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要旨：ソフトランディング補強工法の実現のためには, 最弱層における既存 RC 柱の破壊順

序の制御が必要であり, ひいては各既存 RC 柱の破壊性状の制御が必要である。そこで, 既

存 RC 柱の柱頭, 柱脚部分に鋼材を圧着することによるせん断スパンの調整（短柱化）を想

定した柱試験体の静的加力試験を実施し, 柱の破壊性状の制御可能性を実験的に検討した。

その結果, 本実験で用いた手法による RC 柱の破壊性状の制御は有効であることを示した。 

キーワード：ソフトランディング, 耐震補強, せん断スパン, RC 柱, 破壊性状制御 

 

1. はじめに 
1.1  工法の概要と実現のための課題 

ソフトランディング補強工法 1)は, 主として

RC 造ピロティ建物を対象とする耐震補強工法

であり, 地震時の被害が最弱層（ピロティ層）に

集中する現象を利用し, 積極的に最弱層に被害

を制御しながら集中させ, 他の階の被害を回避

しようとするものである。この補強工法の実現

のためには, 最弱層の層崩壊時に上部構造の重

量を下階に安全に伝達できる機構を確保する必

要がある。 

1.2 振動台実験の結果と既存柱の破壊性状制御

の必要性 

本補強工法の実現可能性を検討するために, 

ピロティ建物を想定した縮小モデルを用いた振

動台実験を実施し, 最弱層における既存柱の順

次崩壊によって上部構造にねじれ挙動が励起さ

れた 2)。安全な荷重伝達のためには上部構造のね

じれ挙動は避けるべきである。ピロティ層が層

崩壊する過程において, 既存柱の破壊順序を制

御することができれば, 層崩壊時に上部構造に

生じるねじれ挙動を抑止できると考えられる 3)。

そして, 既存柱の破壊順序を制御するためには, 

各既存柱の耐力と変形能を調節し, その破壊性

状を制御する必要がある。ただし, 上部構造のね

じれ挙動を抑止するような柱の破壊順序につい

ての検討が必要である。 

1.3 破壊性状制御手法の概要と想定する荷重抵

抗機構 

 図－１に一階の既存柱にソフトランディング

補強工法を適用した場合の概念図を示す。既存

柱の柱頭・柱脚部分に鋼材を圧着し, 柱のクリア

スパン長を H0からｈ0へと小さくする。これによ

り, 柱のせん断スパンを小さくでき, 破壊性状

としては既存柱の柱頭・柱脚端部における破壊

が防止され, 柱中央部でのせん断破壊を先行さ

 

図－１ 補強工法の概念図 
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せることができると考えられる。制御後のクリ

アスパン長h0の大きさを変化させることにより, 

柱の破壊性状の制御が可能であると予想される。 

 既存柱の破壊後, ソフトランディングする上

部構造の重量を支持する新設柱は図－１に示す

ように上下の鋼材の間に設置し, 既存柱と新設

柱の間は圧着摩擦力により鉛直力を伝達する。

鋼材と梁との間にはモルタルの層を設け, 両者

の間は圧縮力のみを伝達させる。これにより, ソ

フトランディング後の鉛直荷重伝達機構におい

て, 梁端に付加的なモーメントは生じない。 

 

