日本免震構造協会関係各位
JSSI NOW No.010 2019/0７ 日本免震構造協会ニュース No.010
日本免震構造協会：https://www.jssi.or.jp/
本メールは、当協会会員、役員、協会関連各位に送付しております。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
＜目 次＞
・巻頭言（千葉工業大学元教授：田村和夫）
[募集・案内]
・一般社団法人日本免震構造協会第 8 回技術報告会のご案内
・「防災技術の海外展開に向けた官民連絡会 」参加企業の募集（内閣府）
・九州免震普及会より「トルコ免震病院の視察研修旅行のご案内」
・日本免震構造協会賞募集のご案内
・「免震部建築施工管理技術者」「免震建物点検技術者」のご案内
・第 17 回世界地震工学会議(17WCEE)
[報 告]
・2019 中国唐山国際応急管理大会
・ＫＹＢ免震用オイルダンパー真値特定の性能評定
・協会発行の書籍の販売について
・お知らせ
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
■巻頭言
免震の普及と慣れ
免許とりたての初心者の時よりも、少し慣れてきた時の方が大きな交通事故を
起こしやすいと言われています。免震構造建物がわが国に建設されて 40 年近く。
地震の歴史と比べるとごく短い期間ですが、この間に免震の良さが次第に理解
され、着実に普及してきました。免震も、そろそろかなり慣れてきた頃かも
しれません。免震の開発当初は、地震動の不確定さも考えて余裕を持った設計
をしていました。最近は、実際に観測されている大地震動よりも低いレベルの、
最低限守るべきとされている基準レベルの地震動に対しても余裕があまりない、
大胆な設計をしている免震建物も見かけます。慣れるのは悪いことではないの
ですが、もう一度初心に戻り、実際の地震で経験したことや、各種気象現象に
関係する理学・工学分野の知見を頼りに、免震の良さを真に活かした自然災害
に強い建築物を普及していきたいものです。驕るな、免震！
（千葉工業大学元教授 田村和夫）
[募集・案内]
■一般社団法人日本免震構造協会第 8 回技術報告会のご案内
日時：2019 年 8 月 27 日（火）13 時～18 時（終了後 意見交換会）
会場：工学院大学 3 階アーバンテックホール
定員：200 名、8 月 20 日（火）締切、定員になり次第締め切りさせていただきます
詳細：https://www.jssi.or.jp/bussiness/event_detail/20190827.pdf
申込み：https://www.jssi.or.jp/bussiness/event_detail/koshu.htm

■「防災技術の海外展開に向けた官民連絡会 」参加企業の募集について
内閣府（防災担当）においては、我が国の防災技術やノウハウ等について、
海外に積極的に情報発信するとともに、相手国との官民双方の関係構築、
交流の促進を図るため、「防災技術の海外展開に向けた官民連絡会」（Japan
International Public-Private Association for Disaster Risk Reduction: JIPAD）
を立ち上げ、官民一体となった活動を充実させることにしました。 防災に資
する技術やノウハウ（建築物や土木構造物の耐震・免震、海岸保全・治山関係、
観測・予警報システム・機材、ハザードマップ、BCP、防災・消防機材等）を
お持ちで、その海 外展開にご関心のある企業・団体におかれましては、
同連絡会への参加登録を 8 月 19 日（月）15 時までにお願いします。
内閣府 HP：http://www.bousai.go.jp/pdf/kanminrenrakukai.pdf
申込書：https://www.jssi.or.jp/temp3/190726moushikomi.xlsx
申込先：bousai18@cao.go.jp
■九州免震普及会より「トルコ免震病院の視察研修旅行のご案内」
トルコでは国をあげて大規模な病院を免震構造で建設しています。こうした
トルコの政策や巨大な免震病院を視察することで、日本における免震構造の普及
につなげたいと考えています。下記にあるように視察する免震建物としては 2 つ
の病院とイスタンブール工科大学（ITU）を検討しています。参加を希望される方
は、8 月末までに九州免震普及協会の事務局までお申し込み下さい。
日時：2019 年 10 月 13 日～17 日（成田発着の場合）
旅程：10 月 13 日（日）成田 21:40→TK53→03:40 IST
10 月 14 日（月）自由行動
10 月 15 日（火）～16 日（水）ITU 訪問、免震建物見学
10 月 17 日（木）IST01:40→TK52→19:10 成田
申し込み：九州免震普及会事務局（担当：相馬）
FAX：092-833-7766 E-mail:souma-k01@aso-group.co.jp
費用：自己負担
＜申込内容＞：
申込日 令和元年 月 日
お名前（和文）、お名前（パスポート記載の英文氏名）
ご所属会社等／電話番号／FAX 番号／E メール／
飛行機のクラス：エコノミー ビジネス
出発地の選択：福岡発着・成田発着
■日本免震構造協会賞募集のご案内
当協会は、2020 年 6 月表彰の各賞(1)功労賞,(2)技術賞,(3)作品賞,(4)業績賞,
(5)普及賞を募集しております。締め切りは下記となっております。
・2019 年 8 月 09 日：応募申請書メール送付期限
・2019 年 8 月 30 日：応募申請書提出
詳細：https://www.jssi.or.jp/bussiness/hyoushou_detail/aw-21kai-obo.htm
■「免震部建築施工管理技術者」「免震建物点検技術者」のご案内
〇「免震部建築施工管理技術者」資格取得講習・試験
2019 年度の申込受付は、2019 年 5 月 24 日で終了しました。
〇「免震部建築施工管理技術者」資格更新講習

