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l は じめに

地震被害を受けた構造物の速やかな復 旧や余震などに

対する安全性の確認のためには,構造物の被害の程度,す
なわち,被災度を精度よく評価することが非常に重要であ

る。文野・前田ら りは,RC造建物の被災度を被災後の残

存耐震性能に基づいて評価することを提案 し,部材の静的

実験結果から部材の残留ひび割れ幅 (損傷度)と 残存エネ

ルギー吸収能力の関係を定量化 した。2001年 に改訂 され

た日本建築防災協会の「震災建築物の被災度判定基準およ

び復旧指針J2)(以 下,被災度区分判定基準)で は,被災度

の評価に文野 。前田らの提案が採用 されている。また,鄭・

前田らは 1質点系モデルを対象 とした地震応答解析を行
い,無損傷時と各 レベルの損傷を生 じさせたモデルの最大

応答が終局変形に達する入力地震波の大きさの比率で構

造物の残存耐震性能を評価 した
3ゝ

本研究では,RC構造物の実地震時の応答に基づいて残

地震,損傷度 ,残存耐震性能,残留ひび割れ幅,擬似動的実験

Scisnuc, Structllral damage, Residual seislluc capacity. Rcsidual crack,

存耐震性能の評価を行 うことを目的に,サブス トラクチャ

ー擬似動的実験 (以下,擬似動的実験)を行つたc4階建

の鉄筋コンクリー ト造建物を想定 し,ほぼ実大の RC柱を

実験対象 とした。実験では入力倍率を変化 させた地震波を

2回連続で入力することとし,1回 目の入力で,各試験体

に「軽微な損傷」から「終局状態Jま でのそれぞれ異なる

損傷を生 じさせた。そ して,1回 日入力で破壊 しなった試

験体は 2回 目の入力で破壊 させた。無損傷時 (1回 日入力)

と各損傷度が生 じたとき (2回 日入力)のそれぞれで試験

体が破壊する地震波入力倍率の比率を耐震性能の残存率

と定義 して耐震性能を評価 した。さらに,擬似動的実験で

得 られた耐震性能残存率を「被災度区分判定基準Jで採用

されている数値を比較・検討 し,「被災度区分判定基準」

の妥当性を検証 した。



2 実験概要

21 実験の計画

実験では,Fig lに 示すように4階建の鉄筋コンクリー

ト造建物を想定し,実験対象としては変動軸力が少ない中

柱とした。地震応答時の柱の残留ひび割れ幅など損傷状況

を逐次観察するために,試験体は実大に近い大きさとし,

擬似動的実験を行つた。つまり,1階柱を実験部分,2～4

階の柱を解析部分とし,実験を行つたc

Fig l o切 eCtiVe smcture and analytical modd fOr

pseudo― dyllamic te飩

22 試験体

試験体は,前述のようにほぼ実大で,柱断面 400ntnt×

50伽血,柱内法寸法 150mm,せん断スパン比は 15で ,

文野・前田が行った静的漸増載荷実験 うで用いた試験体

(F45)と 形状・配筋全て同一な 3体 とした。試験体の形状

及び 配筋図を Fig 2に ,試験体構造諸元と材料特性を

Table l,2に 示す。
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Fig 2 DimensiOns and remforcements dls」 bu● on ofspecllnens

l Dilnensions and hforcements of

β×D  :幅 (mm)× せい(mln), 力0:内法寸法 (llun),

4:引 張り鉄筋比 (%), ■,:せん断補強筋比 l●0),N:軸 力 (kN)

