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要旨：縮小 6 層 RC 造建物試験体の振動台実験 1)を対象に動的 FEM による事前解析を行い，試験体の挙動

を予測した。その結果，試験体の破壊モード及び最大耐力に至った加振の応答性状を良好な精度で予測でき

た。しかし，最大耐力以前の加振に関しては，事前解析は試験体の応答変位を大きめに評価する傾向があり，

実験と解析にやや乖離が見られた。そこで，実験に則した入力条件および材料定数を採用し，一部の材料構

成則を見直した事後解析を行った。事後解析では，事前解析と実験との乖離点が改善され，解析精度が向上

した。さらに，材料定数を変数とした解析を行い，試験体の最大耐力に対する材料強度の影響を把握した。 

キーワード：大規模 FEM 解析，振動台実験，E-ディフェンス，時刻歴応答解析 

 

1. はじめに 

 文部科学省の地震防災研究戦略プロジェクト 2)として，

「都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェ

クト」が平成24年度より5カ年の予定で実施されている。

このプロジェクトの一環として，鉄筋コンクリート造

（RC 造）建物の崩壊余裕度の定量化に必要な基礎デー

タを得ることを目的に，実大三次元震動破壊実験施設「Ｅ

－ディフェンス」を用いた縮小 6 層 RC 造建物試験体の

振動台実験が実施され，試験体が崩壊に至るまでの加振

が行われた（図－1参照）。 

 近年，計算機の性能が飛躍的な進歩を遂げるとともに，

FEM 解析は RC 部材の非線形挙動を予測再現するツール

として，多くの研究機関で RC 部材の様々な力学的特性

の解明に活用されている。これらの解析精度は，柱・梁・

壁など単一の部材を対象とした実験との比較により検証

される例が多い。一方，建物全体を詳細にモデル化した

FEM 解析例えば 3)～5)も行われ始めているが，実験が大規模

なものとなることから数に限りがあり，実験との比較を

通して，その解析精度を検証した例は少なく，RC 建物

の様々な破壊形式に対して，解析の妥当性が検証されて

いるとは言えない。 

本研究では，縮小 6 層 RC 造建物の振動台実験を対象

に，建物全体を詳細に再現した解析モデルを用いて，３

次元非線形動的 FEM による事前・事後解析を行い，試

験体の破壊に至るまでの挙動を予測再現した。実験と解

析結果の比較により RC 建物全体の動的非線形応答性状

および破壊性状に対する FEM 解析の有効性を検証した。 

 一般に RC 建物の設計においては，コンクリートおよ

び鉄筋の材料強度は，設計基準強度および公称強度に基

づいて行われる。一方，FEM 解析による実験のシミュレ

ーションでは，コンクリートおよび鉄筋の材料定数は，

１軸圧縮試験および引張試験などの材料試験結果に基づ

いて定めることが多い。そこで，設計基準強度および公

称強度を用いた解析を行い，実験結果と比較することで，

材料強度の設定が RC 建物の耐力に及ぼす影響を定量的

に把握した。また，設計時に算定された本建物の保有水

平耐力と解析における最大耐力の比較を行い，設計手法

の妥当性を検証した。 

 

2. 縮小 6 層 RC 造建物の振動台実験
1)
の概要 

2.1 試験体概要 

 試験体は，都市部に比較的多く存在する RC 造建物と

して板状共同住宅を取り上げ，現行基準に基づいて設計

され，6 階建てとしている。架構は，一方向（短辺方向）

が連層耐震壁付きラーメン架構，他方向（長辺方向）が

純ラーメン架構である。試験体の設計方針としては，2007

年版建築物の構造関係技術基準解説書 6)に基づき，標準

的な集合住宅寸法を有する実大建物(スパン6m，階高3m)

で構造設計を行い，試験体はできるだけ忠実に各部を

30%に縮小している。試験体の全体計画を図－1に示す。
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図－1 試験体の全体計画 1) 
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2.2 試験体の形状 