2019 年度の申込受付は、2019 年 7 月 31 日で終了しました
詳細：https://www.jssi.or.jp/bussiness/regrenewal/kanri.html
〇「免震建物点検技術者」資格取得講習・試験のご案内
2019 年度の申込開始は、2019 年 10 月上旬を予定しております。
〇「免震建物点検技術者」資格更新講習のご案内
2019 年度の Web 申込締め切りは、2019 年 9 月 18 日です。
更新講習会は、2019 年 11 月 9 日（土）実施致します
詳細：https://www.jssi.or.jp/bussiness/regrenewal/tenken.html
■第 17 回世界地震工学会議(17WCEE)
日時：2020 年 9 月 13 日（日）～18 日（金）
会場：宮城県仙台市 仙台国際センター
内容：本会議は、1956 年から 4 年に一度、世界各地で開催される地震工学
分野で最大規模の国際会議で、80 か国以上から約 3,000 名の参加者を見込
んでおります。4 月からはアブストラクトの募集が始まっています。
＜詳細＞
・案内フライヤー：http://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2019/17WCEE.pdf
・17WCEE ホームページ：http://www.17wcee.jp/
・17WCEE Newsletter 申し込み URL：https://goo.gl/28dVEz
*最新の 17WCEE の Newsletter はメールアドレス登録により自動配信され
ますので、ぜひご登録ください。
[報 告]
■2019 中国唐山国際応急管理大会
2019 年 7 月 28 日～29 日に中国唐山市にて標記大会が開催されました当協会
から和田章会長が講演を致しました。日本免震構造協会も展示ブースを設置
しました。現地の模様については、後日ご報告いたします。
■ＫＹＢ免震用オイルダンパー真値特定の性能評定
ＫＹＢ株式会社におけるオイルダンパーの不適切行為により、ダンパー性能の
真値が不明なものが数多くありました。一部の試験装置に中間データが存在して
おり、そのデータから、免震用オイルダンパーの性能の真値を算出する方法に
ついて、当協会で性能評定を実施し、2000KN 試験機の中間データから、
約 4,200 基のダンパーの真値が判明したことは前回ご報告しました。
引き続き 200ton 試験機についても性能評定を実施し、その中間データから、
約 270 基のダンパーの真値が判明しました。
2000KN 試験機性能評定報告書：https://www.jssi.or.jp/temp2/KYB.pdf
200ton 試験機性能評定報告書：https://www.jssi.or.jp/temp2/KYB_2.pdf
■協会発行の書籍の販売について
当協会より新規に発刊された下記書籍について、日本建築学会書店、
紀伊国屋書店、アマゾンにて購入できます。なお引き続き当協会でも販売
しております。
・設計者のための建築免震用積層ゴム支承ハンドブック＜改訂版＞-2017・免震建物の維持管理基準＜改訂版＞-2018・時刻歴応答解析による免震建築物の設計基準・同マニュアル及び設計例

・BUCKLING-RESTRAINED BRACES AND APPLICATIONS
・免震建築物の耐風設計指針
■お知らせ
〇協会ホームページ会員専用ページへのログイン方法の変更について
会員専用ページについて、以前は ID とパスワードは１種類のみで、忘れると
入れなくなる不便がありました。今回の変更は、ログイン時に会員であるかを
自動識別し、会員であれば登録アドレス宛にメール送信があり、各個人がパス
ワードを設定するしくみとしております。パスワードを忘れた場合は、未登録
から入り、再度パスワードを設定できます。企業会員、個人会員の皆様は、一度
「会員専用」をクリックしてみてください。
https://www.jssi.or.jp/
〇JSSI ニュースレターについて
日本免震構造協会から「日本免震構造協会ニュース」をお送りしました。
このニュースレターを送ってほしいと思われるご友人などがいらっしゃいましたら、メールを転送
いただき、「読者登録」いただく様お伝えください。
□読者登録の方法
以下のアドレスに空メールを送信下さい。
a+1867j@ac-mail.jp
なお、送信を希望されない方は、「配信停止の方法」をご覧ください。
□配信停止の方法
http://clk.mag2mag.com/pub/d.php?pk=1baa15c8cf20826e3b6b14afd3bed886&mn=44667011a
a2bf387&em=94c62ec3583cef87f8007dd34cc13120b84a86e126672ae3
〇会員募集について
日本免震構造協会では、会員を募集しております。ご希望の方は下記ご覧ください。
入会のご案内：https://www.jssi.or.jp/about/detail/ji-6.htm
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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■□
一般社団法人日本免震構造協会
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館 2 階
TEL 03-5775-5432 FAX 03-5775-5434
E-mail：jssi@jssi.or.jp
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