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第２章 1995年兵庫県南部地震被害に基づく
既存鋼構造建物の耐震性能

1) 緑川光正 長谷川隆 向井昭義 西山功 福田俊文 山内泰之 ”1991) 緑川光正，長谷川隆，向井昭義，西山功，福田俊文，山内泰之，”1995
年兵庫県南部地震における特定地域の鉄骨造建物被害調査”，日本建
築学会構造系論文集，第493号，pp. 115-120，1997.3



鋼構造建物の被害調査地域（神戸市）鋼構造建物の被害調査地域（神戸市）

軽量鉄骨を除く3階建以上の全数調査（628棟）軽量鉄骨を除く3階建以上の全数調査（628棟）
（東灘区，中央区，兵庫区の一部で震度7を含む地域）



実在する鋼構造建物の耐震性能を実際の地震

基 鋼 構造 時 変 が

被害に基づいて分析・評価

• 現行耐震基準による鋼ラーメン構造では強震動時の変形が
大きくなりすぎて機能維持が困難.
機能性向上のためには応答低減機構などを用いて変形を抑• 機能性向上のためには応答低減機構などを用いて変形を抑
制することが肝要.

• 被害度毎の建物数の割合と建築年代の相関を定量的に明• 被害度毎の建物数の割合と建築年代の相関を定量的に明
らかにし，我国が過去数十年にわたって培ってきた耐震設計
の妥当性を検証.の妥当性を検証



第３章 浮き上がり降伏ベースプレートを有する鋼

在 ど 塑性変

構造ロッキング架構の地震応答性状と耐震性能

• 現在の耐震設計は，柱・梁などの塑性変形によって地震入
力エネルギーを吸収して強震動に抵抗するという考え方に
基づいている基づいている. 

• ２章で明らかになったように，強震動によって構造物は塑性
変形を生じて大きな損傷を受ける変形を生じて大きな損傷を受ける. 

• 構造物に生じる塑性変形は損傷そのものであり，柱・梁など
の塑性変形に期待する従来の耐震設計の考え方はその損の塑性変形に期待する従来の耐震設計の考え方はその損
傷拡大を容認せざるをえないという矛盾を含んでいる.

• 構造物の地震時損傷を軽減して耐震安全性・機能性向上を
図るには，その地震応答を低減させて塑性変形を抑えること
が肝要となる.



浮き上がり降伏ベースプレート（BPY）を有する

答 減 後 能 確保

ロッキング構造システムの提案

• 強震動に対して応答低減を図り地震後に主要機能を確保で
きる建築構造物の実現を目指し，簡易な機構により強震動
時に柱脚部浮き上がりを許容するロッキング構造システムを時に柱脚部浮き上がりを許容するロッキング構造システムを
提案した.

• 架構の最下層柱脚部に上部構造の降伏に先行して浮き上架構の最下層柱脚部に上部構造の降伏に先行して浮き上
がり降伏するように工夫されたベースプレート（以下，降伏ベ
ースプレートBPYという）が配置される.

• 一定レベル以下の地震動入力に対してベースプレートは浮
き上がらずに弾性範囲内に収まり，浮き上がり後にはベース
プ 塑性 る ネ ギ 収を期待するプレートの塑性化による履歴エネルギー吸収を期待する.

• 地震後には自重で元の位置に復帰することができる.



浮き上がり降伏ベースプレート（BPY）を有する
ロッキング構造システムの提案

• 最下層柱脚部に耐力の小
さいベースプレート（BPY）さいベースプレート（BPY）
を設置.

• BPYが柱の引張り軸方向BPYが柱の引張り軸方向
力を受けて降伏.



ロッキング構造システムの特徴

頂部変位

ロッキング構造システムの特徴

•柱脚部を基礎に緊結する

水平地震力は建築物
浮き上がり後，頭打ち

重心の上下移
動によるエネ
ルギー吸収

柱脚部を基礎に緊結する
ことにより構造物内に過大
な応力が生じる場合あり.