 試験体の構造図を図-2(a)(b)に示す。平面は 2×3 スパ

ン（1 スパン 1.8m），階高さを 900mm，スタブを含む試

験体の全高さ 6.5m，主要な柱断面は 196mm×226mm，

長辺方向の梁は 150mm×240mm，短辺方向の梁は 106mm

×180mm，2階以上の連層耐震壁の厚さは54mmである。

短辺方向の 2 階以上は，両妻面は幅 10mm の三方完全ス

リットを設けて雑壁とし，内側 2 構面のみ連層耐震壁と

している。1 階は，両妻面の 1 スパンを，壁厚をやや大

きくした耐震壁（厚さ 60mm）とするとともに，X3 構面

にのみ全スパンの 1/3 程度の長さの耐震壁（厚さ 90mm）

を配置し，2 階以上に対して壁量が急減しないよう計画

されている。また，各階には単位床重量が設計値と同じ

11.6kN/m2 になるように鋼製の錘を配置している。試験体

重量は，錘を含む 1 階以上で 1837kN であった。コンク

リートの設計基準強度は 30N/mm2 としている。加振直前

の材料試験結果は，1 階コンクリート圧縮強度が

45.5N/mm2，割裂強度が 3.47N/mm2，壁・柱・梁のせん

断補強筋の降伏強度が 364N/mm2，他の鉄筋の降伏強度

は 379N/mm2 であった。 

2.3 入力地震波 

入力地震波には 1995 年兵庫県南部地震時の観測波

（JMA 神戸および JR 鷹取駅の記録）が採用された。JMA

神戸波を基に，振幅を徐々に大きくして試験体が崩壊に

至るまでの加振が 3 日間にわたって行われた。表－1 に

加振ケース一覧を示す。JMA 神戸波は，北軸を 135 度東

方向へ回転し，主軸となる成分を主要な加振方向である

Y 方向（短辺方向）に入力している。なお，地震波は，

試験体縮尺に応じて時間軸を 33.31 倍に圧縮している。 

2.4 実験結果概要 

 加振ケース#1-7 で一部の柱主筋の降伏が確認され，加

振ケース#1-9 では，梁主筋や壁筋に降伏が確認された。

加振ケース#2-5 は，JMA 神戸 100%入力により，X1 構面

の 1 階壁において，かぶりコンクリートの剥落が確認さ

れ，2，3 階雑壁のスリット部に配筋した振れ止め筋 7)の

破断が確認された。加振ケース#3-3 は，JMA 神戸 120%

入力により，試験体は最大耐力を発揮し，ベースシア係

数が1.0を上回る応答が得られた。#3-5および#3-7では，

JMA 神戸 140%加振を繰り返し，いずれも Y 方向のみに

加振がなされ，最大応答層せん断力は繰り返しにより顕

著に低下した。最後の加振#3-9 では，JR 鷹取駅 120%を

入力し，1 階耐震壁は壁脚部のすべりが顕著に生じ，側

柱脚部の主筋が破断し，2 階耐震壁も著しく損傷するこ

とで，水平変位が大きく進展し試験体が崩壊に至った。 

 なお，実験の詳細については文献 1)を参照されたい。 

 

3. 事前解析 

3.1 解析概要 

 図－3 に解析モデルを示す。解析コードは大規模高速

化非線形解析ソフト「FINAL-GEO」8)を用いた。 

躯体の鉄筋コンクリートは四辺形積層シェル要素で

モデル化した。すべての柱と壁，および材軸が Y 方向の

梁（G2,G3 梁）は，主要な加振方向である Y 方向（短辺

方向）を面内とするシェル要素で，材軸が X 方向の梁（G1

梁）は X 方向を面内とするシェル要素でモデル化した。

シェル要素の厚さ方向を層分割（10 分割）することで，

要素の面外方向の曲げの非線形性を考慮した。G1 梁の主

筋は軸方向のみに剛性を有するトラス要素を用い，その

他の壁・柱・床・梁の鉄筋はシェル要素の鉄筋層として

表－1 加振ケース一覧 
(a) 1 日目 (b) 2 日目  (c) 3 日目 

Case 目標倍率 Case 目標倍率  Case 目標倍率 備考 

#1-3 10% #2-1 55%  #3-1 55% 3 軸 
#1-5 40% #2-3 70%  #3-3 120% 3 軸 
#1-7 55% #2-5 100%  #3-5 140% 1 軸 
#1-9 70%    #3-7 140% 1 軸 

