
 

空気調和・衛生工学会ワークショップ  

熊本地震調査の速報  

 

 

2016 年 4 月の被災から約 5 か月を経過し、復興に向けた取り組みが始まっ

ておりますが、被害の全容の把握と分析については早急の対応が求められてお

ります。空気調和・衛生工学会では、将来における建築設備の耐震性、地震

後の設備機能の維持のための方策等について検討するにあたり、設備機器の

被災の状況を広く正確に把握し、被害実態など諸情報を入手・分析を目的と

して、「平成 28 年 熊本地震災害状況調査団」を設置し、関連学会、協会と

連携し、7 月 11 日 (月 )～13 日 (金 )にかけて、現地調査を実施しました。  

調査建物は、様々な用途を対象とし、構造躯体は健全で、設備被害が大きい

ものから、ほとんど被害の無かったものまで、合計 19 ヶ所の施設となりまし

た。調査の速報とともに、前震と本震による違い、重なる余震による影響や設

備機能の維持や回復に関して、調査の中で知り得た情報を提供し、建築設備技

術者として今後の建築設備の耐震への取組み方について議論をしたいと考えて

います。  

 

プログラム  

時刻  時間  発表内容  講師  

14:00 

~14:20 

20 熊本地震の特徴と建築構造の被害  

（地震の全体像の概要）  

向井  智久  (建築研究開発コ

ンソーシアム・建築研究所 )

14:20 

~14:50 

30 建築設備の被害調査速報 その 1 

（調査団 A 班からの報告）  

林 一宏 (日建設計 ) 

14:50 

~15:20 

30 建築設備の被害調査速報 その 2 

（調査団 B 班からの報告）  

水谷 国男 (東京工芸大学 ) 

15:20 

~15:50 

30 調査から得た機能継続への支障と

工夫について  

木村 剛  (大林組 ) 

15:50 

~16:20 

30 討論  

 

司会  森山修治（日本大学）

 

関連団体：空気調和・衛生工学会 安全・防災委員会 建築設備耐震対策小委員会  

建築設備技術者協会、建築設備綜合協会、建築研究開発コンソーシアム 



空気調和衛⽣⼯学会ワークショップ

熊本地震の特徴と建築構造の被害

建築研究開発コンソーシアム
地震後の継続使用性と設備機器等の耐震性能に関する研究会 主査

建築研究所 構造研究グループ 主任研究員

向井智久

2014-2015年度研究会
2014.6~2016.5

2016年度研究会
2016.6~2017.5

はじめに

2013年度コラボレーションミーティング

2

建築研究開発コンソーシアム内に研究会を発⾜し、構造関係や設備関係の
設計者や研究者，設備メーカーから住宅供給者まで“設備耐震”に関わる多
くの関係者が参加



①地震後の継続使⽤性に影響の⼤きい設備機器と
阻害要因の明確化

②現⾏指針等で設計される設備機器の課題の抽出と
関連技術の現状を把握

③設備機器の応答と損傷の関係の明確化
④継続使⽤性を⾼める⽅法を検討し，いくつかの
具体例を作成し技術の体系化を図る

⑤構造および設備に関する専⾨技術の体系化・異分
野技術の連携を図る
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研究目的

昨年度までに実施した試評価⼿法を既存建築物における設備機器
の耐震性能評価に発展させる⽅法を検討する

2016年4⽉に内陸直下型の熊本地震が発⽣。設備機器の
損傷を起因として継続使⽤性に与えた影響を分析するに
⼗分な情報収集が困難︓
理由1︓設備損傷と継続使⽤性に関する観点に基づく，
現地調査の不⾜
理由2︓構造と設備の専⾨家の現地での連携不⾜
本研究において継続使⽤性の観点から，構造関係と設備
関係の専⾨家が現地調査を合同で実施し，適切な情報収
集と分析を⾏う

2016年度の活動計画（研究⼿法）
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コンソーシアム研究会と空気調和・衛⽣⼯学会で合
同調査を計画︓
•調査地域：熊本市周辺地域

•調査内容：建築設備被害状況の目視調査、現地ヒアリン
グ（地震後の継続使用性に関するヒアリング）、被災状
況記録の確認等

•調査団員：（公社）空気調和・衛生工学会 安全・防災委
員会＆コンソ設備耐震研究会主査および幹事2名

•建築設備耐震対策小委員会委員

•《関連学協会》（社）建築設備技術者協会、（社）建築設
備綜合協会

5

熊本地震合同調査
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熊本地震合同調査
7月11日 調査先

1号車
AM

PM
① A病院＠宇城

② B事務所＠熊本市

2号車

AM

PM
①

C庁舎＠上益城郡

② D病院＠熊本市
7月12日 調査先

1号車
AM ① Eホール＠上益城郡

PM
② F工場＠合志市

③ G病院＠阿蘇市

2号車
AM ① Iホール＠熊本市

PM
② J大学＠熊本市

③ Kホール＠熊本市

共通 PM Hホテル＠熊本市

7月13日 調査先

1号車

AM ① L病院＠熊本市

PM

② M放送局＠熊本市

③ N店舗＠熊本市

④ O店舗＠熊本市

2号車

AM ① P事務所＠熊本市

PM
② Q図書館＠熊本市

③ R体育館＠熊本市

④ Sホール＠熊本市



熊本地震の被害状況
特徴︓
1．震度7の連続の内陸直下地震
2．度重なる余震
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被害概要
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2章 被害調査を実施した建築物
2.1 1981年以前に設計された建築物
2.1.1 倒壊崩壊した被災建築物 5棟（全10棟）
2.1.2 耐震補強された被災建築物 1棟（全4棟）
2.1.3 その他の被災建築物 1棟（全1棟）
2.2 1981年以降に建設された建築物
2.2.1 構造部材（上部構造）の損傷により大破した建築物
3棟（全5棟）
2.2.2 非構造部材の損傷により大破した建築物 1棟（全11
棟）
2.2.3 その他の損傷が確認された建築物 1棟（全3棟）