ルギ 吸収

柱脚部に配置した
制振部材により軽減 地震力の反転時

に 自重を復元

•柱脚部の浮き上がりを許
容することで，ある特定部
分の応力が過大になる前 に，自重を復元

力として活用

衝撃力

分の応力が過大になる前
に，建築構造物への地震
動入力効果を頭打ちにで 圧縮部分の圧壊抑制

制振部材配置
（降伏型ベー

動入力効果を頭打ちにで
きる.
•耐震設計の合理化が図 （降伏型ベー

スプレート等）

耐震設計の合理化が図
れる.
•耐震改修にも適用できる.

杭の引き抜き力低減
震



第３章 浮き上がり降伏ベースプレートを有する鋼
構造ロッキング架構の地震応答性状と耐震性能

キ グ架構 震応答 降伏ベ プ3.1 ロッキング架構の地震応答と降伏ベースプレート
の力学特性の基本性状

3.2 ロッキング架構の2次元地震応答

3.3 ロッキング架構の3次元地震応答3.3 ロッキング架構の3次元地震応答



3.1 ロッキング架構の地震応答と降伏ベース
プレートの力学特性の基本性状

2) 緑川光正 草刈崇圭 石原直 麻里哲広 小豆畑達哉 “簡易解析 デ2) 緑川光正，草刈崇圭，石原直，麻里哲広，小豆畑達哉，“簡易解析モデ

ルによるロッキング構造システムの地震応答性状と等価減衰定数の評
価”，構造工学論文集，Vol. 56B，pp. 237-245，2010.3

3) 緑川光正，長谷川達也，石原直，小豆畑達哉，麻里哲広，“ロッキング架

構に用いる浮き上がり降伏ベースプレートの履歴特性と塑性変形能力”
日本建築学会構造系論文集 第75巻 第652号 pp 1159-1166，日本建築学会構造系論文集，第75巻，第652号，pp. 1159 1166，

2010.6



3.1 ロッキング架構の地震応答と降伏ベース
プレートの力学特性の基本性状

 W

H

剛な梁要素

B

降伏ベースプレートを有する
構造物 簡 解析 デ

降伏ベースプレート柱脚部
大型試験体 静加力実験構造物の簡易解析モデル 大型試験体の静加力実験



簡易解析モデルによるロッキング架構の基本応答性状
降伏ベースプレートの基本力学特性

が 構造物 数が 減1) 浮き上がりに伴って構造物のベースシア係数が低減するの
は，短周期側と長周期側を除く或る一定の固有周期範囲で
あるある.

2) 浮き上がりを生じている間，構造物に加わる総入力エネル
ギーは位置エネルギー増加分だけ低減されるギ は位置エネルギ 増加分だけ低減される.

3) ウィング部を剛棒モデルとして算定した降伏ベースプレート
の力学特性は実験値と概ね良く対応する.の力学特性は実験値と概ね良く対応する

4) 降伏ベースプレートは，ウィング部隅角部にハンチを設ける

ことでハンチ無しの場合より大きく，座屈拘束ブレースと同程
度の累積塑性変形能力を有する.



3 2 ロッキング架構の2次元地震応答3.2 ロッキング架構の2次元地震応答

4) 緑川光正 小豆畑達哉 石原直 和田章 ”地震応答低減のためベ スプレ ト4) 緑川光正，小豆畑達哉，石原直，和田章，”地震応答低減のためベースプレート

を浮き上がり降伏させた鉄骨架構の動的挙動”，日本建築学会構造系論文集，
第572号，pp. 97-104，2003.10

畑達哉 緑 光 原直 ”地震応答低減 ためベ プ を浮き上5) 小豆畑達哉，緑川光正，石原直，”地震応答低減のためベースプレートを浮き上

がり降伏させた鉄骨架構のエネルギー吸収機構と最大応答変位予測”，日本建
築学会構造系論文集，第583号，pp. 61-68，2004.9

6) Midorikawa, M., Azuhata, T., Ishihara, T. and Wada, A., “Shaking Table 
Tests on Seismic Response of Steel Braced Frames with Column Uplift”, 
Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 35, No. 14, pp. 
1767 1785 N b 2006 ( bli h d li J l 6 2006)1767-1785, November, 2006 (published online on July 6, 2006)

7) 緑川光正，豊巻真悟，堀泰健，麻里哲広，小豆畑達哉，石原直，”部分的に柱浮
き上がりを許容した偏心筋違付鉄骨架構の地震応答”，構造工学論文集，Vol. 
54B，pp. 535-545，2008.3