     #3-9 120% 1 軸 
 基準地震波は JMA 神戸波。#1-3～#2-5 は 3 軸加振， 

#3-9 のみ JR 鷹取。 

図－2(a) 軸組図（X1,X4,X3 構面） 図－2(b) 平面図（１階，基準階）
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モデル化した。Y方向構面要素とG1梁の要素の接合は，

G1 梁の面外方向の曲げモーメントが伝達できるように

剛梁を用い，柱幅分の要素は剛域とした（図－3 参照）。 

各層の錘は，錘積載部分の床スラブに重量を付加して

表した。スリット部の振れ止め筋は弾塑性 bi-linear 型の

トラス要素でモデル化し，スリット壁と柱の衝突を模擬

するために，スリット壁隅角部に接触した時にのみ大き

な剛性を有するバネ要素を設けた。減衰は大変形を想定

し，文献 4)を参考に初期剛性比例型の 0.3％を仮定した。 

3.2 材料構成則 

材料構成則に関しては，コンクリートには等価一軸ひ

ずみに基づく直交異方性体としてモデル化し，非直交分

散ひび割れモデルを用いて，多方向に生じるひび割れを

考慮した。コンクリートの主応力～等価一軸ひずみにお

いて，圧縮側の最大強度以前に関しては修正 Ahmad モデ

ルを用い，最大強度以降は，部材厚さに応じて軟化特性

を考慮し，柱と梁に対しては中村モデル 9)を，壁と床に

対しては修正 Ahmad モデルを用いた。引張側に関しては，

主に D4,D6 の鉄筋が用いられており，テンションスティ

フニング特性（以下，TS 特性）の効果はほとんど見込め

ないものと考え，出雲モデル(c=1.0)とした。出雲モデル

は，図－4に示すように乗数 c により変化し，c が大きく

なるにしたがい TS 特性の効果が少なくなり，テンショ

ンカットオフに近く算定される。壁およびスラブのコン

クリートに関しては，ひび割れ後は圧縮強度の低減を考

慮した。ひび割れ面のせん断伝達特性には長沼モデルを

用いた。なお，鋼材の応力～ひずみ関係はバイリニアモ

デルとした。表－2 に解析で用いたコンクリートの材料

定数を示す。（上記の材料構成則の詳細は文献 10)を参照） 

3.4 境界条件および入力条件 

境界条件としては，試験体の基礎のモデル化は省略し，

１階柱脚部を固定した。解析における入力波は 2 連続も

しくは 3 連続加振とし，以下の 3 ケースの解析を実施し

た。時間刻みは 1 ステップ 0.005 秒とした。 

CASE1：JMA 神戸波 10％－ 35％－ 55％ 

CASE2：JMA 神戸波 55％－ 70％－100％ 

CASE3：JMA 神戸波 100％－120％ 

なお，120％の加振では，実験と同様に，主軸一方向

の加振とした。また，実験では 120％の加振（加振ケー

ス#3-3）で最大耐力に達し，ポストピーク域に至ったた

め，解析は 120％の加振までを対象とした。 

3.5 事前解析結果と実験結果の比較 

図－5に CASE1 の 3 加振，CASE2 の 70%と 100%の加

振，および CASE3 の 120%の加振における 1 階層せん断

力～1 階層間変形の関係を重ね合せて，実験結果と比較

して示す。解析の 1 階層せん断力は，1 階階高中間位置

断面で，各要素に生じる水平せん断応力に要素面積を乗

じた値の総和とした。解析の層間変形はスラブ中心位置

での上下階相対水平変位とした。同図中の赤線は実験に

おける層せん断力-層間変形の包絡線を示している。同図

より，概ね実験と解析は良好に対応していることがわか

る。また，図－6に 120%加振における 1 階層間変形およ

び 1 階層せん断力の応答時刻歴を実験結果と比較して示

す。同図においても，振幅に若干の違いが見られるが，

表－2 解析のコンクリート材料定数

図－5 １階層せん断力～1 階層間変形関係の比較（事前解析と実験）

図－3 解析モデル 

図－4 TS 特性モデル 

実験と解析の乖離部分 
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位相は合致し，解析と実験は概ね一致していることがわ