2. 実験概要 

2.1 実験目的 

せん断スパンの調整を想定した柱頭・柱脚部

への鋼材圧着という手法を用いて, 柱の破壊性

状が制御可能であるかどうかを実験的に検討し

た。本章ではその概要を述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 試験体 

地上７階建ての RC ピロティ建物の１階中柱

を想定し, 既存 RC 柱のモデルを設計した。試験

体の縮尺は試験装置の容量から 1/3 とした。試験

体の緒元を表－１に示す。 

この既存 RC 柱のモデルのせん断スパンを調

整し, せん断スパン比(M/QD)が 0.75, 1.0, 1.5 の

３水準を想定した柱試験体を作成した。試験体

の 名 称 を S(M/QD=0.75), M(M/QD=1.0),  

T(M/QD=1.5)とし, S と T を一体ずつ, M を２体

（M1 と M2 とする）作成した。 

せん断スパンの調整は, RC 柱の柱頭と柱脚部

分において, 鋼製のボックスを柱の両側から挟

み込むようにして圧着することにより行った。

圧着は, 鋼製ボックスと RC 柱とを貫く４本の

PC 鋼棒（Φ23）を引張し, 柱の両側のボックス

を外側から締め付けることにより行った。鋼製

ボックスの高さ hbox を変化させ, 制御後の柱の

クリアスパン h0が 750, 500, 375(mm)となるよう

にした（図－３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 試験体断面図 

表－２ 試験体変動因子緒元 

表－１ 試験体共通緒元 

図－３ 試験体立面図 
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新設柱（免震装置を有する）のモデルとして,

試験体の左右両側に鉄骨柱を設置した（図－５）。

この鉄骨柱の中央部にはテフロンを用いたすべ

り支承が設置されており, 実験開始時点では鉄

骨柱の上部と下部との間には隙間を設けてある。

繰り返し載荷により試験体が損傷し鉛直方向に

変形すると, やがて上部鉄骨柱は下部鉄骨柱に

着地し, 鉄骨柱が鉛直荷重を支持するようにな

る。鉄骨柱上下間の隙間(dv)は可変であり実験変

数となっている。隙間の間隔は T と M1 では約

25mm, Sでは約 5mm, M2では約 2mmを目標とし

た。試験体毎に隙間の間隔を変化させることに

より, 既存RC柱から新設柱へと鉛直荷重伝達経

路が推移していく様子を観察することを意図し

た。鉄骨柱が負担する鉛直荷重は, 下部鉄骨柱に

貼付したひずみゲージにより計測する。 

 

2.3 PC 鋼棒導入軸力の設計 

図－４(a)に示すように, 試験体に作用する力

として軸方向力Nと水平力Qを, A-A’断面におけ

る鉛直反力として引張側主筋の引張力 T とコン

クリートの圧縮反力 C を考えた。図－４(b)に示

すように, 圧着面（B-B’断面）に生じるせん断力

を Qboxとする。ここで, 引張側主筋の降伏 (T＝

約 130kN)を仮定すると, 鉛直方向の力の釣り合

いより,  

N+T=C＝約 300kN, 

Qbox=C＝μNpc 

 となる。圧着面の摩擦係数μを 0.5 とすると,

圧着力 Npc は 600ｋN,  PC 鋼棒の導入軸力は一

本当り 150kN 必要である。 

圧着面の曲げモーメントMを大きく評価し,安全

側の設計とするために圧縮反力の分布を三角形

分布と仮定する（図－４(b)）。このとき M=C×L

＝約 50kN*m である。このモーメントに対して, 

コンクリートの寄与を無視し, PC 鋼棒のみで抵

抗すると考えると, PC 鋼棒には一本あたり⊿T

＝M/e=±300/2=±150kN の変動軸力が生じる。

これは導入軸力以下であり, PC 鋼棒に生じる軸

力は, その降伏引張力 387ｋN より小さい。 

 

 
図－４ 試験体に作用する力の様子 

 

2.4 試験方法 

図－５に加力装置と試験体の設置状況を示す。

鉛直ジャッキにより目標の軸力(180kN)を加えた

状態で, 水平ジャッキによって一方向の正負交

番繰り返し載荷を行った。繰り返しは可撓域(h0)

の変形角によって制御し, 1/400(1)→1/200(2)→

1/100(2)→3/200(2)→1/50(2)→1/40(2)の載荷計画

で繰り返し載荷を行った。変形角の後の括弧内

の数字は繰り返し回数である。試験体が破壊し

鉛直荷重支持能力を喪失すると, 鉛直変形が増

大し, やがて上部鉄骨柱が下部鉄骨柱に乗り移

り, 鉄骨柱に鉛直荷重が伝達される。その後は水

平変位±50mm 以内で数回繰り返し載荷を実行

し, 実験を終了した。 

 

