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継続使用性を確保する技術
― コンクリート系構造物と木質構造物を対象として ―

東京工業大学 環境・社会理工学院建築学系教授 坂　田　弘　安

１.はじめに

近年国内で頻発している大地震におい
て、現在の建築基準法に則って設計され
た建物は、その最低条件とされている“倒
壊防止”は概ね達成できているように思
われる。一方で、倒壊を免れることがで
きても、損傷が大きく継続使用ができな
くなった建物の取り壊しや再建、またそ
の間に避難所生活や業務停止を強いられ
ることなどによる経済的損失も大きく、
社会に大きな影響を与えた。これからは、
人命も社会も守り、地震後も安心して使
うことができる耐震性の高い構造物を作
るとともに、耐震性が不足した既存建物
の補強を早急に進める必要がある。
我々の研究グループでは、コンクリー

ト系構造物と木質構造物を対象に、地震
後も安心して使い続けられる高耐震化技
術の研究を行っており、ここで二つの事
例を紹介する。

２.PC圧着関節工法

従来の鉄筋コンクリート構造は、地震
により建物が変形するとコンクリートに
ひび割れが生じ、剛性が著しく劣化して
しまうだけでなく、美観も大きく損なわ
れてしまう。また、極大な地震に対して
は鉄筋が降伏し、建物に残留変形が生じ
ると、継続使用は益々困難になる。この
ような課題に対処するため、コンクリー
ト系構造物を対象に、コンクリートのひ
び割れを極力少なく、かつ補修を容易に
しつつ、地震後の残留変形を防止できる
「PC 圧着関節工法」の開発と性能評価を
行ってきた。
この工法はプレストレスを導入した柱

部材と梁部材をケーブルによって圧着し、
関節のように回転させるため、地震後の
コンクリートのひび割れが極めて少ない１）

（写真－１）。本工法でも関節部近傍に多
少のひび割れが生じるが、補修を行う際
は関節部周辺のみに補修作業が集中する

ため、補修費用の軽減に繋がる。また、
柱梁を圧着するケーブルには二次設計レ
ベルまで弾性に留まるように調節したプ
レストレスを導入しており、地震後も建
物に残留変形が残りにくくなる。写真－
２は PC 圧着関節工法を用いた柱梁十字

型骨組の実験を示し、図－１のような層
せん断力－層間変形角関係が得られた２）。
圧着部が離間するまでは高い剛性を有し、
離間後に剛性の低下が生じるが、除荷（荷
重をゼロに戻す）すると変形もほぼゼロ
に戻る、いわゆる“原点復帰性”を有す

写真－１　層間変形角1/25rad経験後のひび割れ状況１）

図－１　PC圧着関節架構の層せん断力－層間変形角関係２）

写真－２　PC圧着関節工法を用いた柱梁十字型

骨組の実験２）

右：PC圧着関節工法左：従来の鉄筋コンクリート構造
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る履歴性状を示している。また、床スラ
ブが取り付いた場合でも関節部の挙動に
悪影響を及ぼすことはなく、床スラブが
無い場合と同様の原点復帰性が確認でき
た。
本工法による建物の力学的特性は関節

部の回転挙動によって特徴付けられ、こ
れは図－２のような力学モデルで表すこ
とができる３）。関節部に離間が生じると、
圧着ケーブルである PC 鋼材の伸び出し
とこれに起因する付着応力度が生じる。
実験データの分析により PC 鋼材のひず
み分布、ならびに付着応力度分布を図－
３のように定め、これらによる力の釣り
合い、および変形の適合条件を考慮すれ
ば、関節部のモーメント－回転角関係の
履歴性状を定めることができ、回転バネ
としてモデル化することができる。図－
４は柱梁を弾性部材、関節部を上述の方
法で回転バネにモデル化した力学モデル
の解析結果と実験結果の比較を表し、両
者は良い対応を示すことが分かる。
本工法は地震後の継続使用が特に求め