2



被害の分類
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（1）1981年以降に設計された建築物︓
•下階壁抜け（以下，ピロティ）構造の曲げ・引張応力による柱の破壊：
1995年以降に設計されたピロティ柱に主筋の座屈や破断といった大き
な損傷によって大破に至る事例が確認された。

•ピロティ構造のせん断・付着割裂による破壊（いずれも1995年以前の

建築物）：柱にせん断破壊や付着割裂破壊といった脆性的な破壊が確
認された。

•梁端部損傷に基づく梁のたわみ：梁端部の曲げ破壊に基づく梁および
スラブのたわみが確認された。

•RC造非構造部材の破壊：共同住宅におけるRC造非耐力壁やエキス

パンションジョイントおよびその周辺部の大きな損傷によって，地震後
の継続使用に影響を与えた事例が確認された。

•免震建物のダンパー取付け部に接続されたスラブやコンクリート部が
大きく損傷した事例

被害事例
1981年以降に設計された建築物
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1995年以降に設計されたピロティ柱に主筋の座屈や破断といった大
きな損傷によって大破に至る事例が確認

N

X1 X11X2 X3 X9 X10X4 X5 X7 X8X6

Y1
Y2

Y6
Y7

Ⅴ Ⅴ
Ⅴ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ

Ⅳ Ⅴ

Ⅴ Ⅳ
Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ

Ⅲ Ⅴ

赤文字 損傷度判定結果



被害事例
1981年以降に設計された建築物
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免震建物のダンパー取付け部に接続されたスラブやコンクリート部が
大きく損傷

凡例

積層ゴム
鉛ダンパー
U型ダンパー

基部の抜け出し梁側面のずれ

基部のひび割れ

基部の破壊

基部の抜け出し

基部の抜け出し 基部の抜け出し

被害事例
1981年以降に設計された建築物
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免震建物のダンパー取付け部に接続されたスラブやコンクリート部が
大きく損傷



被害の分類
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（2）1981年以前に設計された建築物︓
•耐震補強済みで構造部材の損傷度が大きい建築物：耐震補強された
RC造構造部材の被害は，補強された庁舎における耐震壁の顕著なせ

ん断ひび割れの他，耐震壁が増設された商業施設で，当該耐震壁の
側柱のせん断破壊等も確認されている。ただし倒壊・崩壊したものは
確認されていない。

•倒壊および崩壊した建築物：柱や柱梁接合部の大きな損傷により局
部崩壊した庁舎や壁のバランスが悪いために1層崩壊した診療所等，
全10棟が確認されている。後者は阪神淡路大震災や東日本大震災に
おいても同様の被害が確認されている。

被害事例
1981年以前に設計された建築物
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柱や柱梁接合部の大きな損傷により局部崩壊した庁舎



被害事例
1981年以前に設計された建築物
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柱や柱梁接合部の大きな損傷により局部崩壊した庁舎

建研・国総研において地震後に実施されたRC造（一部SRC造

を含む）建物の被災調査結果を建築物の設計年に着目して
被害の特徴を纏め，特徴的な被害について示した

まとめと今後の課題（RC構造分野）

37

・耐震診断及びそれに基づき改修された鉄筋コンクリート造建築物：
倒壊・崩壊は適切に防止された

・旧耐震基準の既存建築物：過去の震災と同様に倒壊・崩壊の被害が
見られたことから，引き続き耐震化の促進を図る必要がある

・昭和56年の新耐震基準は，今回の地震に対する鉄筋コンクリート造

建築物の倒壊・崩壊の防止に有効に機能したと認められる。しかし，
下階壁抜け柱が多く存在するいわゆるピロティ構造の建築物に大破
の被害が複数見られた。これについては，1997年に一連の運用基準

が整備されているが，これら運用基準が周知徹底される以前のピロ
ティ構造の鉄筋コンクリート造建築物には必ずしも現行基準相当の耐
震性能を有していないものが存在する可能性がある。



熊本地震の設備機器の被害状況

ボイラー貯湯槽基礎の被害屋外受水槽天板の被害天井吹き出し口の被害

スプリンクラーヘッドの抜けボイラー貯湯槽の配管の被害 冷却塔配管と
冷却水配管接合部の被害
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C庁舎
上益城郡

RC造
3階建て
1974年竣工、
2010年耐震改修

外観

18

合同調査被害事例 C庁舎
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合同調査被害事例 C庁舎
C庁舎
上益城郡