 
図－５ 加力装置図 
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3. 実験結果 

3.1 破壊過程 

 ３種類の試験体による４つのケースすべてに

おいて, 柱試験体の上下端部での破壊は防止さ

れ, 中央部での破壊が先行し, 中央部の破壊が

進行して崩壊に至った。表－３に実験結果の一

覧を, 図－７に各試験体の水平力-水平変位関係

を, 図－８に鉛直変位-水平変位関係を示す。以

下では各試験体の破壊過程を概説する。 

(a) M1  (M/QD=1.0, ｄv=約 25mm） 

 水平変位が 6.45mm(可撓域の変形角で 1.3%)の

とき, 最大せん断力 160kN に達し, そのとき柱

中央部にせん断ひび割れが生じた(図－７, 図－

８の×点)。その後繰り返し載荷を続けたところ, 

中央部のせん断破壊が進行していき, 水平変位

31mm(変形角 6.2%)となったとき, せん断力は

14.5kN にまで減少した。このとき鉛直荷重は

155kN で, まだ安定して支持されていた。さらに

繰 り 返 し 載 荷 を 続 け る と , 水 平 変 位

-6.0mm(-1.2%), 鉛直変形 -2.6mm(-0.5%)のとき ,

所定の鉛直荷重を支持できなくなり, 鉛直変位

が急増し始めた。このとき, 主筋は座屈し, 帯筋

の一部ではフックが外れた。その後上部鉄骨柱

が下部鉄骨柱に乗り移り(写真－１ (a))、鉛直荷

重は部分的に鉄骨柱に伝達された(図－７, 図－

８の△点, 図－７では乗移り後を灰色破線で表

示した)。試験終了時の残存軸力は 33kN であっ

た。 

(b) T  (M/QD=1.5, ｄv=約 25mm） 

 水平変位 9.8mm(1.3%)のとき、最大せん断力

133kNに達し, そのときせん断ひび割れと, 主筋

に沿った付着破壊によるひび割れが生じた。そ

の後の繰り返し載荷で破壊領域は大きくなり, 

付着破壊によるひび割れが進行した。変形角1/20

の載荷を繰り返した時点でせん断力 20.4kN はま

で減少したが, まだ鉛直荷重は支持されていた。

このとき鉛直変位は-1.4mm(-0.2%)であった。こ

の状態から鉛直荷重を漸増していったところ, 

鉛直荷重が 313kN を超えたとき柱は荷重を支持

できなくなった。主筋が座屈し, 帯筋が外れ, コ

ンクリートが激しく破壊した（写真－１ (b)）。

試験終了時の残存軸力は 31kN であった。 

(c) S  (M/QD=0.75, ｄv=約 5mm） 

水平変位 1.6mm(0.4%)のとき中央部にせん断

ひび割れが生じ, 水平変位が急増した。このとき

のせん断力は 141kN であった。続いて行った逆

方向への載荷で水平変位-2.1mm(-0.6%)のとき中

央部にせん断ひび割れが生じ, このとき最大せ

ん断力-144kN に達した。繰り返しにより中央部

の破壊は進行していき, 水平変形-20mm(-5.4%)