られる病院や学校校舎等の構造躯体に用
いられることが多いが、図－５に示すよ
うに既存 RC 建物に対する新設外付けフ
レームとして利用する場合もある。また、
本工法は従来の架構に比べると構造躯体
の損傷が少ない分、大変形を経験しても
エネルギー吸収量は少ない（写真－１,
図－１）。エネルギー吸収はダンパー等
の専用の部材に任せ、架構は弾性的で残
留変形の少ない挙動を示すようにすると
いう、損傷制御設計の考え方を実践して
いる４）。

３.木造住宅用制振技術

わが国では古くから国民の多数が木造
戸建て住宅を生活基盤としているが、大
地震の度に木造戸建て住宅の被害がク
ローズアップされてきた。2016 年熊本
地震でも多数の木造住宅に甚大な被害が
生じたが、激震地における被害は比較的
古い住宅に集中しており、2000 年基準
を満たす住宅の倒壊率は、それ以前の倒
壊率に比べ極めて低かったことも分かっ
ている５）。従前の課題である、2000 年
以前の古い基準で建てられた木造住宅は
大地震に対して倒壊の可能性があるため
耐震改修が必要であることが改めて浮き
彫りになるとともに、2000 年以降の新
しい基準で建てられた木造住宅であって
も継続使用が可能なより高い耐震性能が
求められている。

図－２　十字形梁圧着部危険断面の変形状態３）

図－４　十字形PC圧着関節架構の実験結果と解析結果の比較３）

図－３　PC鋼材のひずみ分布３）

図－５　PC圧着関節工法による外付け耐震補強
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このような背景のもと、比較的安価に
適用でき、既存住宅へのあと施工も容易
であること等の利点から、制振技術が注
目を浴びている。制振技術は、地震や風
等の外乱により建物に生じる運動エネル
ギーを、ダンパーが熱エネルギー等とし
て素早く消散することで、建物の損傷を
抑制するものである。これまで中高層建
物の耐震・耐風設計で培われてきたが、
木造住宅への適用にあたって、①小型で
ありながら高い剛性と減衰力、変形・疲
労性能を有するダンパー、②建物に生じ
た力と変形をダンパーに集め、その反力
を基礎まで直接伝達できる機構、③それ
らの制振性能を手計算で得られる評価法、
が研究課題であった。
図－６は我々の研究グループが開発し

た木造住宅用制振壁を示す。周辺の壁等
に干渉されず、あらゆる住宅に簡易に適
用できるようデザインされている。層間
変形が生じた際に、ダンパー部以外にお
ける変形ロスを極力無くしながら、安価
かつ大工１名で施工できるよう、デバイ

スの軽量化も図られている。使用するダ
ンパーは、粘弾性体、鋼材、摩擦の３種
で実験を行い、いずれも高い性能を示す
ことを確認した。粘弾性ダンパーと鋼材
ダンパーを使用した制振壁は、民間企業
２社から製品化されている。両ダンパー
の特徴として、鋼材ダンパーはダンパー
力が鋼材の塑性化により頭打ちとなるた
め、そのダンパー力に対して周辺部材が
壊れないように設計することで、周辺部
材の先行破壊を防止しつつ、応答加速度
の過度な上昇を抑えることができ、粘弾
性ダンパーは小振幅から大振幅まで剛性
と減衰を安定して住宅に付与することが
できる。図－７は本制振壁が適用された
住宅の累積棟数を示している。2011 年
東北地方太平洋沖地震以降、急速に棟数
が増えており、2016 年熊本地震以降の
データは示されていないが、九州地方を
中心に製品の問い合わせが多く、南海ト
ラフ地震の発生が危惧される東海地方に
おいても、住宅用制振デバイスへの関心
は高まっているようである。