RC造
3階建て（地下1階）
1974年竣工、2010年耐震改修

耐震壁せん断ひび割れ・短スパン梁のせん
断破壊・会議室天井脱落

D病院
熊本市

SRC造
8階建て（地下1階）の
病棟2棟及び7階建て
の管理棟1棟1979年
（南側病棟）、1984年
（北側病棟）、2001年
（管理棟）

写真奥から北側病棟、
南側病棟、管理棟

外観
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合同調査被害事例 D病院



D病院
熊本市

SRC造
8階建て（地下1階）の病
棟2棟及び7階建ての管
理棟1棟1979年（南側病
棟）、1984年（北側病棟）、
2001年（管理棟）

南側外壁
建物内RC壁
1階エキスパンションジョ

イント付近の天井材の
落下
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合同調査被害事例 D病院

Iホール
熊本市

RC造
ホール棟4階建て（地下
1階）
1967年竣工
2007年大規模改修（天
井・壁・屋根裏補強）

ホール内の天井脱落
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合同調査被害事例 Iホール
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合同調査被害事例 Iホール

Iホール
熊本市

RC造
ホール棟4階建て（地下
1階）
1967年竣工
2007年大規模改修（天
井・壁・屋根裏補強）

ホール内の天井脱落
天井裏の吊り材の応答

最後に

今回の地震で亡くなられた方及びそのご遺族に対し，深く哀悼の意を
表します。また，被災された方々に心からお見舞いを申し上げるととも
に，一刻も早い復興を祈念いたします。

本調査を実施するにあたり，国土交通省九州地方整備局建政部，熊
本県土木部建築住宅局建築課，熊本市都市建設局都市政策部建築
指導課，宇土市建設部都市整備課建築住宅係，その他被災建築物の
調査にご協力頂きました関係者の皆様には大変お世話になりました。
また今回の共同調査の実施に当たっては，空気調和・衛生工学会並
びに建築研究開発コンソーシアム，（社）建築設備技術者協会，（社）
建築設備綜合協会にご協力頂きました。
この場を借りて御礼申し上げます。
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1

空気調和・衛生工学会ワークショップ
熊本地震調査の速報

建築設備の被害調査速報 その1
（調査団A班からの報告）

日建設計 林 一宏

調査団A班 調査先一覧

調査日 調査先 所在地 前震／本震

① 7月11日 Ａ病院 宇城市 ６弱／６強

② 〃 Ｂ事務所 熊本市 ６弱／６弱

③ 7月12日 Ｅホール 上益城郡 ６弱／６強

④ 〃 Ｆ工場 合志市 ５強／６強

⑤ 〃 Ｇ病院 阿蘇市 ４ ／６弱

⑥ 〃 Ｈホテル 熊本市 ５強／６強

⑦ 7月13日 Ｌ病院 熊本市 ５強／６強

⑧ 〃 Ｍ放送局 熊本市 ５強／６強

⑨ 〃 Ｎ店舗 菊池郡 ６弱／６強

⑩ 〃 Ｏ店舗 熊本市 ６弱／６強
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震度分布と調査先

①

② ③

④

⑤

⑥ ⑦

⑧

⑨

⑩

気象庁震度階 周期及び加速度との関係
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①Ａ病院

➢所在地 熊本県宇城市、2012年竣工

➢規 模 -1 +4、RC造、14,500㎡

➢前 震 震度６弱／空調配管損傷程度

➢本 震 震度６強

・停電、断水発生せず

・外壁損傷、EVｼｬﾌﾄ内ﾋﾞｰﾑ損傷

・空調系統変圧器漏油、一時停電

・病室ｴｱｺﾝﾊﾟﾈﾙ落下

・小便器排水配管破断

外壁損傷

サッシ部損傷→

↓伸縮目地破損



4

機械室

冷温水配管破断部
→

天井器具

↑天井カセット脱落 ↑後付吊補強材
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天井器具

↑制気口ずれ ↑照明器具ずれ

設備機器

←動力盤転倒

変圧器ひび割れ↓
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設備機器

↑配管損傷復旧 ↑横引配管固定

その他
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②Ｂ事務所

➢所在地 熊本県熊本市、2014年竣工

➢規 模 -2 +9、S/RC造、24,500㎡

➢前 震 震度６弱 停電断水なし

➢本 震 震度６弱 停電なし、断水20日間

・外壁損傷なし

・屋上機器移動損傷、ﾁﾗｰ系統変圧器損傷

・階高の高い上階で什器転倒発生

・避難民受入れ

機械室

冷温水配管破断部
→



8

天井器具

↑制気口ずれ ↑照明器具ずれ

8階実験室内機器

↑給湯器転倒 ↑排水管破断
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屋上設備機器

その他
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③Ｅホール

➢所在地 熊本県上益城郡、1998年竣工

➢規 模 -0 +2、S造、20,500㎡

➢前 震 震度６弱 停電・断水なし

➢本 震 震度６強 停電発生せず、断水発生

・躯体損傷、天井設備パネル等脱落

・SP水損発生、

・被災者受入、仮設ﾄﾚｰﾗｰﾊｳｽ設置他

エントランスホール天井他
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展示場天井他

機械室
←形鋼支持部損傷
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屋上機械置場

屋内その他
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屋外

④Ｆ工場

➢所在地 熊本県合志市、1999年竣工

➢規 模 -0 +2、S造、550㎡・350㎡

➢前 震 震度５強 予備線切替・断水なし

➢本 震 震度６強 停電30分、断水断続的

・外壁一部損傷、天井材一部損傷

・PAC室内機、全熱交換器フェイス脱落

・ GHP屋外機傾き、ドレン配管破損
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事務室

←フェイス脱落（写真は復旧後）

↑点検口廻りボード割れ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ部
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屋上機械置場

