
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
互いに対向する位置にて立設された一対の柱と該柱の頂部に架け渡された梁とからなるＲ
Ｃラーメン架構と、該ＲＣラーメン架構の構面内に配置されたダンパー機構とからなると
ともに、該ダンパー機構を鉛直変位ダンパーと該鉛直変位ダンパーを挟むようにしてその
両側方に頂点にてそれぞれ接合された一対の三角形状壁体とから構成し、該各三角形状壁
体の底辺に相当する側方縁部を前記一対の柱にそれぞれ接合したことを特徴とする耐震架
構構造。
【請求項２】
互いに対向する位置にて立設された一対のＲＣ柱を含む構面内にダンパー機構を配置する
とともに、該ダンパー機構を鉛直変位ダンパーと該鉛直変位ダンパーを挟むようにしてそ
の両側方に頂点にてそれぞれ接合された一対の三角形状壁体とから構成し、前記各三角形
状壁体の底辺に相当する側方縁部を前記一対のＲＣ柱にそれぞれ接合したことを特徴とす
る耐震架構構造。
【請求項３】
前記鉛直変位ダンパーを、水平方向の強制変形を吸収可能なダンパーとした請求項１又は
請求項２記載の耐震架構構造。
【請求項４】
互いに対向する位置にて立設された一対の柱と該柱の頂部に架け渡された梁とからなるＲ
Ｃラーメン架構と、該ＲＣラーメン架構の構面内に配置されたダンパー機構とからなると
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ともに、該ダンパー機構を鉛直変位ダンパーと該鉛直変位ダンパーを挟むようにしてその
両側方に頂点にてそれぞれ接合された一対の三角形状壁体とから構成し、該各三角形状壁
体の底辺に相当する側方縁部を前記一対の柱にそれぞれ接合してなる耐震架構構造の設計
方法であって、該耐震架構構造を、前記ＲＣラーメン架構の剛接点を回転バネに置換した
ＲＣ解析モデルと、前記柱及び前記梁をそれぞれ仮想剛体柱、仮想剛体梁に置換して互い
にピン接合するとともに前記仮想剛体柱の下端をピンとし前記各三角形状壁体の側方縁部
を前記各仮想剛体柱にそれぞれ接合してなるダンパー解析モデルとに分解した状態で個別
にモデル化し、
前記耐震架構構造に作用させる設計外力Ｐのうち、前記ダンパー解析モデルの負担分Ｐ db
を、Ｈを前記仮想剛体柱の高さ、Ｂを前記仮想剛体梁の長さ、Ｑをダンパーの荷重変位特
性として
Ｐ db＝（Ｂ／Ｈ）Ｑ
とするとともに、前記ＲＣ解析モデルの負担分Ｐ rcを、
Ｐ rc＝Ｐ―Ｐ db
とし、前記ダンパー解析モデルにＰ dbを、前記ＲＣ解析モデルにＰ rcをそれぞれ作用させ
て弾塑性解析を個別に行い、前記耐震架構構造の断面設計を行うことを特徴とする耐震架
構構造の設計方法。
【請求項５】
互いに対向する位置にて立設された一対のＲＣ柱を含む構面内にダンパー機構を配置する
とともに、該ダンパー機構を鉛直変位ダンパーと該鉛直変位ダンパーを挟むようにしてそ
の両側方に頂点にてそれぞれ接合された一対の三角形状壁体とから構成し、前記各三角形
状壁体の底辺に相当する側方縁部を前記一対のＲＣ柱にそれぞれ接合してなる耐震架構構
造の設計方法であって、該耐震架構構造を、前記一対のＲＣ柱の下端を回転バネに置換し
たＲＣ解析モデルと、前記一対のＲＣ柱を仮想剛体柱にそれぞれ置換して該各仮想剛体柱
の下端をピンとするとともに前記各三角形状壁体の側方縁部を前記各仮想剛体柱にそれぞ
れ接合してなるダンパー解析モデルとに分解した状態で個別にモデル化し、
前記耐震架構構造に作用させる設計外力Ｐのうち、前記ダンパー解析モデルの負担分Ｐ db
を、Ｈを前記仮想剛体柱の高さ、Ｂを前記仮想剛体柱の配置間隔、Ｑをダンパーの荷重変
位特性として
Ｐ db＝（Ｂ／Ｈ）Ｑ
とするとともに、前記ＲＣ解析モデルの負担分Ｐ rcを、
Ｐ rc＝Ｐ―Ｐ db
とし、前記ダンパー解析モデルにＰ dbを、前記ＲＣ解析モデルにＰ rcをそれぞれ作用させ
て弾塑性解析を個別に行い、前記耐震架構構造の断面設計を行うことを特徴とする耐震架
構構造の設計方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、耐震性が要求される耐震架構構造及びその設計方法、特に道路、鉄道等に供さ
れる高架橋の下部構造に適用される耐震架構構造及びその設計方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
道路、鉄道等の橋梁には、河川、海峡等を横断する狭義の橋梁のほかに市街地において連
続的に建設される、いわゆる高架橋がある。かかる高架橋は、効率的な土地利用の観点か
ら、道路上、鉄道上あるいは河川上の空間に連続して建設されるものであり、道路と道路
あるいは道路と鉄道とが平面で交差する場合にそれらのいずれかを高架橋とすることによ
り、交通渋滞を解消することも可能となる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
かかる高架橋を構築するにあたり、従来は、ＲＣ架構からなる橋脚で下部構造を構築する