前述の通り、現在の建築基準法におけ
る耐震設計思想は、単発の大地震に対す
る倒壊防止であり、従来型の耐震住宅で
は大地震で住宅に生じる変形角を 1/30
～ 1/20rad 以下に抑えることを目標と
している。一方、我々が開発している制
振住宅では大地震での変形角を 1/75rad
以下に抑え、さらに連続する地震に対し
ても初期の性能を維持できる制振機構を
有することで、住宅の財産価値を保持で
きる。図－８は1995年兵庫県南部地震・
JMA 神戸記録入力時の１層の層せん断力
Ｆ－層間変形ｕの関係を示す６）。耐震構
造（図－８上、合板耐力壁）は、大地震
時に損傷を受けると、２回目の中地震で
は変形が著しく大きくなる。制振構造（図
－８下、粘弾性ダンパー付き制振壁）は、
一連の地震に対して安定した剛性とエネ
ルギー吸収性能を有しており、住宅の財
産保持性の向上に寄与できる。
このような高耐震化技術を社会に普及

させていくためには、デバイスの開発だ
けでなく、住宅に対するデバイスの設置

図－６　開発した制振壁（四角囲み部分に各種ダンパーを取付可能）

図－７　開発した制振壁が適用された住宅の

累積棟数 図－８　各構造の振動台実験による性能比較６）（１層の層せん断力－層間変形関係）
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数を決定するための設計法が必要となっ
てくる。現行の設計体系において、地震
により建物に生じる応答変位を直接求め
ることができるのは、時刻歴応答解析、
限界耐力計算、エネルギー法であるが、
一般的な木造住宅では４号特例と呼ばれ
る構造計算が不要とされている現状を鑑
みると、これらのような手法で邸別に構
造計算を行うことは現実的ではない。そ
こで、現状の「壁量計算」と呼ばれる簡
易な仕様規定の手法を踏襲しながら、木
質制振住宅の簡易設計法も提案した７）。
住宅の全ての壁を制振壁で構成する必要
はなく、耐力壁と制振壁の併用を前提と
しているため、耐力壁の性能値（現状で
は壁倍率）の評価方法を新たに考案した。
図－９のように従来は極大地震に対して
耐力壁が終局変形まで変形することを許
容し、そこまでのエネルギー消費で安全
性を確保していたが、制振設計では地震
に対する応答変位を指定できることが重
要であり、目標変形角（1/75rad を提案）
までの荷重－変形角関係を完全弾塑性置
換したモデルから基準耐力値を定めるよ
うにし、これにより応答変位指定型の設
計を比較的容易に実践することができる。

４.おわりに

本稿では、「継続使用性を確保する技
術」と題して、大地震後の残留変形が小
さいこと、補修が容易であること、躯体
の損傷が少ないこと、地震後も十分な性
能が確保されていることなどにより、従
来の耐震構造よりも優位性をもたせるこ
とができる高耐震化技術として、PC圧着
関節工法と木造住宅用制振技術の研究事
例を紹介した。いずれの技術とも、実用
化されて以降、2011 年東北地方太平洋
沖地震や 2016 年熊本地震を経験してい
るが、適用した建物は全て無被害であっ
たことを確認している。
木造住宅用制振技術に関しては、既に

様々なデバイスが市販されており、通販
サイトから誰でも入手することができる
ほど普及しつつある。しかし、戸建て住
宅制振はまだ歴史が浅く、共通の評価法・
設計法がないため、設計者の間でも未だ
設計における考慮の仕方が不合理であっ
たり、その性能が正しく認識されていな
いケースもある。寺社建築など歴史的価
値の高い木造建築物の耐震改修での利用
もしばしば見られるが、長期的な性能維
持という点では、地震を経験したか否か
に関わらず、定期的な交換や品質確認も
必要となってくるだろう。今後とも、健
全な技術の普及に努めていきたい。
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図－９　構造用合板耐力壁の制振設計用短期基準せん断耐力の算定例７）