チャンバ吊材ゆがみ↑

↑鋼材吊り

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ・ﾚｰｽｳｪｲ→

屋外
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⑤Ｇ病院

➢所在地 熊本県阿蘇市、2014年竣工

➢規 模 -0 +4、RC造(免震/耐震)、11,000㎡

➢前 震 震度４ 被害なし

➢本 震 震度６弱 停電10日間、断水なし

・免震EXP,J部躯体破損

・固定されていない什器類移動転倒

・大きな設備被害は無し

免震層
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ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ部

什器備品
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屋外

⑥Ｈホテル

➢所在地 熊本県熊本市、1992年竣工

➢規 模 -1 +10、RC造

➢前 震 震度５強 一部漏水

➢本 震 震度６強 都市ガス供給停止

・停電、断水なし、営業継続

・躯体破損はわずか

・屋上給湯機械室で漏水発生

・ＥＶ、立体駐車装置使用制限
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屋上給湯機械室

屋内
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⑦Ｌ病院

➢所在地 熊本県熊本市、1982年竣工

➢規 模 -1 +5、SRC造、13,000㎡

➢前 震 震度５強 被害なし

➢本 震 震度６強 断水15日、ガス7日停止

・垂壁脱落、天井損傷、サッシ損傷

・部分停電発生、手術室UPS一部故障

・受水槽、高置水槽漏水発生

・上水は給水車、雑用水は井水利用

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ廻り
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屋外水槽廻り

屋上水槽廻り
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GHP屋外機周り

電気室内
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変圧器固定部

電気室天井
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その他

⑧Ｍ放送局

➢所在地 熊本県熊本市、1982年竣工

➢規 模 -0 +4、S/SRC造、5,000㎡

1995年改修・増築、2002年改修・増築

➢前 震 震度５強 被害なし

➢本 震 震度６強 断水15日、ガス7日停止

・加湿給水管破損により水損、部分停電

・水冷熱源停止、蓄熱槽の水を雑用水利用

・パッケージ系統には損傷なし
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スタジオ

主調整室他
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事務室他

屋上
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⑨Ｎ店舗

➢所在地 熊本県菊池郡、2004年竣工

➢規 模 -0 +2、S造、

➢前 震 震度6弱 被害なし

➢本 震 震度６強 断水4日、ガス7日停止

・構造的被害なし、exp.j等部分損傷

・エスカレータずれ

・受水槽天板破損、250φ冷水管脱落

・室内機パネル脱落、ダクト破損他

天井廻り
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事務室他

水 槽
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⑩Ｏ店舗

➢所在地 熊本県熊本市、2006年竣工

➢規 模 -1 +2、S造、10,000㎡

➢前 震 震度６弱 停電断水なし

・天井の50％脱落

➢本 震 震度６強 停電3日、断水14日

・天井80％脱落、ｻｯｼ･ｼｬｯﾀｰ歪み

・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ損傷により水損発生

店舗
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天井廻り

仮設店舗部
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建築設備の被害調査速報 その２
（調査団Ｂ班からの報告）

東京工芸大学 水谷国男

空気調和・衛生工学会ワークショップ

熊本地震調査の速報

調査団Ｂ班 調査先一覧

調査日 調査先 所在地 前震／本震

① 7月11日 Ｃ庁舎 上益城郡 ５強／６弱

② 〃 Ｄ病院 熊本市 ６弱／６強

③ 7月12日 Ｉホール 熊本市 ６弱／６強

④ 〃 Ｊ大学 熊本市 ６弱／６弱

⑤ 〃 Ｋホール 熊本市 ６弱／６弱

⑥ 7月13日 Ｐ事務所 熊本市 ６弱／６弱

⑦ 〃 Ｑ図書館 熊本市 ６弱／６強

⑧ 〃 Ｒ体育館 熊本市 ６弱／６弱

⑨ 〃 Ｓホール 熊本市 ６弱／６弱
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前震の震度分布

①

②
③
④
⑤

⑥⑦
⑧ ⑨

本震の震度分布

①

②
③
④
⑤

⑥⑦
⑧ ⑨
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Ｃ庁舎
1974年竣工 地下１階、地上３階 ＲＣ造

1996年一部設備改修 2010年躯体耐震改修

３階会議室・事務室：天井の落下、ダクト・制気口の脱落、アンカー抜け

Ｃ庁舎
1974年竣工 地下１階、地上３階 ＲＣ造

1996年一部設備改修 2010年躯体耐震改修

２０１０年耐震改修状況と
階段壁、玄関柱の損壊
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Ｃ庁舎
1974年竣工 地下１階、地上３階 ＲＣ造

