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Buckling-restrained braces (BRBs) have recently seen increasing use worldwide as
ductile seismic resistant members and this year celebrates the 30th anniversary from the
first application in 1987. In his occasion, we have organized a textbook summarizing the
latest knowledge on the design and application of BRBs. This book will be available
through JSSI (mail to contactjssi@jssi.or.jp, JPY3,000+shipping cost).
座屈拘束ブレースは既に米国、中国、台湾、チリ等で広く用いられており、近年ニュージーランド、ト
ルコ、ルーマニア、イタリア等において適用が始まっています。最初の実用化から 30 周年となる今年、
「BUCKLING-RESTRAINED BRACES AND APPLICATIONS」を日本免震構造協会より出版しまし
た。本書は我が国に始まる座屈拘束ブレースの開発経緯に始まり、部材設計の上で普遍的に知っておく
べき知識や最新の研究成果、実構造物への適用の考え方を英文で体系的に網羅した世界初の座屈拘束ブ
レースの専門書です。是非、日本人の方もご参照ください。購入希望の方は日本免震構造協会
contactjssi@jssi.or.jp までメールください（価格税込 3,000 円＋送料）。

「座屈拘束ブレースとその応用」講習会
日本免震構造協会では、昨年末に座屈拘束ブレースの英文テキスト"Buckling-Restrained Braces and
Applications"を刊行いたしました。本書は我が国に始まる座屈拘束ブレースの開発経緯に始まり、日本建
築学会諸指針、米国関連指針を引用し部材設計の上で普遍的に知っておくべき知識や最新の研究成果、実
構造物への適用の考え方を英文で体系的に網羅した世界初の座屈拘束ブレースの専門書です。先月 NZ で
開催された国際会議 STESSA2018 でも紹介され、海外にも広く知られ始めています。
本書に関し、「日本語で内容を分かりやすく説明して欲しい」という要望が多く寄せられていることか
ら、協会では下記のような講習会を企画しました。是非、ベテランから若い構造技術者の方々にご参加い
ただけますと幸いです。
日

時：平成 30 年 5 月 16 日(水)10：00～18：00

場

所：建築家会館 1 階大ホール（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-3-16）※日本免震構造協会隣の建物

参 加 費：テキスト込み 8,000 円（税込）、テキスト持参 5,000 円（税込）
申込方法：日本免震構造協会 HP よりお申込み下さい（定員 50 名）
https://artplus.ne.jp/jssi/event180516/

支払方法：当日受付にてお支払い下さい（釣銭のないようご協力お願い致します）
問合せ先：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館 2 階 日本免震構造協会事務局（TEL：03-5775-5432）
プログラム
10:00

座屈拘束ブレースの歴史と基本

和田 章

第 1 章: Composition and history of buckling-restrained braces /しくみと開発の歴史
第 2 章: Restrainer design and clearances /座屈拘束材の設計とクリアランス
10:40

座屈拘束ブレースの設計

松井良太

第 3 章: Local bulging failure /局部崩壊の防止
第 4 章: Connection design and global stability /接合部設計と全体安定性の確保
第 5 章: Cumulative deformation capacity /累積繰返し変形性能
12:00

質疑応答、ディスカッション
＜昼休憩：12:30～13:30：60 分＞

13:30

座屈拘束ブレースの性能確認実験と被災後検証

竹内 徹

第 6 章: Performance test specification for BRB /性能確認試験とクライテリア
14:00

座屈拘束ブレースを用いた構造デザイン

第 7 章:BRBF Applications
14:00

7.1:Damage tolerant concept /損傷制御設計

和田 章

14:20

7.2 Response evaluation of BRBF /等価設計化手法による応答評価

竹内 徹

7.3 Seismic retrofit with BRBs /座屈拘束ブレースによる耐震改修
7.4 Response Evaluation of BRBs Retrofit for RC Frames / RC 耐震改修時の応答評価
＜休憩：15:30～15:40：10 分＞
15:40

7.5Direct Connections to RC Frames /RC 架構への直接接合

坂田弘安

16:00

7.6 Applications for truss and spatial structures /空間構造への応用

竹内

徹

7.7 Spine frame concepts /心棒構造への応用
16:40 座屈拘束ブレースを用いた構造計画と適用例
17:40 質疑応答、ディスカッション
18:00 終了

木村征也（日建設計）、人見泰義（日本設計）
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