2.3実験方法及び加力装置

23.1加力装置

実験は東北大学実験棟において実施 した。

加力装置を Fig 3に 示す。Fig 3に示すように,水平ジャ

ッキ 1台 と鉛直ジャッキ 2台 の計 3台 を用いて,試験体に

逆対称曲げせん断力を作用させた。すなわち,水平ジャッ

キによりせん断力を加え,鉛直ジャッキにより,上スタブ

の回転を制御すると同時に軸力を載荷 した。

試験体は PC鋼棒を用いて台座及び加力梁に上下スタブ

を固定 し,水 平及び鉛直力を加えるようにした。

Fig 4に示すように,油圧ジャッキの制御は,応答計算を

行 う制御 コンピューターからコン トローラーに命令を送

信することにより自動で行つた。命令を受信 したコン トロ

ーラーは,ア ンプを経由した変位 と荷重の測定値をモニタ

リングしながら油圧ジャッキを制御する。また,各データ

ーの計測は lStep分 の加力が終了した時点で制御用コン

ピューターが計測用コンピューターに命令することによ

り行った。

Fig 4 Schematic ofpseudo― dynanuc testing

2.32 解析モデル

実験中に解 く応答計算モデルは,腰壁・垂れ壁付きの梁

部分は岡1体 と仮定 したせん断型 4質点系で,解析部分の復

元力特性は Fig Sの ように,降伏点までは原点指向型の

Takeda型モデル とした。ひび害」れ点と降伏点及び剛性低

下率は日本建築学会の「鉄筋コンクリー ト構造計算規準・

同解説(1999)Jめの算定式を用い,柱の断面・配筋に基づ

き設定 したc解析部分である 2～3階の降伏点以降の剛l性は ,

水平ジヤッキ

鉛直ジヤッキ

Fig 3 Testhg apparams
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実験部分である 1階に損傷が集中させるため,ひび割れ後
の岡」性と同じようにした。また,Fig.6に 各階の復元力の

包絡線を示す。なお,応答解析の時間刻みは0.005秒 とし,

粘性減衰マ トリクスは計算モデルより決定した降伏時岡1

性マ トリクスに比例させ,その時の 1次固有周期に対する

減衰定数 2%と した。

1°

層蘭変ごヒ血)40 50
Fig 5 Restorlng_fOrce model Fig 6 hyste五 c respOnse mOdel

for pseudo dynmic test

233 数値積分法

応答計算は,サ ブス トラクチャー擬似動的実験に適 l´ た

数値積分法 として中島らによ り提案 されているオペ レー

タ・スプリッティング法 。 (以下 OS法)を用いた。
OS法は系の岡1性を 2つ に分割 し,一つの部分には陽的

積分法を,も う一つの部分には陰的積分法を適用するとい

う混合積分法である。

OS法による応答計算の手順を Fig 7に示す。

234 入力地震波

入力地震波は,1995年兵庫県南部地震の神戸海洋気象

台で記録 された地震波 (NS成分)か ら主要動を含む 20

秒間を抜き出 して使用 した (Fig 8)。

実験は試験体 3体について行い,TaЫe 3の ように入力

倍率を変化 させて地震波を入力 した。すなわち,試験体
PSD2,PSD3,PSD5は,それぞれ 1回 目の入力で,被災

度区分判定基準 助の損傷度 Ⅱ,Ⅲ ,Vに相当する損傷を生

じさせ,試験体 PsD2,PSD3に ついては 2回 目の入力で

破壊 (損傷度 V)さ せて,各損傷度で部材に残存する耐震

性能を評価することを計画 した。 (※後述するように試験

体 PSD2は,1回 目の入力でほとんど損傷が生 じなかった

ため,入力倍率を上げて 2回 目の入力を行つて目標の損傷

度を生 じさせ,3回 日入力で破壊 させた)

Table 3 Target smcttal dalnagc and amplincation factor Of

乙.ま で試験体を加力

元力9.を計算

ν,C:質 量 減衰マ トリクス

KI,KFl:線形部分と非線形部分の岡1性マ トリクス

aO,a,v, d,P:地動加速度,加速度,速度,変位,外カベク トル

Fig 7 Flow chart ofresponse compuね●on in OS method
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3 実験結果

各実験の 1階の層せん断カー層間変位関係を Fig 9に ,

実験結果一覧を Table 4に 示す。Fig 9及び Table 4に は,

文野・前田らが行つた同一試験体の静的漸増載荷実験結果
りもあわせて示 した。

各試験体とも,最終的な破壊モー ドは Photo lの ように

付着割裂破壊で,静的実験結果 と同様であった。

試験体 PSD2は,1回 日入力では最大応答変形角は弾性

範囲に留まり,危険断面に若干曲げひび割れが生 じたもの

せん断力

期弾性剛性 K′ を仮定

測子変位 ′肘′を求める

尻″=″"+着ヵ+平α
"

κ嵐′尻.=0._で ふ口を計算

加速度を求める

ん _ぶ′れ c(与α“+→ ―K7尻ロ

″+与C‐ヂK7

よび修正子変位 ′
"十
′を求める

ν″+′ =ν″+学 (αれ+α″+′ )