1996年一部設備改修 2010年躯体耐震改修

３階会議室・事務室：天井落下、

室周囲ダクト・配管改修部の
天井落下が顕著

Ｃ庁舎
1974年竣工 地下１階、地上３階 ＲＣ造

1996年一部設備改修 2010年躯体耐震改修

３階会議室・事務室：制気口ボックスのアンカー抜けによる脱落
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Ｃ庁舎
1974年竣工 地下１階、地上３階 ＲＣ造

1996年一部設備改修 2010年躯体耐震改修

屋上冷却塔廻り 冷却塔傾斜、落とし込み水槽破損 冷却水配管移動、支持部アンカー抜け

Ｃ庁舎
1974年竣工 地下１階、地上３階 ＲＣ造

1996年一部設備改修 2010年躯体耐震改修

屋上冷却塔傾斜、落とし込み水槽破損
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Ｃ庁舎
1974年竣工 地下１階、地上３階 ＲＣ造

1996年一部設備改修 2010年躯体耐震改修

冷却水配管移動、壁面支持部アンカー抜け

Ｄ病院
1979年（南病棟）、1984年（北病棟）、2001年（管理棟）竣工

地下１階、地上8階（南・北病棟）7階(管理棟） ＳＲＣ造

床頭台転倒、検査機器落下、保管棚破損、避雷針脱落、冷却塔排水管破断、空調機移動
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Ｄ病院
1979年（南病棟）、1984年（北病棟）、2001年（管理棟）竣工

地下１階、地上8階（南・北病棟）7階(管理棟） ＳＲＣ造

外壁タイル落下、受水槽天板破損、冷却塔落とし込み水槽破損、膨張タンク基礎の移動

Ｄ病院
1979年（南病棟）、1984年（北病棟）、2001年（管理棟）竣工

地下１階、地上8階（南・北病棟）7階(管理棟） ＳＲＣ造

管理棟と南棟の間の外
壁（増築の際に内壁化が
天井を突き破って落下
可動式カルテ棚の損壊
床頭台転倒、
検査機器落下
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Ｄ病院
1979年（南病棟）、1984年（北病棟）、2001年（管理棟）竣工

地下１階、地上8階（南・北病棟）7階(管理棟） ＳＲＣ造

避雷針脱落、冷却塔排水管破断、空調機移動

Ｄ病院
1979年（南病棟）、1984年（北病棟）、2001年（管理棟）竣工

地下１階、地上8階（南・北病棟）7階(管理棟） ＳＲＣ造

受水槽天板破損
高架水槽内部オーバーフロー管の落下
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Ｄ病院
1979年（南病棟）、1984年（北病棟）、2001年（管理棟）竣工

地下１階、地上8階（南・北病棟）7階(管理棟） ＳＲＣ造

冷却水配管の移動・損傷、冷却塔落とし込み水槽破損、膨張タンク基礎の移動

Ｉ ホール
1967年竣工、2006‐2007年大規模改修

地下１階、地上4階 ＲＣ造

天井落下、吊り材アンカー抜け、天井と壁の衝突、吹出し口（ノズル）のずれ
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Ｉ ホール
1967年竣工、2006‐2007年大規模改修

地下１階、地上4階 ＲＣ造

舞台部天井落下、客席部天井落下、吹き出し口ノズルのずれ

Ｉ ホール
1967年竣工、2006‐2007年大規模改修

地下１階、地上4階 ＲＣ造

吊り材アンカー抜け、天井と壁の衝突
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Ｉ ホール
1967年竣工、2006‐2007年大規模改修

地下１階、地上4階 ＲＣ造

シャンデリア、天井制気口、ダクト、スプリンクラー配管には大きな損傷なし

Ｉ ホール
1967年竣工、2006‐2007年大規模改修

地下１階、地上4階 ＲＣ造

屋上冷却塔の水漏れ、冷温水発生機配管バルブの損傷、受水槽の傾き、排水管の閉塞
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Ｊ大学

6階建て校舎立入禁止、煉瓦造建物損傷

1965‐1966年竣工2005年耐震改修（6階建て）、1977年頃竣工校舎

1889年竣工（レンガ造建物）1908年竣工（レンガ造建物）など

Ｊ 大学

高置水槽・冷却水槽が基礎から脱落、空調機ドレン管、ＤＣ排気ダクト、給水管の破断など

1965‐1966年竣工2005年耐震改修（6階建て）、1977年頃竣工校舎

1889年竣工（レンガ造建物）1908年竣工（レンガ造建物）など
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Ｊ大学

基礎から脱落した高架水槽 基礎から脱落した実験用冷却水槽

1965‐1966年竣工2005年耐震改修（6階建て）、1977年頃竣工校舎

1889年竣工（レンガ造建物）1908年竣工（レンガ造建物）など

Ｊ 大学

空調機ドレン管、給水管の破断

高架水槽蓋の損傷

配管架台の傾き、配管のゆがみ

1965‐1966年竣工2005年耐震改修（6階建て）、1977年頃竣工校舎

1889年竣工（レンガ造建物）1908年竣工（レンガ造建物）など
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Ｊ大学