10

20

30

40

50

(2) JP 3835677 B2 2006.10.18



のが一般的であったが、最近では、該ＲＣ架構にダンパーブレースを組み合わせた下部構
造が研究開発されている。
【０００４】
この下部構造は、ＲＣ架構の構面内にダンパーブレースを配置してなるものであり、耐震
性を向上させることができるという点で今後多いに期待されているものである。
【０００５】
しかしながら、ダンパーブレースを構成するダンパーを例えば鋼製ダンパーで構成する場
合、材料特性上、その許容変形量をあまり大きくとることができず、大地震時においては
、かかる鋼製ダンパーが先に破断し、ＲＣラーメン架構の靭性能を十分に活かすことがで
きないという問題を生じていた。
【０００６】
また、ダンパーが比較的小さな変形で破断してしまう場合には、ダンパーやＲＣ架構の耐
力を増加せざるを得ないが、その場合には、当然ながら基礎や杭にも耐力増加が要求され
ることとなり、結局、全体として大断面の構造となり、コスト面で問題を生じていた。
【０００７】
また、比較的高さの高い高架橋では、強度あるいは剛性確保の関係上、中間高さ位置に梁
を架け渡す必要があるが、かかる中間梁は、橋軸及びその直交方向に配置されるため、配
筋が複雑となってコストを押し上げる原因となるという問題を生じていた。
【０００８】
また、そもそもブレースを採用する場合には、鋼材を使用するのが一般的であるが、それ
によってやはりコストが高くなるという問題も生じていた。
【０００９】
本発明は、上述した事情を考慮してなされたもので、ダンパーやＲＣ架構を大断面とせず
とも、またコストのかかる中間梁を配置したり鉄骨ブレースを使用したりせずとも耐震性
を向上させることが可能な耐震架構構造及びその設計方法を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明に係る耐震架構構造は請求項１に記載したように、互い
に対向する位置にて立設された一対の柱と該柱の頂部に架け渡された梁とからなるＲＣラ
ーメン架構と、該ＲＣラーメン架構の構面内に配置されたダンパー機構とからなるととも
に、該ダンパー機構を鉛直変位ダンパーと該鉛直変位ダンパーを挟むようにしてその両側
方に頂点にてそれぞれ接合された一対の三角形状壁体とから構成し、該各三角形状壁体の
底辺に相当する側方縁部を前記一対の柱にそれぞれ接合したものである。
【００１１】
また、本発明に係る耐震架構構造は請求項２に記載したように、互いに対向する位置にて
立設された一対のＲＣ柱を含む構面内にダンパー機構を配置するとともに、該ダンパー機
構を鉛直変位ダンパーと該鉛直変位ダンパーを挟むようにしてその両側方に頂点にてそれ
ぞれ接合された一対の三角形状壁体とから構成し、前記各三角形状壁体の底辺に相当する
側方縁部を前記一対のＲＣ柱にそれぞれ接合したものである。
【００１２】
また、本発明に係る耐震架構構造は、前記鉛直変位ダンパーを、水平方向の強制変形を吸
収可能なダンパーとしたものである。
【００１３】
また、本発明に係る耐震架構構造の設計方法は請求項４に記載したように、互いに対向す
る位置にて立設された一対の柱と該柱の頂部に架け渡された梁とからなるＲＣラーメン架
構と、該ＲＣラーメン架構の構面内に配置されたダンパー機構とからなるとともに、該ダ
ンパー機構を鉛直変位ダンパーと該鉛直変位ダンパーを挟むようにしてその両側方に頂点
にてそれぞれ接合された一対の三角形状壁体とから構成し、該各三角形状壁体の底辺に相
当する側方縁部を前記一対の柱にそれぞれ接合してなる耐震架構構造の設計方法であって
、該耐震架構構造を、前記ＲＣラーメン架構の剛接点を回転バネに置換したＲＣ解析モデ