ん =尻打+平α“
n ―) n+1

acceleration

試験体名 入 力 目標損傷度 力倍率

PSD2
1回 目

Ⅱ
0254ζ

2回 目 0.41倍

3回 目 V 041倍

PSD3
1回 目 Ⅲ 050倍

2回 目 V 030倍
PSD5 1回 目 V 060倍



の,ひび割れなどの損傷はほとんど見られず,日 標 とした

損傷度 Ⅱには達 しなかった (Fig.9o)。 そこで,地震波の

入力倍率を 041倍に上げて 2回 日入力を行つた。2回 日入

力では,部材角 06%程度で柱に曲げ降伏が生 じ,その後

曲げひび割れ,せん断ひび割れが徐々に拡大 して,最終的

には最大応答部材角 1.0%程度の変形が生 じ,損傷度Ⅱ程

度の損傷が生 じた (Fig 9(b))。 3回 日入力では,54秒か

ら変形が一気に増大 し,主筋に沿つた付着割裂ひび割れが

大きく開き耐力低下し,最終的に付着割裂破壊 した (Fig

9(C))c

試験体 PSD5は,1回 日入力で,曲 げおよびせん断ひび

割れが生 じた後,7秒付近で一気に変形が増加 して,付着

割裂ひび割れが進展 して,繰 り返 し変形により著 しく耐力

低下し破壊 した。

試験体 PSD3は,1回 日入力では 513秒から曲げひび割

れ,せん断ひび割れが進展 し,759秒 で 33.6-の 最大変

形が生 じ,最終的には損傷度Ⅲ程度であつた(Fig 9(e))。

2回 日入力では,1回 日入力とほぼ同程度の最大応答変形

しか生 じず,変形は増加 しなかったが,試験体 PSE2及 び

PSD5の ように,付着ひび割れが大きく開き,耐力が低下

して最終的には付着破壊 した (Fig.9(0)

0ド :降伏荷重 (kN), Om猟 :最大耐力 (kN)

も :降伏時部材角 (%), Rm訳 :最大耐力時部材角 (%)

Photo l Dalnage pattems of specIInens

at fmal stage ofloadm

4 応答解析と実験結果の比較

各試験体 (PSD2,PSD3,PSD5)の 1回 目の入力で,被
災度区分判定基準 ηの損傷度 Ⅱ,Ⅲ ,V,2回 目の入力で

損傷度Vに相当する損傷を生 じさせ るため,各実験の前に

応答解析を行つた。応答解析は 001倍ずつ地震波の倍率

Fig.10 Amメ 16c江 10nねctor of hput ground accclera■ on

vs nloxlmum ductility factor

を変化 させながら地震波を入力 して行つた。また,各階の

履歴モデルは 232 解析モデルの Fig 6に 示すように

Takedaモデルで実験 と同じように設定 した。

Fig 10には応答解析の各試験体の最大塑性率 と入力地

震波倍率との関係を示すc
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001倍ずつ地震波の倍率を変化 させながら各倍率につ