かる。これらの比較から，事前解析が実験の応答性状を

良好な精度で予測できていたことを確認した。 

図－7 および図－8 に解析と実験から得られた損傷状

況の比較を示す。解析は 120%加振の最大応答変形時の

損傷状況で，図－8は変形倍率 10 倍で描画している。赤

色で示す部分が最大強度に達し，軟化領域に入ったコン

クリート要素を示している。図中の写真は実験終了後の

損傷状況を示す。図－7より，事前解析では，1 階の独立

柱脚部及び 1 階壁のほぼ全面が軟化領域に達し，X2,X3

構面の 2・3 階耐震壁も破壊に至ったことがわかる。各部

材について，実験の損傷状況と比較すると，実験と解析

の破壊状況が概ね符合していることが確認できる。この

ように，事前解析においては，1 階と 2 階の損傷が大き

く，破壊に至るものと予測しており，実験と事前解析の

破壊モードは概ね一致した。 

実験と事前解析が乖離した点としては，解析は実験と

比べて，JMA 神戸 100%以前の加振における応答変位を

大きめに評価し，包絡線における剛性を低めに評価する

傾向がある点が挙げられる（図－5の変形約 2～10mm の

範囲）。この乖離点を改善し，さらに解析精度を向上させ

ることを目的に事後解析を実施した。 

 

4. 事後解析 

4.1 事前解析からの変更点 

 事前解析からの変更点としては，コンクリートの材料

定数に実験直前の材料試験結果を反映し（表－2 参照），

床・耐震壁の TS 特性モデルを出雲モデル(c=1. 0)から山

口・長沼モデル 10)に変更した。事前解析では，試験体に

は細系の鉄筋を用いているため，TS 特性の効果を小さめ

に設定していたが，床・耐震壁については，鉄筋が均一

に配筋されており，実験結果との比較から TS 特性が見

込めるものとして見直した。なお，山口・長沼モデルは

RC 平板の純せん断実験より導かれ，コンクリート強度，

ひび割れ直交方向のひずみ，及び鉄筋比を変数とした構

成則である。また，減衰も 0.3%から 0.2％に変更し，入

力波には振動台の実測加速度（並進加速度+回転加速度）

を入力し，JMA 神戸 40%→55%→70%→100%→120%の

６連続加振を行った。 

4.2 事後解析結果と実験結果の比較 

 図－9 に解析と実験の１階層せん断力～1 階層間変形

関係を示し，図－10に 55％加振，100％加振および 120％

図－6  1 階層間変形および１階層せん断力の時刻歴の比較（左：１階層間変形，右：１階層せん断力） 

図－7 各構面の損傷状況の比較（事前解析と実験） 
図－8 建物全体の損傷状況 

の比較（事前解析と実験）

変形倍率：10 倍 

建物全体の損傷状況（解析）

最終損傷状況（実験）
（実験：上下段の写真，解析：中段の図） 
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加振の応答変位の時刻歴の比較を示す。事前解析では，

応答変位を過大評価する傾向にあったが，事後解析では，

事前解析と実験結果の相違点が改善され，実験の非線形

応答性状を良好な精度で再現できていることがわかる。

また，最大耐力および最大耐力時の変形に関しても，解

析と実験は概ね一致しており，試験体の初期の加振から

破壊に至る加振までの非線形挙動が良好に再現できた。 

 なお，別途，事前解析からの各変更点が解析結果に与

える影響を検討した。その結果，コンクリート引張強度

および TS 特性モデルの見直しが解析結果に最も大きく

影響することがわかった。また，事後解析では，振動台

上で計測された加速度を入力波として用いており，回転

加速度と並進加速度の両方を入力した 3)。回転加速度の

入力の有無を変数とした場合で，応答変位が 15％程度の

差異があり，回転加速度を考慮した方が実験結果と良好

に対応することを確認している。その他の減衰の変更に

関しては，解析結果に与える影響は小さかった。 

 