10

20

30

40

50

(3) JP 3835677 B2 2006.10.18



ルと、前記柱及び前記梁をそれぞれ仮想剛体柱、仮想剛体梁に置換して互いにピン接合す
るとともに前記仮想剛体柱の下端をピンとし前記各三角形状壁体の側方縁部を前記各仮想
剛体柱にそれぞれ接合してなるダンパー解析モデルとに分解した状態で個別にモデル化し
、
前記耐震架構構造に作用させる設計外力Ｐのうち、前記ダンパー解析モデルの負担分Ｐ db
を、Ｈを前記仮想剛体柱の高さ、Ｂを前記仮想剛体梁の長さ、Ｑをダンパーの荷重変位特
性として
Ｐ db＝（Ｂ／Ｈ）Ｑ
とするとともに、前記ＲＣ解析モデルの負担分Ｐ rcを、
Ｐ rc＝Ｐ―Ｐ db
とし、前記ダンパー解析モデルにＰ dbを、前記ＲＣ解析モデルにＰ rcをそれぞれ作用させ
て弾塑性解析を個別に行い、前記耐震架構構造の断面設計を行うものである。
【００１４】
また、本発明に係る耐震架構構造の設計方法は請求項５に記載したように、互いに対向す
る位置にて立設された一対のＲＣ柱を含む構面内にダンパー機構を配置するとともに、該
ダンパー機構を鉛直変位ダンパーと該鉛直変位ダンパーを挟むようにしてその両側方に頂
点にてそれぞれ接合された一対の三角形状壁体とから構成し、前記各三角形状壁体の底辺
に相当する側方縁部を前記一対のＲＣ柱にそれぞれ接合してなる耐震架構構造の設計方法
であって、該耐震架構構造を、前記一対のＲＣ柱の下端を回転バネに置換したＲＣ解析モ
デルと、前記一対のＲＣ柱を仮想剛体柱にそれぞれ置換して該各仮想剛体柱の下端をピン
とするとともに前記各三角形状壁体の側方縁部を前記各仮想剛体柱にそれぞれ接合してな
るダンパー解析モデルとに分解した状態で個別にモデル化し、
前記耐震架構構造に作用させる設計外力Ｐのうち、前記ダンパー解析モデルの負担分Ｐ db
を、Ｈを前記仮想剛体柱の高さ、Ｂを前記仮想剛体柱の配置間隔、Ｑをダンパーの荷重変
位特性として
Ｐ db＝（Ｂ／Ｈ）Ｑ
とするとともに、前記ＲＣ解析モデルの負担分Ｐ rcを、
Ｐ rc＝Ｐ―Ｐ db
とし、前記ダンパー解析モデルにＰ dbを、前記ＲＣ解析モデルにＰ rcをそれぞれ作用させ
て弾塑性解析を個別に行い、前記耐震架構構造の断面設計を行うものである。
【００１５】
本発明に係る耐震架構構造においては、大地震時において柱の上下端又は柱の下端に塑性
ヒンジを生じるようにしておけば、各柱は、その上下端又は下端でのみ曲率が生じ、端部
を除く中間位置ではほぼ直線状に傾斜する変形状態となる。
【００１６】
そして、鉛直変位ダンパーは、かかる直線傾斜状態の柱から強制変形を受けることになる
ため、該ダンパーに生じる相対鉛直変形量は、梁の長さ又はＲＣ柱の配置間隔をＢ、柱の
高さをＨとしたときの縦横比Ｂ／Ｈの大きさに応じてＲＣラーメン架構又はＲＣ柱に生じ
る水平変形量ΔＨよりも低減され、（Ｂ／Ｈ）ΔＨとなる。例えば、縦横比Ｂ／Ｈが２分
