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平成 28 年 4 月 30 日 

 

平成 28 年（2016 年）熊本地震被害調査報告 

 

構造品質保証研究所 

代表取締役 五十嵐 俊一 

１．総括 

１）地震 

2016 年 4 月 14 日 21 時 26 分 M6.5、 大震度 7（益城町） 

同 16 日 午前 1 時 25 分 M7.3 大震度 7（益城町、西原村） 

他 震度 6 以上計 7 回、震度 1 以上 870 回（調査日まで） 

 

２）調査者 

五十嵐 俊一 構造品質保証研究所株式会社 代表取締役社長 

    宮本 一道  同 福岡事務所 設計室 

    河村 康太    同 SRF 推進部 計画グループ 

 

  なお、東京大学地震研究所 壁谷澤 寿海教授、首都大学東京 壁谷澤 寿一准教授

に全行程での同行を得た１）。 

 

 ３）調査対象及び行程 

2016 年 4 月 25 日（月）に、報道等により大きな被害が報告された建物及び熊本市内

で SRF 工法による補強を行っている建物（下記 ☆印）について訪問調査した。 

 

4/25  5:00   福岡発（乗用車） 

（福岡都市高速→九州自動車道 植木 IC） 

9:00-  9:30    1. 益城町役場 

                 9:50-10:10  2. 益城町立木山中学校 

                11:50-12:20   3. 宇土市営入地団地 

        12:30-12:40   4. 宇土市役所 

14:40-15:00   5. A 大学校舎☆ 

15:20-15:40   6. 熊本市立帯山小学校 

                16:00-16:30   7.B 大学校舎☆ 

                17:00-17:30   8. C 大学校舎☆ 

20:30         福岡着 
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４）調査結果 

本調査の結果、下記の知見が得られた。 

① SRF 工法で補強した柱及びその周辺部分には仕上げも含めて軽微な亀裂等は見ら

れるものの補修、取り替えを要する被害は認められない。 

② 鉄骨ブレース補強＋SRF 工法で補強した建物は使用継続している。一方、隣接す

る鉄骨ブレース補強＋炭素繊維工法で補強した建物は使用禁止であった。 

③ 鉄骨ブレース、外付けフレーム等で補強した建物も内部の耐震壁にはせん断ひび

割れが多く見出され、備品等の被害状況から大きな振動を生じたと見られる。 

④ 上記から、鉄骨ブレース、外付けフレーム等で補強しても、内部の耐震壁が先行

して破壊し、振動が大きくなり、仕上げ・備品等が被災することは避けられない

と考えられる。 

⑤ 新耐震建物においても、柱のせん断破壊等が見られた。 

⑥ 新耐震であっても、耐震補強済みであっても、耐震被覆していない箇所にはせん

断ひび割れ、せん断破壊の危険性があり、被害が生ずることが改めて確認された。 

 

５）結論 

あくまで、本報告書に掲載した調査から言えることではあるが、SRF 工法で補強する

（耐震被覆する）ことで、震度６以上が７回襲った場合でも部材の損傷を抑え、機能を

維持し、建物の使用継続を可能にすることが確認できた。 

  

６）謝辞 

各建物の施設管理者の方々にはお忙しい中、本調査にご協力頂き誠にありがとうござ

います。一日も早い復旧と復興に向けて、私どもも、微力を尽くしたいと存じます。 

東京大学地震研究所 壁谷澤 寿海 教授、首都大学東京 壁谷澤 寿一准教授には、

多大なご指導を賜りました。ここに深く感謝いたします。 

また、読売新聞社 堀井 宏悦 様には、多くのご配慮を賜りました。深く御礼申し

上げます。 

 

文献 

 １）壁谷澤 寿海：平成 28 年（ 2016 年）熊本地震被害調査速報 、2016 年 4 月 29 日 
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２．個別建物調査結果 

２．１  益城町庁舎 

益城町内の全公共施設は、本庁舎を 後に平成 25年の耐震化を完了していた。本庁舎は、

４月１７日午後５時の応急被災度判定で危険とされて赤紙が貼られている。 

 

