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要旨：鉄筋コンクリート建物の構成要素ごとに，供用期間中に起こると予想される複数回の

地震動に対してモデル化した修復経費の期待値を推定しライフサイクル修復経費指標として

計算した。鉄筋コンクリート建物の構成要素がライフサイクル修復経費指標に及ぼす影響を

構造部材要素モデルで観察したところ，要素モデルの損傷の進展の仕方に対する修復経費指

標の増大の仕方が，年修復経費指標に大きく影響していた。 
キーワード：ライフサイクル修復経費指標，修復費用関数 

 
1. はじめに 

 建築物の性能設計においては，安全性の確保

に加え，建築主のニーズに応じた「機能・財産

の保護」が求められている。そのためには，供

用期間中に発生する最大の地震動に対する耐震

安全性を評価するだけでなく，供用期間中に想

定される複数の地震動によって生じる損傷と補

修の必要量を修復コストとして算出する「ライ

フサイクル修復経費指標」1)を用いることが有

効である。 
本研究では，建物の構造部材要素を対象に，

一年あたりのライフサイクル修復経費指標の期

待値を年修復経費指標として算出し，構造部材

要素のモデルの違いが年修復経費指標に及ぼす

影響を検討したものである。 

 
2. 修復経費指標の算出手順 
2.1 耐震修復性評価手順の各モデル 
(1) 概略 
耐震修復性は，修復経費指標の大きさで表現

されるものと考える。新しく建築される建築物

の修復経費指標の算出は，一般的には図－１の

ように建築物の固有の情報に基づいて，(i)入力
地震動のモデル，(ii)構造物の応答モデル，(iii)

応答－損傷の関係のモデル，(iv)損傷－費用の関
係のモデルという階層状のモデルを逐次適用す

ることにより計算することができる。 
 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

 
 

図－１ 修復経費指標評価のプロセス 
 

(2) 入力地震動のモデル 
建築物荷重指針・同解説 2）の上下限を有する

極値分布から，供用期間 400年が再現期間とな

る地震動が最大値となるように，Hazen 法に基

づく超過確率に従う乱数を利用して，東京第Ⅰ

種地盤の地表面最大速度を模擬して作成した

（図－２，図－３）。最大速度に合わせて，強震
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記録（神戸海洋気象台 1995 (NS)，El Centro 1940 

(NS)，八戸港湾 1968 (EW)，または，東北大学

1978 (NS)）に倍率を乗じ入力地震動とした。 
(3) 構造物の応答モデル 
建物を弾塑性 1自由度振動系と見なし，復元

力特性を Tri-linear 型，履歴モデルには Takeda

モデルを用いた。減衰定数は，剛性比例型の 0.02

とした。降伏強度の 1/3をひび割れ点強度とし，

ひび割れ前の初期剛性を降伏点を通る割線剛性

の 4倍とした。 
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図－４ 復元力特性と Takeda モデル 

 

1 自由度振動系の弾塑性地震応答解析プログ

ラム SDFを用いて応答解析を行った。ひび割れ

点を超えるが降伏変形に至らず次の地震動を受

ける時は，剛性低下を保持するものとした。 

(4) 建物の応答－損傷関係のモデル 
構造部材要素の損傷の評価には，Parkらの損

傷指標 Dを採用した 3)。 

M

u y u

D dE
Q

δ β
= +

δ δ
∫      (1) 

ここに，D：損傷指標，δM：地震時最大変形，

δu：単調載荷時限界変形，Qy：降伏強度，β：正

の定数 0.05，dE：履歴エネルギー吸収増分。損

傷指標 Dが 1を超えると崩壊する。 
 (5) 損傷－費用関係のモデル 
補修は，式(1)の第 1項を，コンクリートのひ

び割れなどの補修で減らすことの出来た損傷

DR，第 2項を鉄筋の歪みなどの累積損傷と想定

した。補修で減らすことの出来た損傷 DRは，変

形がひび割れ点を超えても降伏変形に至らない

場合，鉄筋が弾性範囲で開いたひび割れを閉じ

るため補修をしないものと仮定し，降伏点を超

えてから補修をしてゼロに戻るものとした。累

積損傷については，損傷指標 Dが 1を超えたと

きに補修してゼロに戻るとした。 

修復費用は，崩壊寸前の修復経費を 1，降伏

前の修復経費をゼロとし，補修で減らすことの

できた損傷指標 DRに応じた修復経費 R は，図

－５のように仮定した。なお、損傷指標 Dが 1

を超えた場合は全て修復経費を 1とした。 

図－５において，上に凸の曲線(a)は，降伏変

形時の損傷指標値 1/µをαとおいて， 
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図－２ 上位 20 の地表最大速度   図－３ 生成した供用期間中の地表面の速度時刻歴 
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で表したものである。この場合，最大応答が降