ドラフトチャンバー排気ダクトの脱落、空調機フェ
イスの脱落、GHPコンプレッサーユニットの脱落
配管保温外装の外れ

1965‐1966年竣工2005年耐震改修（6階建て）、1977年頃竣工校舎

1889年竣工（レンガ造建物）1908年竣工（レンガ造建物）など

Ｋホール
1982年竣工
2014年ステージ上部シャンデリア耐震化工事

構造的にはほぼ無被害、外壁カーテンウォールにずれが生じたため修復工事
高架水槽破損により断水、屋外消火栓から給水管に補給しながらトイレを使用
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Ｋホール
1982年竣工
2014年ステージ上部シャンデリア耐震化工事

シャンデリアの耐震化

Ｋホール
1982年竣工
2014年ステージ上部シャンデリア耐震化工事

高架水槽破損により断水、屋外消火栓から給水管に補給しながらトイレを使用
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Ｋホール
1982年竣工
2014年ステージ上部シャンデリア耐震化工事

ＳＰ配管耐震化、損傷なし、制気口周囲天井損傷、冷却塔配管漏水、ダクト吊りボルト断裂

Ｋホール
1982年竣工
2014年ステージ上部シャンデリア耐震化工事

ＳＰ配管耐震化
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Ｋホール
1982年竣工
2014年ステージ上部シャンデリア耐震化工事

制気口周囲天井損傷、 ダクト吊りボルト断裂・変形

Ｋホール
1982年竣工
2014年ステージ上部シャンデリア耐震化工事

ＳＰ配管損傷なし、高架水槽損傷なし
冷却塔配管漏水
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Ｐ事務所
2000年竣工 地下１階地上７階ＳＲＣ造

７階会議室システム天井落下、給茶機、キャビネット転倒、制気口脱落、廊下は損傷無し

Ｐ事務所
2000年竣工 地下１階地上７階ＳＲＣ造
７階会議室天井設備

７階会議室空調機（空気清浄機）脱落・落下、照明脱落、スピーカ落下、吹出し口落下
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Ｐ事務所
2000年竣工 地下１階地上７階ＳＲＣ造
７階会議室天井設備

７階会議室空調機（空気清浄機）脱落・落下、照明脱落、スピーカ落下、吹出し口落下

Ｐ事務所
2000年竣工 地下１階地上７階ＳＲＣ造
屋上及び地下の設備機器

配管架台の転倒、機器架台の変形、雨水立管の損壊・漏水、電源盤転倒、
雨水槽マンホールからの水はねによる給水ユニットの故障、２段式駐車場昇降装置の損傷
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Ｐ事務所
2000年竣工 地下１階地上７階ＳＲＣ造
屋上及び地下の設備機器

配管架台の転倒
機器架台の変形
電源盤の転倒

Ｐ事務所
2000年竣工 地下１階地上７階ＳＲＣ造
屋上及び地下の設備機器

雨水槽マンホールからの水はねによ
る給水ユニットの故障

雨水立管の損壊・漏水
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Ｑ図書館
2012年竣工 地下１階地上６階Ｓ造
建物用途：図書館・ホール

天井からの漏水により図書水損、開架式図書の落下、閉架式ラック図書は本震にて落下

Ｑ図書館
2012年竣工 地下１階地上６階Ｓ造
建物用途：図書館・ホール

天井からの漏水により図書水損
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Ｑ図書館
2012年竣工 地下１階地上６階Ｓ造
建物用途：図書館・ホール

閉架式ラック図書 前震で固定部の図書が落下し、本震にて全体が落下

Ｑ図書館
2012年竣工 地下１階地上６階Ｓ造
建物用途：図書館・ホール

図書館ＳＰ配管断裂、ホールＳＰ配管断裂、ホール可動座席損傷、ファン吊りボルト断裂、
ダクト・チャンバ損傷、空調機前面パネル脱落
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Ｑ図書館
2012年竣工 地下１階地上６階Ｓ造
建物用途：図書館・ホール

断裂した図書館ＳＰ配管と類似の施工箇所（断裂なし） 改修工事後

断裂した図書館ＳＰ配管

Ｑ図書館
2012年竣工 地下１階地上６階Ｓ造
建物用途：図書館・ホール

ホールＳＰ配管断裂、配管支持金物の脱落
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Ｑ図書館
2012年竣工 地下１階地上６階Ｓ造
建物用途：図書館・ホール

ホール可動座席損傷、
壁面との衝突
スピーカの落下

Ｑ図書館
2012年竣工 地下１階地上６階Ｓ造
建物用途：図書館・ホール

ファン吊りボルト断裂、
ダクト・チャンバ損傷、空調機前面パネル脱落
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Ｒ体育館
1982年竣工 地上２階Ｓ造
建物用途：体育館

可動式バスケットボールゴールの移動・損傷、コインロッカーの転倒、体育館内照明カバー
脱落、外構の地盤沈下による給水配管の破損、水飲み器傾斜、室外機の沈下と傾斜

Ｒ体育館
1982年竣工 地上２階Ｓ造
建物用途：体育館

避難所には指定されていなかったが、急遽避難者を収容した
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Ｒ体育館
1982年竣工 地上２階Ｓ造
建物用途：体育館

ロッカーの転倒、外構の地盤沈
下による給水配管の破損、水飲
み器傾斜、室外機の沈下と傾斜

Ｓホール
1997年竣工 地下１階、地上２階ＲＣ＋Ｓ造

1999年9月台風による膜屋根の損傷被害修復

ドーム上部側面吸音材の脱落・落下、多目的室天井材の脱落・落下、プール壁面の剥離、
庇屋根鉄骨アンカーの脱落、事務室天井ガラス落下、周囲アクリル壁損傷、建物周囲段差