8) 緑川光正，堀泰健，麻里哲広，“部分的に柱浮き上がりを許容した偏心筋違付鉄

骨架構の地震応答 ベースプレートの浮き上がり耐力が応答に及ぼす影響”，構
造工学論文集，Vol. 55B，pp. 527-535，2009.3



降伏ベースプレートを有する3層1スパン鋼構造
筋違付架構の大型振動台実験

3層1スパン鋼構造筋違付架構
の大型振動台実験

降伏ベースプレートと柱脚部

の大型振動台実験



大型振動台実験ビデオ 全景大型振動台実験ビデオ 全景



大型振動台実験ビデオ 柱脚部大型振動台実験ビデオ 柱脚部



振動台実験と解析による2次元地震応答振動台実験と解析による2次元地震応答

降伏ベ プ より 鋼構造架構 柱脚部浮き上がり1) 降伏ベースプレートにより，鋼構造架構に柱脚部浮き上がり
を許容する構造システムを実現できる.

2) 柱脚部固定の場合と比較して地震応答時ベ スシア係数を2) 柱脚部固定の場合と比較して地震応答時ベースシア係数を
低減できる. この応答低減は，架構の全体変位に占めるロッ

キングによる剛体回転成分変位の割合が卓越することで 上キングによる剛体回転成分変位の割合が卓越することで，上
部構造自体の変形が抑制されることに起因する.

3) 降伏ベースプレートを有するロッキング架構の地震応答時の3) 降伏 スプレ トを有する ッキング架構の地震応答時の

最大頂部水平変位は，柱脚部固定の場合に比較して同程度
かやや増加する. しかし，浮き上がりに伴う剛体回転成分を除

く最大層間変形に着目すると，各層で柱脚部固定の場合と同
程度かそれ以下になる.



振動台実験と解析による2次元地震応答振動台実験と解析による2次元地震応答

4) 地震応答時に柱脚部浮き上がりを生じる場合，最下層柱に

生じる最大軸力は柱脚部固定の場合の値を上回らず，特に，
引張軸力はベースプレートが浮き上がり降伏するために頭打
ちが顕著となる すなわち 柱脚部に生じる着地時衝撃が柱ちが顕著となる. すなわち，柱脚部に生じる着地時衝撃が柱
部材の応力に及ぼす影響は小さい.

5) 降伏ベースプレートを有するロッキング架構のロッキング振5) 降伏ベ スプレ トを有するロッキング架構のロッキング振

動時に，構造物に吸収されるエネルギーは，構造物自重の位
置エネルギー，浮き上がり側質点の鉛直方向慣性力により吸置 ネ ギ ，浮き り側質点 鉛直方向慣性力 より吸
収されるエネルギー，ベースプレートの履歴吸収エネルギー，
及び上部構造の歪エネルギーとその粘性減衰により吸収され
る ネルギ の総和として表されるるエネルギーの総和として表される.

6) 部分柱脚部浮き上がり架構では，柱脚部固定架構に比べて

ベ スシア係数が減少するが その 方で頂部水平変位がベースシア係数が減少するが，その一方で頂部水平変位が
増加する.



3 3 ロッキング架構の3次元地震応答3.3 ロッキング架構の3次元地震応答

9) 緑川光正 須藤智文 麻里哲広 小豆畑達哉 石原直 ”ベ プ ト9) 緑川光正，須藤智文，麻里哲広，小豆畑達哉，石原直，”ベースプレート
降伏により柱脚浮き上がりを許容した10層鉄骨架構の3次元地震応答”
，日本建築学会構造系論文集，第74巻，第637号，pp. 495-502，
2009.3

10) 緑川光正，佐々木大輔，麻里哲広，“柱脚浮き上がりを許容した10層鉄
骨造架構の3次元地震応答における降伏ベースプレートの応力状態と架骨造架構の3次元地震応答における降伏ベ スプレ トの応力状態と架
構の変形状態”，構造工学論文集，Vol. 56B，pp. 411-417，2010.3