伏点を超えると直ちに修復経費が増加し，大変

形で修復経費の増加が鈍る特性がある。下に凸

の曲線(d)は， 
3

1
− =  − 

RDR α
α

     (3) 

で表され，大きな損傷になると指数的に復旧費

用が増加する。S字曲線(c)は， 

( ) ( )
3

21 2 3
1

 = − − + − − 
R RR D Dα α

α
  (4) 

で表され，前二者の中間的な修復経費特性の特

性を表わす。比例直線(b)は，最も単純な例とし

て設定した。但し，いずれも 1/µ = α < DR < 1で

ある。 
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図－５ 損傷－費用関数モデル 
 

2.2 年修復経費指標の算出と表示 
1 自由度振動系の弾性固有周期は，0.3 秒と

0.6秒の 2通りとした。ベースシヤ係数を 0.1倍

から 0.65倍まで 0.05刻みの 12通り，終局塑性

率 µ を 2から 12まで 1刻みの 11通りとした。 
算出された年修復経費指標は，縦軸をベース

シヤ係数に，横軸を終局塑性率とし，その等高

線を示すこととした（図－６）。これを以下，耐

震修復性を表す必要強度スペクトルと呼ぶ。な

お，等高線は，格子点上における年修復経費指

標の計算値を補間して求める。 

 

図－６ 年修復経費指標の等高線表示概念図 

 

 耐震修復性を表す必要強度スペクトルは，建

築構造物の復元力特性を図中に重ねて表示する

ことができるので，必要強度スペクトルから年

修復経費指標値を予測することができる。 
 

3. 年修復経費指標算出結果 
図－７および図－８は，耐震修復性を表す必

要強度スペクトルに，弾性応答時の設計用せん

断力係数を C0=1.0 とした Newmark の歪エネル

ギー一定則に従う曲線を重ねて図示したもので

ある。ちなみに，Newmarkの歪エネルギー一定

則は， 
1

2 1
=

µ −y lQ Q      (5) 

と表される。ここに，Qy：弾塑性系最大層せん

断力，Ql：弾性系最大層せん断力，µ：塑性率で

ある。図－７の必要強度スペクトルは建物弾性

固有周期が 0.3 秒の場合，図－８の必要強度ス

ペクトルは建物弾性固有周期が 0.6 秒の場合で

ある。用いた強震記録は，神戸海洋気象台 1995 

(NS)，El Centro1940 (NS), 八戸港湾 1968 (EW), 

および，東北大学 1978 (NS)である。地震波に

よるバラツキを示すために年修復経費指標の平

均値と上下限値を示している。ここでは，損傷

－費用関数モデルが(b)比例直線の場合におい

て，弾性応答時の設計用せん断力係数を C0=1.0

とした式(5)と，必要強度スペクトルが近接する
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年修復経費指標値 1/3200の等高線を図示した。 

図－９および図－10は，年修復経費指標値が

1/3200となる耐震修復性を表す必要強度スペク

トルにおいて，損傷－費用関数モデルの違いを

比較している。図－９は建物弾性固有周期が 0.3

秒の場合，図－10は建物弾性固有周期が 0.6秒

の場合を示してある。 

図－７，図－８から，年修復経費指標の等高

線表示による耐震修復性を表す必要強度スペク

トルでは，終局塑性率 µ が大きくなると，耐震

安全性を表わす Newmark の歪エネルギー一定

則に従う曲線に比べて，より強度を必要として

いることがわかる。特に，損傷－費用関数モデ

ルが(a)上に凸の曲線モデルの場合，その傾向が
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図－７ 必要強度スペクトル        図－９ 必要強度スペクトルの比較 
（建物弾性固有周期 0.3 秒の例）       （建物弾性固有周期 0.3 秒の例） 
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図－８ 必要強度スペクトル        図－10 必要強度スペクトルの比較 

（建物弾性固有周期 0.6 秒の例）       （建物弾性固有周期 0.6 秒の例） 
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強く見られる。 

また，図－９，図－10から，建物弾性固有周

期が 0.3 秒の場合も 0.6 秒の場合も，損傷－費

用関数モデルが(a)上に凸の曲線モデル，(b)比例

直線モデル，(c) S字曲線モデル，(d)下に凸の曲

線モデルの順で，同じ年修復経費指標値の必要

強度スペクトルの必要強度が小さくなった。言

い換えると，同じ強度と靭性の場合，損傷－費

用関数モデルが(a)上に凸の曲線モデル，(b)比例

直線モデル，(c)S字曲線モデル，(d)下に凸の曲

線モデルの順で，年修復経費指標値が小さくな

り，耐震修復性が向上することを表している。 

また，図－９，図－10 から，終局塑性率 µ 

が小さく強度型の建物を想定する例では，損傷

－費用関数モデルによる必要強度の差が小さく，

特に，建物弾性固有周期が 0.3 秒の場合も 0.6

秒の場合も，損傷－費用関数モデルが(b)比例直

線モデルと(c)S 字曲線モデルとで，終局塑性率

µ が 2 のときの必要強度スペクトルが重なって

いる。一方，終局塑性率 µ が大きく靭性型の建

物を想定する例では，損傷－費用関数モデルに

よる必要強度の差が明瞭であることがわかる。 

 