2016/12/25

27

Ｓホール
1997年竣工 地下１階、地上２階ＲＣ＋Ｓ造

1999年9月台風による膜屋根の損傷被害修復

庇屋根鉄骨アンカーの脱落、プール壁面の剥離、
事務室天井ガラス落下、周囲アクリル壁損傷、建物周囲段差

Ｓホール
1997年竣工 地下１階、地上２階ＲＣ＋Ｓ造

1999年9月台風による膜屋根の損傷被害修復

ドーム上部側面吸音材の脱落・落下、多目的室
天井材の脱落・落下、周囲アクリル壁損傷
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はじめに

設備被害調査を⾏うことは、とても困難。

3

設備被害調査をするには、建物内に⼊る。

建物内に⼊るには、許可が必要。

許可を得る⾏為に躊躇。

はじめに

これまでは、建物作る側からの調査が主体

今回は、
建物を管理されている側に調査ができた。

被災を受けた時、その後の
建物使⽤状況の⽣の声が聞けた。

4
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ヒアリング事例 その１
建物⽤途：病院
★前震発⽣！震度6弱
⇒室内や外壁各所でひび割れ発⽣。
⽴⼊禁⽌になる場所は、なし。

⇒院内停電発⽣。
地絡継電器作動による停電。発電機稼働。
3時間後に復電。

⇒⾼架⽔槽から漏⽔発⽣。パネル隙間より⽔漏れ。
２基あるので、1基のみの運⽤に切替。

⇒4/16に修理し2基での運⽤に復旧
5

ヒアリング事例 その１
復旧後の高架水槽

漏水状況
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ヒアリング事例 その１
★本震発⽣！震度6強
⇒外壁⼤きなひび割れ、⼀部の天井や壁が落下。
エントランス垂れ壁落下。⼀部⽴⼊禁⽌。
EV、エスカレーター故障。停⽌。
EVは余震によりしばらく停⽌。

7

ヒアリング事例 その１
⇒インフラ停電（２回線とも）
※予備線1.5時間後に復電

⇒発電機稼働。
本館送電OK。※1.5時間後に復電。
別館全域停電のまま。

⇒受変電設備本体故障による停電。
⇒ケーブル余⻑が⾜らずLBS破損。
トランス本体揺れによる接触被害。
※仮復旧により6時間後に復電。

8
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ヒアリング事例 その１

9

LBS破損個所別館電気室

防振ストッパ設置後

別館電気室は、6階
トランス本体の防振あり、ス
トッパ追加措置

ヒアリング事例 その１

10

トランス設置状況本館電気室

電気室上部吊もの状況

本館電気室は、２階
上部吊ボルトの落下あり
上部吊ものはB種⽀持が主体
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ヒアリング事例 その１
⇒インフラ断⽔（判明したのは本震から4時間後）
※⽔道本管復旧は、10⽇後

⇒雑⽤⽔は、井⼾⽔利⽤。⽀障なし。
⇒上⽔受⽔槽から漏⽔。（故障は、2台/4台）
パネル隙間から染み出す程度。テープで仮対応。

⇒院内節⽔活動開始
給⽔⽀援要請開始

11

ヒアリング事例 その１
4⽉16⽇05：30 断⽔判明、給⽔⽀援要請

05：40 院内⼊浴禁⽌
18：25 ⾃衛隊による給⽔⽀援開始

4⽉18⽇13：00 受⽔槽容量が約30％まで減少
⼿洗い個所を⼀部制限
給⽔⽀援の増援要請

4⽉19⽇15：35 熊本県による給⽔⽀援開始
4⽉20⽇20：20 国⼟交通省による給⽔⽀援開始
4⽉21⽇ ⼿洗い個所の制限解除
4⽉24⽇13：20 給⽔⽀援終了
4⽉25⽇07：00 ⽔道⽔を受⽔槽へ給⽔開始

全館⼊浴再開 12
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ヒアリング事例 その１

13

パネルからの漏水受水槽設置状況

給水車による給水支援 パネルのふくらみ変形
受⽔槽に⽔量⽬視計設置
給⽔⾞が横付けできる
容量353t、使⽤量：通常230t
⽀援量1,092t（121t/⽇）

ヒアリング事例 その１
⇒ガス停⽌
中圧は、約1⽇で復旧
低圧は、約9⽇後に復旧、厨房⽤はガス供給装置、
検査⽤は、カセットコンロで仮対応

⇒GHP室外機の防振装置が脱落⇒機能停⽌無し
⇒EXP部、天井崩落。
設備通過物なく被害なし

⇒UPS装置本体故障。
⇒院内漏⽔被害なし。

14
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ヒアリング事例 その２
建物⽤途：店舗
★前震：震度５強

館内物品被害のみ
★本震：震度６弱

館内にて多数被害あり
本館と別館で被害に差あり
本震後、1週間程度で、順次営業再開

※営業再開＝機能復旧への苦労が⼤

15

ヒアリング事例 その２
⇒インフラ停電発⽣。1⽇後にインフラ復電。
別館4/17復電、本館4/19復電、
館内の被害状況の違いにより復電時間に差。
絶縁調査完了後に復電作業。
館内SP消⽕破損による浸⽔被害の影響。

