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レジリエンスに着目した建築構造設計とは？ 

 

概要 

2005 年に、応用力学運営委員会傘下の「構造物の構造最適化とロバスト性小委員会」が立ち上げられた。

この小委員会と後継の小委員会では、建築構造設計を対象として、ロバスト性や冗長性について議論を重ね、

さらに構造物のレジリエンスへと議論を発展させてきた。その成果は、2016 年度大会のパネルディスカッシ

ョン「レジリエントで高い安全性を確保する構造設計とは」で報告された。また、2019 年度大会の特別研究

委員会主催の PD では、建物のレジリエンスの能力と事業継続計画（BCP）レベルの評価手法が提案され、本

会の「建築雑誌」でもレジリエンス建築社会についての特集が組まれた。さらに、2021 年度の技術部門設計

競技では、レジリエント性能を向上させるような建築・都市の提案が求められている。このように、被災時

の復旧力を総合的に考えるレジリエンスを、建築設計に導入する方法・考え方が注目され、近年では議論が

広がりつつある。 

レジリエンスは非常に漠然とした言葉であるので、これに工学的意味を持たせるためには、レジリエンス

性能の定量的な評価方法や、具体的な設計方法とレジリエンス性能との関係についての議論も必要である。

本 PD では、特に建築構造設計に対象を限定して、構造力学的な立場からのレジリエンスの考え方や、各種

構造物のレジリエンスの評価方法などの理論的な研究の進捗状況を報告するとともに、レジリエンスを考慮

した実際の構造設計の事例について紹介する。レジリエンスの概念を建築構造設計に導入する上で課題など

について、本 PD の参加者からの意見も伺いながら、本小委員会の今後の活動の方向性について議論したい。 

 

記 

司会   山川 誠（東京理科大学） 

副司会 磯部大吾郎（筑波大学）  

記録   福田隆介（鹿島建設） 

       

1. 主旨説明 高田豊文（滋賀県立大学） 

2. 主題解説 

❶高レジリエンス構造システムの考え方    朝川 剛（東京電機大学） 

❷鉄骨骨組の耐震レジリエンス評価    趙 衍剛（神奈川大学） 

❸被災した建物の調査・補修とレジリエンス 伊藤拓海（東京理科大学） 

❹地盤－基礎－建物連成系のレジリエンス    中村尚弘（広島大学） 

❺レジリエンスを考慮した構造設計    山本雅史（竹中工務店） 

谷  翼（大成建設） 村瀬 充（清水建設） 

3. 討論 進行：磯部大吾郎（前掲） 

4. まとめ 高田豊文（前掲） 
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レジリエンスに着目した構造設計とは？－主旨説明 
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 近年，被災後の復旧力を総合的に考えるレジリエンスの概念が注目されつつある．レジリエンスは非常に漠然とし

た言葉であるので，これに工学的意味を持たせるためには，レジリエンス性能の定量的な評価方法や，具体的な設計

方法とレジリエンス性能との関係についての議論も必要である．本 PD では，特に建築構造設計に対象を限定して，

構造力学的な立場からのレジリエンスの考え方や，各種構造物のレジリエンスの評価方法などの理論的な研究の進捗

状況を報告するとともに，レジリエンスを考慮した実際の構造設計の事例について紹介し，レジリエンスに着目した

建築構造設計について議論したい． 

Recently, the resilience of buildings has been attracting attention. Resilience is defined as the recoverability of functionality or 

performance for buildings after disasters. From the engineering point of view, a quantitative measure of resilience is required. In the 

present panel discussion, especially focusing on structural design of buildings, recent research activities on disaster resilience of 

structure and some examples of resilience-based structural design are reported. The aim of this PD is discussion on structural design 

of buildings considering resilience. 

 

構造設計，レジリエンス，レジリエンス性能設計，復旧曲線，耐震性能グレード 

Structural Design, Resilience, Resilience-based Design, Recovery Curve, Seismic Performance Grade 

 

１．はじめに 

 レジリエンスは，擾乱などによる環境の大きな変化に

対して，一時的に機能を失ったシステムが，時間の経過

とともに回復する能力を表す概念であり，特に東日本大

震災以降，様々な分野で注目されている 1,2)．本会の応用

力学運営委員会では，その傘下に「構造物の構造最適化

とロバスト性小委員会」が立ち上げられ，この小委員会

と後継の小委員会で，建築構造設計を対象として，ロバ

スト性や冗長性について議論を重ねてきた．その議論は

建築構造物のレジリエンスへと発展し，その成果が，2016

年度大会の PD「レジリエントで高い安全性を確保する構

造設計とは」で報告された 3)．また，2019 年度大会の特

別研究委員会主催の PD では，建物のレジリエンスの能

力と事業継続計画（BCP）レベルの評価手法が提案され

た 4)．本会の建築雑誌 5) でもレジリエント建築社会につ

いての特集が組まれるなど，被災後の復旧力を総合的に

考えるレジリエンスを，建築設計に導入する方法・考え

方が注目され，近年では議論が広がりつつある 6-8)． 

 ライフラインなどのインフラの被災・復旧は，都市・

地域・社会に大きな影響を及ぼすため，広い枠組みでレ

ジリエンスが検討される 9,10)．一方，建物のレジリエンス

は，都市・地域といった広い枠組みと同時に，単体でも

考える必要がある．建物のレジリエンス評価には，構造

のレジリエンスや，設備・ライフラインなどのレジリエ

ンスも影響を及ぼすため，それぞれの分野で，レジリエ

ンス性能の定量的な評価方法や，具体的な設計方法とレ

ジリエンス性能との関係についての議論が必要である． 

 本 PD では，特に建築構造設計に対象を限定して，構

造力学的な立場からのレジリエンスの考え方や，各種構

造物のレジリエンスの評価方法などの理論的な研究の進

捗状況を報告するとともに，レジリエンスを考慮した実

際の構造設計の事例についても紹介し，レジリエンスに

着目した建築構造設計について議論したい． 

 

２．レジリエンスの定量化 

 これまでの建築構造分野では，主として建設時の建物の

安全性の確保を主眼としていた．1981 年に導入された新

耐震設計設計基準は，現在の我が国の耐震基準のベース

となっているが，大地震時には建物の損傷は許容しつつ，

建物が倒壊して人命が奪われないことを目標にしている．

この考え方は，過去の地震被害時における人命確保の観

点では成果を挙げたと言えるが，建物の損傷を許容して

いるため，建物の継続使用や改修方法の観点では課題も

あった．そのため，被災した建物が復旧するまでの建物

性能の経時変化，すなわちレジリエンスの概念が注目さ

れるようになった． 

 レジリエンスは非常に漠然とした言葉であるので，こ

れに工学的意味を持たせるためには，レジリエンス性能

の定量的な評価方法が必要である．レジリエンスの定量

的な評価方法として，Bruneau らが提案したレジリエン

ス・トライアングル 11,12) が参照されることが多い．その

考え方は，被災した建物が復旧するまでの性能の経時変