いて行った 1回 目の応答解析結果 と各試験体の実験結果

を表 した Fig 10(a)に 示 した 1回 日入力の応答解析結果に

よると,1階の最大応答塑性率はばらつきがあるものの ,

地震波の入力倍率が大きくなるにしたがって,最大塑性率

も大きくなる傾向を示 している。また,図 中に示 した擬似

動的実験の最大塑性率 (■ ,▲,●)は,1回 日入力で破

壊 した PSD5(● )以外は解析結果 と概ね一致 している。

PSD2の 1回 目の地震波(入力倍率 0.25倍 )の 入力後に連

続 して,地震波の倍率を変化 させながら応答解析を行った

PSD2の 2回 目の結果を表した Fig.lqb)を みると,地震波

の入力倍率による最大塑性率は 1回 目の解析結果 と大き

な差は見られない。それは,前述 したように倍率 0.25倍

を入力 した試験体 PSD2は ,損傷度 I程度でほとんど損傷

を受けてないためである。そのため,PSD2は 3回 目地震波

の入力で破壊 させた。

PSD2の 3回 目,PSD3の 2回 目の応答解析結果である

Fig 10●)と Fig 10(Clyに 示すように,1階の最大塑性率はそ

れ以前の入力時よりも大きくなってお り,それぞれ損傷度

ⅡおよびⅢの損傷が生じたことで,耐震性能が低下するこ

とがわかる。前述の Fig 9に示 した静的漸増載荷実験結果

に基づいて試験体の終局塑性率を 3と みなすと,PSD2の
3回 日では入力倍率が 04程度で,PSD3の 2回 目では入力

倍率 03程度で終局塑性率 3に達 し,試験体が終局状態に

至ることにな り,損傷度が大きい PsD3の 方が終局に至る

地震波入力倍率,すなわち,残存耐震性能が低いことにな

る。これは実験結果でも確認 されてお り,PSD2の 3回 目

および PSD3の 2回 目はそれぞれ入力倍率 041倍および

030倍で試験体が破壊 してお り,解析の結果 と対応する。

このように,損傷が大きくなるほど試験体が終局状態に至

る地震波入力倍率が低 くなることから,入力地震波の比率

で震災後の構造物の残存耐震性能を定義するのは妥当だ

と考えられる。

Fig Hに は PSD2の 1階部分の変位応答時刻歴を,実験

結果 と併せて示す。また,Fig 12には PSD3と PSD5の 1

階部分の層せん断力と層間変位関係を示す。変位応答時刻

歴層の Fig.11と せん断力と層間変位関係の Fig 12と をみ

ると,小振幅領域では解析結果 と各試験体の実験結果が

よく一致 しているが,各試験体に大きな塑性変形が生じ終

局状態に近づ くと,実験結果の応答変形が応答解析結果よ

り若干大きくなる傾向を示 している。これ らは,応答解析

で用いた復元カモデルでは試験体の耐力低下,ス リップな

どを考慮 していないためと考えられる。そのために,Fig 10

のように,最大塑性率が低い範囲では応答解析結果 と各試

験体の実験結果が比較的よく一致 しているが,応答塑性率

が大きい最終の入力時では解析結果 と実験結果に差が生

じる。

5 入力地震動 レベルに基づく残存耐震性能の評価

被災度区分判定基準では,前述の文野・前田らの研究 り
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に基づいて,部材の耐震性能低減係数■を Table Sの よう

に与えている。 ここで,耐震性能低減係数ηは,Fig 13

の荷重変形関係の包絡線におけるエネルギー吸収能力に

基づいて,式(1)で定義 される。

Table S Residual seismic capacity ra■ o■

損傷度 1)せん断柱 2)曲 |ナ柱

I 0.95

コ 06

Ⅲ 0.3 05

Ⅳ 01

V 0.0

変形

Fig.13 Relationship behveen force and dsplacement

T岩   ①
ここで, 島 :消 費エネルギー、E『 :残存エネルギー吸収能力

Table Sの ηは,部材の残存エネルギー吸収能力に基づ

いて,残存耐震性能を評価 したものであるが,建築物の耐

えうる地震力の大きさを用いて,残存耐震性能を評価する

ことも考えられる。すなわち,無損傷時に耐えられる (ち

ようど終局限界に達する)地震力の大きされ と,ある損

傷度が生じた後に耐えられる地震力の大きさ場 の比で

ある式(2)を ,残存耐震性能率R“ と定義する。

被災度区分判定基準の耐震性能低減係数■を用いて,地震

被害を受けた RC造の残存耐震性能の評価を行うと,被災

後の建物が耐えられる入力地震動レベルを概ね安全側に

評価することができるものと考えられる。

Fig 14 Relationship be"reen smcttal damage and

amplincation factor ofmput rOund acceleration

6 まとめ

被災度評価に関する研究成果の検証をため,4階建ての

RC造の 1階柱を想定 し、サブス トラクチャー擬似動的実

験を行つた。その結果,部材の損傷度 と耐震性能低減係数

ηの関係は,実地震波による不規則な変位履歴を経験 した

構造物の被災度の評価にも概ね適用可能と考えられる。ま

た,本研究の範囲では,2001年 に改訂 された被災度区分

判定基準の耐震性能低減係数■を用いて,震災 RC造の残

存耐震性能の評価を行 うと,被災後の建物が耐えられる入

力地震動 レベルを概ね安全側に評価 していることが確認

できた。
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本研究の各試験体が、最終的に破壊 したときの地震波入

力倍率 と実験開始時の損傷度の関係を Fig 14に示す。試

験体 PSD5は,1回 日入力 (無被害)で 0.60倍 の入力で破

壊 した。試験体 PSD2および PSD3は,それぞれ損傷度 Ⅱ

およびⅢの損傷状態で,041倍 ,0.30倍 の入力で破壊 した。

図中には Table Sの耐震性能低減係数ηも比較のためあわ

せて示 した。

式(2)で,為 つ 60,損傷度 Ⅱ,Ⅲ に対する場 をそれぞ

れ 041,030と すると,Fig 14に示すように,Table 5の
せん断柱の耐震性能低減係数ηは,曲 げ降伏後,比較的早

期 に付着割裂破壊 した本実験か ら得た耐震性能残存率
R“ を概ね安全側に評価 している。

本研究では試験体数も3体で,検討 した地震波も 1渡に

限られているが,研究の範囲では,2001年に改訂 された