11) 緑川光正，堀泰健，石原直，小豆畑達哉，草刈崇圭，麻里哲広，“ベー

プ ト降伏により柱脚浮き上がりを許容した鉄骨造縮小模型架構スプレート降伏により柱脚浮き上がりを許容した鉄骨造縮小模型架構の
３次元振動台地震応答実験”，日本建築学会構造系論文集，第75巻，第
647号，pp. 213-221，2010.1



降伏ベースプレートを有する3層鋼構造縮小模
型架構の3次元振動台実験

浮き上がり降伏ベースプレート

3層1x2スパン鋼構造縮小模
型架構の3次元振動台実験

柱脚固定ベースプレート



振動台実験と解析による3次元地震応答振動台実験と解析による3次元地震応答
1) ベースプレート降伏とともに柱脚部の浮き上がりを許容する
構造システムは 実際規模の立体架構でもベースシア係数が構造システムは，実際規模の立体架構でもベ スシア係数が
低減し，応答低減効果を発揮する. また，強震動時において
降伏ベースプレートは主としてウィングの面内引張力で水平
力に抵抗する力に抵抗する.

2) 地震動の入力方向次数が柱脚部浮き上がり立体架構の応
答に及ぼす影響は 最大柱脚部浮き上がり変位は3方向入力答に及ぼす影響は，最大柱脚部浮き上がり変位は3方向入力
で最も大きく，次いで2方向，1方向の順に小さくなる. 一方，頂
部水平変位やベースシア係数などの水平方向の最大応答は

入力方向次数による影響を殆ど受けな，入力方向次数による影響を殆ど受けない. 
3) 柱脚部浮き上がり架構の最大柱軸力は柱脚部固定架構を
上回らない上回らない.

4) 柱脚部浮き上がり架構では偏心無しでも柱脚部固定の場合
より大きな床捩れ角を生じるが，入力レベルが増加しても偏心より大きな床捩れ角を じるが，入力 ルが増加しても偏心
の有無による床捩れ角の差は拡がらずにほぼ一定値を保っ
たまま増加する.



第４章 せん断パネル及び張力材を有する鋼構
造ロッキング架構の地震応答性状と耐震性能

12) 緑川光正 竹内徹 引野剛 笠井和彦 グ ゴリ デ ライ 大林12) 緑川光正，竹内徹，引野剛，笠井和彦，グレゴリー・ディアライン，大林

優，山崎僚平，吉敷祥一，“せん断パネル及び張力材を有するロッキン
グ架構の耐震性能－汎用慣性質量装置を用いた鉄骨造ロッキング架構
の震動台実験 その1－”，日本建築学会構造系論文集，第75巻，第
654号，pp. 1547-1556，2010.8



① PTワイヤ＋ロッキング架構 ② シアヒューズ

制御型ロッキング架構の履歴特性
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制御型ロッキング架構の大規模振動台実験制御型ロッキング架構の大規模振動台実験

制御型ロッキング架構の挙動制御型ロッキング架構の
大規模振動台実験大規模振動台実験

初期張力を導入した張力材（PTワイヤ）をロッキング架構

頂部から基礎にかけ 定着する と 弾塑性ダ パの頂部から基礎にかけて定着することで，弾塑性ダンパー
により架構に生じる残留変形を効果的に除去.



制御型ロッキング架構の大規模振動台実験と解析制御型ロッキング架構の大規模振動台実験と解析

1) 制御型ロッキング架構は想定通りの地震応答性状を示した. 
すなわち せん断パネ 弾塑性ダ パ 降伏耐力以上すなわち，せん断パネル弾塑性ダンパーの降伏耐力以上の
初期張力をPTワイヤに導入することで，地震応答低減効果が
得られるとともに，架構に復元力を与え，強震動後にも架構に得 ，架構 復 ，強震動 架構
残留変形が生じないことを実証した.

2) 柱脚部が浮き上がっている間に，ロッキング架構特有の高
次振動モードの影響が部材の歪や変形の時刻歴に現れた次振動モ ドの影響が部材の歪や変形の時刻歴に現れた.

3) 柱脚部着地時の衝撃荷重の影響については，着地時に柱
脚部近傍で瞬間的に大きな加速度値を示すものの，上層に
行く 従 急速 減衰する と また衝撃 部材 生じ行くに従い急速に減衰すること，また衝撃によって部材に生じ
る歪は転倒モーメントによって生じる歪に比べて小さいことを
検証した.

