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No16 鉄道軌道に近接する免震建物の振動伝搬特性 
山岸 邦彰*1 岩本  毅*2 谷垣 正治*3 原田 浩之*1 嶋田  泰*4 

 
建物における固体伝搬音の予測精度向上および免震構法による固体伝搬音の低減効果の把握を目的とし

て，鉄道軌道近傍に建つ免震建物および周辺地盤の振動測定および解析的検討を行った。測定結果から，

63Hz 付近の振動加速度レベルの卓越や建物基礎における 10～15dB 程度の入力損失など一般的傾向を確認

したほか，免震装置の振動低減効果や基礎の挙動等を把握することができた。また，振動測定結果と解析

結果が良好に一致することを確認した。 
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No.16 Vibration Propagation of A Seismic Isolation Building near to Railway Tracks 

KUNIAKI YAMAGISHI*1 TAKESHI IWAMOTO*2 MASAHARU TANIGAKI*3  

HIROYUKI HARADA*1 YASUSHI SHIMADA*4 
   

Measurements and analytical studies of vibration at a seismically isolated building and nearby field located 
alongside railway tracks were carried out in order to improve the prediction capability of structure born sound and the 
confirmation of its reduction by seismic vibration systems. The results showed the general tendencies of predominant 
vibration acceleration frequencies at around 63Hz, and an input loss of 10-15dB at the basement. The vibration 
reduction effect of isolators and basement behaviors were recognized. It was also shown that numerical analyses 
could explain some of the measurement results. 
Key Words: Seismic isolation building, Vibration propagation, Structure born sound, Transfer function, 
Phase velocity, Phase delay 
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No.17 積算温度方式による若材齢強度の推定法 

－主に普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートの検討－ 
蓮尾 孝一*1 西本 好克*1 松田 拓*2 河上 浩司*2 

 
近の建築施工では，品質管理や施工速度の向上を目的として，システム化工法や，サイト PCa 工法が

多く採用されるようになっている。これらの施工法では，コンクリートの打設からせき板の取外しや，部

材の取付けまでの時間を一定とするタイムスケジュールが要求される場合が多く，コンクリートの初期強

度管理の検討が重要である。本報では普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートを対象として、調

合および養生温度がコンクリートの強度発現に与える影響を把握し，初期強度を推定する方法を提案した。

また、低熱系のセメントについても一部検討した。 
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No.17 Estimate of Concrete Strength in Early Age using the Maturity Method 

－ Study on Concrete using Ordinary Portland Cement － 
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In recent building works, there has been an increase in application of a systematization industrial method and on-

site precast-concreting. The estimate of concrete strength at an early age is important for these constructions. The 
influence that the variables of cement type, mix proportion and curing temperature have on compressive strength was 
experimentally investigated, and a method of estimating the strength in early age concrete was proposed. In addition, 
concrete using low heat Portland cement was partially studied. 
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