⇒発電機は防災⽤のため、館内は上記まで停電。
冷蔵庫停電。⽣もの腐敗。

⇒市⽔停⽌、4⽇間断⽔。
バックアップ⽤井⼾⽔（飲⽤可）で対応。
受⽔槽の天板パネルが破損。シート養⽣で運⽤。

16
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ヒアリング事例 その２
⇒垂れ壁、FCUパネル、排煙⼝周りの天井や
照明器具等が落下。

⇒SP消⽕破損は、巻出し配管枝部分の⽀持不⾜。
⇒EXP部の⾬⽔配管破損。
破損に気づくのは、⾬天時。復旧後に浸⽔被害。

⇒⼤⼝径冷温⽔配管
（B種⽀持）が脱落。
駐⾞場天井内に
吊⽀持。
全て脱落。

17

ヒアリング事例 その２
●営業再開に向けて
⇒⾷料品関連から先⾏して復旧。
天井内、電気や⽔など安全確認を⾏い、復旧。
⽔配管の漏⽔チェックに時間が要する。
空調は稼働できないので、扇⾵機で対応。

⇒営業開始したエリア付近から徐々に
再開エリアを拡⼤。空調は、扇⾵機で対応。

⇒FCU＆横引き配管の系統での復旧が必要。
復旧に時間が要する。

18



10

ヒアリング事例 その３
建物⽤途：ホール
★前震：震度６弱

ほとんど被害なし
避難者受⼊れ施設では無いが、
多くの被災者が集まり、避難所として開放。

★本震：震度６強
天井及びカラス壁等の落下。
SP消⽕配管破損による館内浸⽔被害発⽣。
館内の被災者は屋外に避難。

※屋外駐⾞場を避難所として開放された。
19

ヒアリング事例 その３

20
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ヒアリング事例 その３

21

天井は補強を実施済
パネルの⼀部のみ落下
照明器具や吹出し⼝の
落下防⽌ワイヤあり

ヒアリング事例 その３
●屋外駐⾞場を避難所として利⽤
⇒⾞中泊の⾞、約2000台。
トイレは使⽤できない。

⇒仮設トイレの設置。（合計29基）
4/16：8基、4/17：6基、4/21：15基

⇒トレーラーハウスの設置（6/6）
上記⽤浄化槽（30⼈槽×3基）設置（5/27）

⇒館内電源を利⽤。
携帯電話や炊飯器の電源として利⽤。
⼀⻫に利⽤するのでショート

22
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全体傾向
◆⽔関連
インフラ断⽔：14件/19件
⇒断⽔時間は、1週間程度が多い。
⇒代替の事例は
上⽔・・・ペットボトル、井⼾⽔、給⽔⾞
雑⽤⽔・・・⾬⽔、井⼾⽔、

蓄熱槽、消⽕⽔槽内の⽔を利⽤
⇒建物⽤途で災害時の使⽤状況や使⽤量が異なる。
医療施設は上⽔が必須、放送局では使⽤者が倍増。

23

全体傾向
●漏⽔
⽔槽からの漏⽔被害：８件/19件
⇒スロッシングでの影響が顕著
天板破損、パネルのゆがみ
槽内の排⽔管の破損による事例もあり

※スロッシング対策有無での調査が必要

24
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全体傾向
●漏⽔
配管分岐部：6/19
⇒⼩⼝径配管の破損
機器器具接続部：6/19
⇒機器や器具転倒による配管接続部の破断
※復旧に要する時間は短時間だが、発⾒に時間がか
かる。浸⽔被害の影響が⼤きい。

25

全体傾向
●漏⽔
SP消⽕破損による：6件/11件
⇒⼩⼝径配管やフレキシブル配管の根元の破断
漏⽔による天井崩落被害もあり

空調系配管破損による：5件/19件
⇒吊配管や機器接続部の被害が顕著
●その他
ピット内からの被⽔により
ポンプ故障停⽌（制御盤）
MHの浮上り事例：2件/19件

26
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全体傾向
◆空調関連
熱源関連：6件/19件
⇒冷却塔の破損事例が顕著（継⼿と固定不備）
吊機器や器具関連：17件/19件
⇒ビルトインカセット型のパネル落下事例が多い
※空調に関する機能⽀障の声は、ほとんど無。

27

全体傾向
◆電気関連
インフラ停電：11件/19件
受変電設備故障：3件/19件
発電機故障：1件/19件
UPS本体故障：2件/19件 館内停電：4件/19件
※被災内容については、調査不⾜

28
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全体傾向
◆建物構造での被害差異
EXP部の破損は多い。
⇒設備通過が少なく、被害は少なかった。
構造形式による被害差異が⾒られた。
⇒建物内部での被害の⼤⼩、棟違いでの被害の⼤⼩

29

今後
●調査団として報告書のまとめ
空気調和・衛⽣⼯学会HPに掲載予定

●建築設備技術者協会にてアンケート調査（予定）

●建築研究開発コンソーシアムにて
継続使⽤性を⾼める⼿法に関する研究調査
の活動報告

30
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ご清聴ありがとうございます。
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