4) 制御型ロッキング架構の最大応答は，瞬間最大入力エネル
ギーと最大浮き上がり変位を生じる1/4周期の浮き上がり開始
時（柱脚離間時）運動エネルギーの和が予測できればエネル時（柱脚離間時）運動エネルギーの和が予測できればエネル
ギーの釣り合いに基づいて概ね評価できることを確認した.



第５章 繰り返し軸力を受ける座屈拘束ブレース
の弾塑性挙動と大変形時復元力特性
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座屈モード数の評価式：実験値と解析値の比較

座屈 ド数評価式
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λ： 塑性化部弱軸細長比
降伏応 度

20

Bu
ck
lin
g 

Eq.(1)Eq.(1)

λ=450 λ=450
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接線係数Et=0.03E (実験結果より) 

σy： 芯材降伏応力度

E: 芯材ヤング係数

0
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接線係数 t (実験結果より)
0
1.0 1.4 1.8 2.21.0 1.4 1.8 2.2

Strength Increase, β(=Pc /Py)
M‐β relationship

・ 実験では(1)式が座屈モード数の上限を, (2)式が概ね下限を表している.
・ 解析では(2)式に近い傾向を示すが, 高軸歪振幅時には実験と概ねよい対応.



座屈拘束ブレースの圧縮引張耐力比Pc/Ptの評価式
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(9)式を用いて耐力比を評価する.

摩擦0の時の耐力比

( )式を用 耐力比を評価する

 2
圧縮及び引張時の断面積比
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εx：軸歪

ポアソン比：
ν=0.5 とする



座屈拘束ブレースの圧縮引張耐力比Pc/Pt 
：実験値と評価式の比較
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・ 座屈モード算定式(2)式を用いμ=0 05とした場合 実験と概ねよい対応を示す

Pc/Pt ‐ Axial strain amplitude relationship

Axial Strain Amplitude (%)

・ 座屈モード算定式(2)式を用いμ=0.05とした場合, 実験と概ねよい対応を示す.
・ 圧縮及び引張の断面積比Ac /Atは全試験体において実験の下限値となる.



繰り返し軸力を受ける座屈拘束ブレース繰り返し軸力を受ける座屈拘束ブレース

1) 降伏耐力に対する引張耐力上昇率は最終的に1.3-1.5程度
となる 方 圧縮耐力上昇率は 芯材 拘束材間に発生するとなる. 一方，圧縮耐力上昇率は，芯材-拘束材間に発生する
摩擦力やポアソン比に起因する圧縮時の芯材断面積の膨張
により1.5-2.0程度となり，引張耐力上昇率より大きくなる.

2) 圧縮耐力上昇率及び圧縮引張耐力比は，細長比が大きくな
るにつれて増加する.

3) 高次モ ドの塑性座屈耐力算定式に基づいて提案した圧縮3) 高次モードの塑性座屈耐力算定式に基づいて提案した圧縮
耐力上昇率と高次座屈モード数に関する二つの関係式は，概
ね実験値の上限値と下限値を与える.

4) 芯材の変形状態に基づく力の釣り合いより算定される芯材-
拘束材間の摩擦力とポアソン比に起因する断面積変化を考
慮した圧縮引張断面積比の足し合わせとして提案した圧縮引慮した圧縮引張断面積比の足し合わせとして提案した圧縮引
張耐力比は，概ね実験値に近い値を示す. また，圧縮引張断
面積比が全ての実験値の下限値となる.

5) 芯材の高次座屈モ ド変形の進展過程を実験により初めて5) 芯材の高次座屈モード変形の進展過程を実験により初めて
捉えてそれを示した.



第６章 まとめ第６章 まとめ

• 新たな概念による柱脚浮き上がりを伴う二種類のロ
ッキング構造システムの地震応答低減効果と耐震

ブ性能の検証，座屈拘束ブレースの大変形時に顕在
化する圧縮引張耐力差の評価式の提示などにより

が 続 が 造，回復力があり継続使用が可能な鋼構造建物をめ
ざした地震応答低減機構・システムを開発・検証し
たた.
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