所在地：熊本県上益城郡益城町 

構造・規模：RC 造地上 3 階建て 

竣工：1980 年 

所見： 

・庁舎周囲の地盤が激しく変状している。（写真 1.3、1.4） 

・北側渡り廊下が大きく損傷している。（写真 1.5） 

・西側の敷地法面が崩落している。（写真 1.6） 

・本庁舎南構面は 1 階、2 階を外付けフレームで補強している。（写真 1.2） 

・外付けフレームに接続する 2 階の梁にせん断ひび割れが生じている。（写真 1.7） 

・本庁舎南構面 3 階窓際にひび割れが生じている。（写真 1.8） 

 

写真 1.1 建物東面外観           写真 1.2 建物南面外観 

      写真 1.3 建物東側           写真 1.4 エントランス 
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写真 1.5 渡り廊下             写真 1.6 建物西側 

写真 1.7 2 階外付けフレーム接続部       写真 1.8 建物南面 3 階 
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２．２ 益城町立木山中学校 

 

所在地：熊本県上益城郡益城町 

構造・規模：RC 造地上 2 階建て（南側校舎）、RC 造地上 3 階建て（北側校舎） 

竣工：1981 年 

所見： 

・校舎 2 棟を繋ぐ 2 階建て渡り廊 2 棟を支持する柱が柱頭柱脚で曲げ破壊し、単スパン方

向に大きく傾いている。（写真 2.1、2.2、2.3） 

・北側校舎は北側構面中央 2 スパン 1 階、2 階を鉄骨ブレースで補強している。（写真 2.4） 

・北側校舎北面シャッター開口際にひび割れが生じている。（写真 2.5） 

・北側校舎北面鉄骨ブレース周囲の梁際にひび割れが生じている。（写真 2.6） 

 

写真 2.1 西側渡り廊下棟           写真 2.2 東側渡り廊下棟 

写真 2.3 東側渡り廊下直下          写真 2.4 北側校舎北面 

    写真 2.5 北側校舎北面１階         写真 2.6 北側校舎北面 2 階梁 
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２．３ 宇土市営入地団地 1 号棟 

平成１０年の新耐震建物、ピロティであるが、上層階の壁にもせん断ひび割れが多数見

られる。 

 

所在地：熊本県宇土市 

構造・規模：RC 造地上 4 階建て 

竣工、用途： 1998 年、共同住宅 

 

所見： 

・ピロティ部の柱頭柱脚が破壊している。柱頭段落とし部（重ね継手部）でせん断破壊し、

一部軸変形している。（写真 3.3、3.4） 

・建物妻側の 1 階耐力壁にひび割れが生じている。（写真 3.5） 

・建物北側 2 階外壁にせん断ひび割れが生じている。（写真 3.6） 

 

    写真 3.1 建物北面外観           写真 3.2 建物南面外観 

写真 3.3 ピロティ           写真 3.4 ピロティ柱頭部 
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写真 3.5  建物妻面耐力壁          写真 3.6 建物北面 2 階 
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２．４ 宇土市役所 

 旧耐震で耐震強度不足であったが、使用継続していた。２度の大地震発生が夜間であっ

た為、人的被害がなかったものの日中であれば大参事が懸念される状況。外部中央の梁柱

の接合部が破壊しているが、柱が破壊したことによる沈下・大変形で破壊したものと見ら

れる。 

 

所在地：熊本県宇土市 

構造・規模：RC 造地上 5 階建て 

竣工、用途：1965 年頃、庁舎 

 

所見： 

・建物 4 階で局部崩壊している。（写真 4.3） 

・3 階、4 階の柱梁接合部が破壊している。（写真 4.4） 

・建物南面、西面バルコニー先端のマリオンが脱落、破壊している。（写真 4.1、4.3） 

・ 上階の外柱が曲げ破壊している。（写真 4.3） 

 

写真 4.1  建物南面外観          写真 4.2 建物西面外観 

     写真 4.3 建物西面外観          写真 4.4  建物西面 4 階 
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２．５ A 大学校舎 

 外周のブレース補強と下階壁抜け柱等の SRF 補強による基準値クリア補強例。SRF 工法

で補強した部分は仕上げに軽微な亀裂が見られるものの変状なし、内部の耐震壁には多数

のせん断亀裂。図書室等ではラック・図書が散乱し振動の大きさを伺わせる状況。 

 

