ 	
	 鈴木		幹夫

　近い将来発生が懸念される巨大地震に対
する備えは喫緊の課題であり，社会的なニー
ズが高いテーマでもあります．安全 ・安心
な社会の実現へ向け，今後も地震防災技術
の開発に取り組んでいきます．天災は忘れ
たころにやってきます．
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