のときせん断力は-20kN に減少した。その後正方

向への載荷中に鉛直荷重を支持できなくなり, 

鉛直変位が増加し, 鉄骨柱にひずみを計測した

(写真－１ (c))。試験終了時の残存軸力は 61kN

であった。 

(d) M2  (M/QD=1.0, ｄv=約 2mm） 

水平変位 4.4mm(0.9%)のとき最大せん断力

202kN に達し, 中央部にせん断ひび割れを生じ

た。このとき主筋に沿う付着ひび割れも多く生

じていた。水平変位 28mm(5.6%)のとき鉄骨柱に

ひずみを計測し, 鉛直荷重が部分的に鉄骨柱に

より支持され始めた。載荷を繰り返し柱の破壊

が進行するに従い, 鉛直荷重は次第にRC柱から

鉄骨柱へと乗り移っていった。水平変位 50mm

のとき導入鉛直荷重 185kN に対して鉄骨柱に作

用する荷重は 280kN となった。これは, 大きな

水平変形に対して主筋が引張降伏し, 試験体に

は引張力(-95kN)が生じ, その反力が鉄骨柱に作

用したためであると考えられる。このとき主筋

の一部で引張ひずみが増大し引張降伏したのを

確認している。試験終了時の残存軸力は 87kN で

あった。 

 

3.2 最大耐力 

図－６, 表－４に各試験体の最大耐力と計算

値を示す。最大耐力は M/QD=2.0 時の曲げ終局耐

力よりも大きくなった。また最大耐力は曲げ終

局耐力計算値以下であり, 各種せん断耐力式に

よる強度よりも大きくなった。なお, 荒川 min 式

中での M/Qd≦1.0 の制限は適用していない。 
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表－３ 実験結果一覧 

 

   

 

図－８ 鉛直変位-水平変位関係 ×：最大水平荷重時, △：鉄骨柱着地時 

 

 
写真－１ 鉛直支持能力喪失後の破壊状況 

図－７ 水平荷重-水平変位関係 ×：最大水平荷重時, △：鉄骨柱着地時 

表－４ 計算耐力一覧 

図－６ 最大耐力と計算耐力 
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3.3 PC 鋼棒のひずみ変動 

図－１０は, 試験体 M2下部制御域の 4本の PC

鋼棒について, 上段 2本（破線）と下段 2本（実

線）の平均ひずみを, 横軸に計測ステップ数をと

りプロットしたものである。上下段の PC 鋼棒の

ひずみが載荷のサイクルに従いそれぞれ変動し

ていることが分かる。しかしその変動分は小さ

く, 最大でも80μ程度であった。このことから、

圧着面に作用するモーメントは 2.3 で設計時に

考慮したよりも小さかったと考えられる。 

 

 

×：最大水平荷重時, △：鉄骨柱着地時 

図－１０ 試験体M2, 下部PC鋼棒のひずみ変動 

 

3.4 軸力保持能力 

 前述のように, 試験体はせん断破壊後もかな

り大きな変形に至るまで鉛直荷重を支持し続け

た。せん断破壊後にせん断破壊面付近の主筋の

圧縮ひずみが増大しており, コンクリートが破

壊することにより主筋が負担する軸力の割合が

増大したと考えられる。繰り返し載荷によりコ

ンクリートの破壊が進行し, 主筋のまわりのコ

ンクリートが無くなると, 主筋は座屈し, 試験

体は鉛直支持能力を喪失したと考えられる。全

圧縮主筋降伏時の荷重は鉛直荷重よりも大きい

ことから, 座屈するまで主筋は鉛直荷重を支持

していたものと考えられる。 

 

4. まとめ 

 せん断スパンの調整を想定し, 既存 RC 柱の柱

頭・柱脚部に鋼材を圧着することにより, 柱の破

壊性状が制御可能性を実験的に検討した。その

結果, 既存 RC 柱の曲げ終局強度を上昇させ, せ

ん断破壊させることができた。よって, 本実験で

用いた手法による RC 柱の破壊性状の制御は可

能であると言える。また,  RC 柱はせん断破壊の

後, その水平荷重に対する抵抗力を急激に喪失

するが, 鉛直荷重に対する支持能力は水平変形

がかなり大きくなっても維持し続けることが分

かった。 

 今後は制御域における応力の伝達機構につい

て調査を進め, 制御域の設計条件（PC 鋼棒の導

入軸力の大きさ等）の導出をめざす。 
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