所在地：熊本県熊本市 

構造・規模：RC 造地上 6 階建て 

用途：学校 

SRF 補強：1 階 柱 7 本、2 階 柱 1 本、3 階 柱 1 本 

 

所見： 

・1 階～5 階の外壁構面に鉄骨ブレース補強を行っている。（写真 5.1） 

・1 階エントランスの SRF 補強した柱仕上げ上に軽微な亀裂が生じている。（写真 5.4） 

・1 階中庭床タイルが剥落している。 

・2 階 RC 壁にせん断ひび割れが生じている。（写真 5.3） 

写真 5.1 建物北面外観       写真 5.2 入口 SRF 補強柱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5.3 2 階 RC 壁       写真 5.4 入口 SRF 補強柱（仕上げ） 
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２．６ 熊本市立帯山小学校体育館 

 体育館屋根の外側スパンの既存ブレースの定着部が破壊し、ボルトが脱落し、ブレース

が垂れ下がっている。幸い、同小学校では、１４日２１時２６分の前震の後、地震が一段

落してほとんどの避難者は自宅に戻っていたため、１６日午前１時２５分の地震時には、

同体育館内に避難していた住民に怪我はなかった。もし、通常数の避難者が居た場合には、

落下したボルトで死傷者を出した可能性が高い状況である。 

 同体育館は、既に耐震診断と補強工事を実施済みであったが、計算上大丈夫であるとの

ことで取り替えなかった古い定着部のボルトが破断しブレースが垂れ下がったものである。 

 

所在地：熊本県熊本市 

構造・規模：S 造地上 1 階建て 

竣工、用途：1956 年頃、体育館 

所見： 

・屋根鉄筋ブレースが片側のボルト脱落により、垂れ下がっている。(写真 6.2、6.3) 

・妻側の耐震補強した屋根ブレースに被害は見られない。(写真 6.4) 

 

写真 6.1 建物北側外観           写真 6.2 建物内観 

写真 6.3 脱落した鉄筋ブレース        写真 6.4 体育館妻側屋根 
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２．７ B 大学校舎 

 厨房の柱８本を SRF 工法で補強。その他の部分は、外付けブレース補強。厨房内は無被

害、外壁等も損傷等なし。同キャンパス内の新耐震校舎（タイル仕上げ）には、タイルの

脱落、壁、柱のせん断亀裂、柱のフクレ等が認められる。 

 

所在地：熊本県熊本市 

構造・規模：RC 造地上 4 階建て 

用途：学校 

SRF 補強：1 階 柱 8 本 

 

所見： 

・建物南構面 1 階、建物北構面 1～3 階に鉄骨ブレース補強を行っている。（写真 7.1、7.2） 

・建物 1 階厨房の SRF 補強柱周辺に被害は見られない。(写真 7.3、7.4) 

・同敷地内で隣接する建物の外柱にせん断破壊が生じている。 

・同敷地内で隣接する建物の外壁タイルが脱落している。 

 

写真 7.1  建物南面外観           写真 7.2 建物北面外観 

写真 7.3 建物 1 階厨房 SRF 補強柱    写真 7.4 建物 1 階厨房 SRF 補強柱 
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２．８ C 大学校舎 

 SRF 工法で柱補強し、鉄骨ブレース補強した本建物はほぼ無被害で使用継続中。ほぼ同

じ構造の他の校舎（1 号館）は、鉄骨ブレースと炭素繊維巻で耐震補強していたが、被災し

使用禁止に、ここにあった大学本部はばらばらに各棟へ移転していた。 

 

所在地：熊本県熊本市 

構造・規模：RC 造地上 6 階、地下 1 階建て 

用途：学校 

SRF 補強：B1 階 柱 2 本、1 階 柱 2 本、2 階 柱 2 本、3 階 柱 1 本 

 

所見： 

・建物外壁構面に各階鉄骨ブレース補強している。（写真 8.1） 

・SRF 補強柱に被害は見られない。建物は被災後も使用している。(写真 8.2) 

・同敷地内で隣接する他の建物（1 号館）はブレース＋炭素繊維補強で耐震補強しているが、

立ち入り禁止になっている。(写真 8.3～8.4) 

 

写真 8.1  建物北面外観         写真 8.2  2 階 SRF 補強柱 

写真 8.3  隣接する他の建物入口付近             写真 8.4  隣接する他の建物外観 

    