4. 考察 
4.1 算出結果について 
損傷－費用関数モデルが，(a)上に凸の曲線モ

デル，(b)比例直線モデル，(c) S字曲線モデル，

(d)下に凸の曲線モデルの順で，同じ強度と靭性

の場合の年修復経費指標値が小さくなることが

分かった。これは，中小の地震動による損傷か

ら大きな補修費用を見積もる損傷－費用関数モ

デルほど年修復経費指標が大きく算出されてい

るためと推測される。即ち，複数回発生するよ

うな中小の地震動による損傷の累積が(a)上に

凸の曲線モデルのような損傷－費用関数モデル

ほど年修復経費指標に強く影響すると考えられ

る。 

次に，終局塑性率 µ が小さく強度型の建物を

想定する例では損傷－費用関数モデルによる必

要強度の差が小さく，終局塑性率 µ が大きく靭

性型の建物を想定する例では損傷－費用関数モ

デルによる必要強度の差が明瞭になることが分

かった。これは，靭性の低い強度型の建物では，

ある程度の大きさの地震動を受けた時，変形が

降伏点を超えてから終局状態に至るまでの塑性

域が短いため，損傷の進展途中の損傷－費用関

数モデルの差が表われにくく，年修復経費指標

の差が小さかったためと考えられる。一方，靭

性型の建物では，ある程度の大きさの地震動を

受けた際に，塑性域が長いため，損傷の進展途

中の損傷－費用関数モデルの差が表われて，年

修復経費指標に損傷－費用関数モデルの違いに

よる明瞭な差を認めることが出来たものと思わ

れる。 
また，年修復経費指標を等しくする必要強度

スペクトルにおいて，終局塑性率 µ が大きくな

ると，耐震安全性が等しいとされる Newmark

の歪エネルギー一定則に従う曲線より必要強度

が高いことが分かった。これは，一回の地震応

答に対して求めている耐震安全性の強度と異な

り，複数回の地震動による損傷の累積を考慮し

ているため，耐震安全性を示す必要強度よりも

強度が押し上げられるものと考えられる。 
4.2 修復費用単価によるモデル化への発展 
損傷に対する補修工法の選択および補修工法

ごとの修復費用単価に関する既往の研究 4),5)な

らびに「建築施工単価」6)を参考に，鉄筋コン

クリート建物の構造部材要素の部材単位で見た

損傷に対する補修工法の選択，および，補修工

法ごとの修復費用単価を図－11 のように仮定

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－11 補修工法および修復費用単価の仮定 
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ここで，図－11の修復費用単価が修復費用関

数の傾きに相当するものと仮定し，部材単位で

見た修復費用単価を建物全体で積分して平均す

ると，図－12のような費用曲線が想定される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－12 建物全体の修復費用曲線の仮定 

 
実際には，損傷指標の増大に比例して単一の損

傷状態が遷移するわけではなく，ひび割れや欠

損・剥落など，複数の損傷状態が複合的に進展

するものと考えられる。今回仮定した例に従う

建物の場合は，図－12の概形から，損傷－費用

関数モデルに(d)下に凸の曲線モデルを適用で

きると考えられる。また，損傷指標の増大に伴

う損傷の進展の仕方が異なり，急に修復費用単

価の高い損傷が発生し，それ以降は損傷があま

り進展しないような建物の場合であれば，修復

費用曲線の概形が(a)上に凸の曲線モデルのよ

うになり，これを損傷－費用関数モデルに適用

するものと予想される。 

 今後の課題として，年修復経費指標に重要な

影響を与える各建物構成要素の損傷－費用関数

モデルが，実際にはどのように表されるのかを

十分検討する必要があると考えられる。 
 

5. まとめ 
修復経費指標が等しくなる点のあつまりとし

て定義される必要強度スペクトルは，複数回の

地震動による損傷の累積を考慮しているため，

最大の地震に対する耐震安全性を確保するため

に必要な必要強度スペクトルと性質が異なって

いる。 

同じ強度と靭性を有する場合，損傷－費用関

数モデルが，(a)上に凸の曲線モデル，(b)比例直

線モデル，(c) S字曲線モデル，(d)下に凸の曲線

モデルの順で，年修復経費指標値が小さくなっ

た。特に靭性型の建物では，年修復経費指標に

損傷－費用関数モデルの違いによる明瞭な差が

認められた。 

このことから，建物構成要素のうち，損傷－

費用関数モデルが上に凸の曲線モデルとなる要

素を，建物中から少なくすることにより，特に

靭性型の建物において耐震修復性能を向上する

ことができ，その効果が大きいものと考えられ

る。 
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