5. 最大耐力に対する材料強度の影響 

5.1 解析概要 

 事後解析のモデルにおいて，設計時に用いた材料定数

を設定した解析（以下，解析 A）を行い，事後解析，実

験および設計時における保有水平耐力と比較した。ここ

では，最大耐力に対する材料強度の影響を定量的に把握

するとともに設計手法の妥当性の検証を目的とした。コ

ンクリート強度は，設計基準強度の 30N/mm2 とし，鉄筋

に関しては，SD295（壁筋や床筋），SD345（柱・梁主筋）

の降伏強度は，それぞれ 295N/mm2，345N/mm2 とした。

コンクリートの材料定数は表－2を参照されたい。 

5.2 解析結果 

 図－11に解析 A から得られた１階層せん断力～2 階層

間変位の関係を事後解析と比較して示す。なお，図中に

は設計時の保有水平耐力および事後解析の最大耐力を示

す。なお，設計の保有水平耐力は，設計基準強度および

公称強度を用いて 2007 年版建築物の構造関係技術基準

解説書 6)に基づき算定され，ベースシア係数（以下 CB）

で 0.83 であった。また，表－3 に実験，事後解析および

解析Aにおける各加振毎の１階の最大応答変位および最

大層せん断力の一覧を示す。事後解析および実験では，

JMA 神戸 100%の加振において，応答層せん断力（約

2000kN）が概ね最大を発揮したのに対して，解析 A では

JMA 神戸 55%の加振において，応答層せん断力（約

1500kN）が概ね最大に達した。設計強度を用いた解析 A

の最大耐力は，事後解析および実験の最大耐力の約 80％

で CB＝0.83 程度で，概ね設計における保有水平耐力と同

程度であった。このことから，実験における最大耐力と

設計時の保有水平耐力の差は，材料強度の違いによるも

のと推察でき，本研究で対象とした建物の最大耐力に関

しては設計手法が概ね妥当であることが確認できた。 

 

6. まとめ 

本論で得られた知見を以下に示す。 

1) 縮小 6 層 RC 造建物試験体の振動台実験を対象とし

た事前解析では，最大耐力以前の加振における応答変位

図－9 １階層せん断力～1 階層間変形関係の比較

（事後解析と実験） 

図－10  1 階層間変形の時刻歴の比較（事後解析と実験）
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を大きめに評価する傾向があったが，主として下層の耐

震壁が破壊に至る損傷モード，最大耐力，および最大耐

力に至った加振の応答性状を良好な精度で予測できた。 

2) 実験に則した入力条件および材料定数を採用し，一部

の材料構成則を見直した事後解析を行った。事後解析で

は，事前解析と実験との乖離点が改善され，解析精度が

向上した。 

3)設計基準強度を採用した解析を行い，試験体の最大耐

力に対する材料強度の影響を定量的に把握した。また，

実験における最大耐力と設計時の保有水平耐力の差は，

材料強度の違いによるものと推察された。このことより，

本研究で対象とした耐震壁が主要な架構である建物の最

大耐力に関しては，設計手法が概ね妥当であることが確

認できた。 
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表－3 最大応答変位と最大層せん断力の一覧 

図－11 １階層せん断力～1 階層間変形関係の比較（解析 A）

δmax：加振中の１階最大水平変位(mm)、Qmax：加振中の１階最大層せん断力(kN)

δmax Qmax δmax Qmax δmax Qmax

JMA40％加振 0.36 769 0.35 929 0.71 827
JMA55％加振 1.02 1212 0.87 1214 5.31 1554
JMA70％加振 1.43 1445 1.99 1463 8.39 1491
JMA100％加振 6.04 1975 7.16 1998 35.75 1636
JMA120％加振 24.50 2160 22.81 1979 40.85 1297.9

実験 事後解析 解析A

-354-