の１という細長い場合であれば、鉛直変位ダンパーに生じる相対鉛直変形量は、ＲＣラー
メン架構やＲＣ柱に生じる水平変形量ΔＨのほぼ２分の１となる。
【００１７】
したがって、この場合について言えば、ＲＣラーメン架構やＲＣ柱が従来よりも二倍の変
形量まで変形することが可能となり、ＲＣラーメン架構やＲＣ柱の靭性は十分に活用され
る。
【００１８】
上述した本発明に係る耐震架構構造を設計するには、まず、耐震架構構造をＲＣ解析モデ
ルとダンパー解析モデルの２つに分解した状態でモデル化する。これは、ＲＣラーメン架
構あるいは一対のＲＣ柱とダンパー機構とが混在した全体系で考えた場合にそのモデル化
が煩雑かつ困難になったり、解析時間が長くなったりして実用化に適さないことに鑑みた
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ものである。
【００１９】
ここで、ＲＣ解析モデルは、ＲＣラーメン架構をその柱の上下端で塑性化させ、又はＲＣ
柱の下端を塑性化させることを前提とし、ＲＣラーメン架構の剛接点（柱頭及び柱脚）又
はＲＣ柱の下端を回転バネに置換したものと考えてモデル化する。
【００２０】
一方、ダンパー解析モデルは、上述の柱及び梁をそれぞれ仮想剛体柱、仮想剛体梁に置換
して互いにピン接合し又はＲＣ柱を仮想剛体柱に置換してそれら仮想剛体柱の下端をピン
とするとともに、上述の各三角形状壁体の側方縁部を各仮想剛体柱にそれぞれ接合してな
るものと考えてモデル化する。
【００２１】
これは、ＲＣラーメン架構をその柱の上下端で塑性化させ、又はＲＣ柱をその下端で塑性
化させることを前提とした場合、柱は、その上下端又は下端でのみ曲率を持ち、中間位置
では、直線状に傾いた状態となるとともに、鉛直変位ダンパーにはかかる変形状態のＲＣ
ラーメン架構又はＲＣ柱から強制変形が作用することとなるため、結局、ＲＣラーメン架
構又はＲＣ柱の全体変形のうち、上述した縦横比Ｂ／Ｈに応じた比率分が鉛直変位ダンパ
ーに強制変形として入り、その結果として、鉛直変位ダンパーが相対変形を生ずる。
【００２２】
したがって、柱及び梁をそれぞれ仮想剛体柱、仮想剛体梁に置換して互いにピン接合し、
該仮想剛体柱にダンパー機構の各三角形状壁体を上述したように接合されてなるものと考
えてモデル化を行うこと、及びＲＣ柱を仮想剛体柱に置換してダンパー機構の各三角形状
壁体を上述したように接合されてなるものと考えてモデル化を行うことは、工学的に十分
な妥当性を持つ。
【００２３】
このようにＲＣ解析モデルとダンパー解析モデルのモデル化が終了したならば、耐震架構
構造に作用させるべき設計外力Ｐを、ＲＣ解析モデルとダンパー解析モデルのそれぞれに
分配する、すなわち、ダンパー解析モデルにはＰ dbを、ＲＣ解析モデルにはＰ rcをそれぞ
れ作用させて弾塑性解析を個別に行い、しかる後にそれぞれの解析結果にしたがって耐震
架構構造の断面設計を行う。
【００２４】
ここで、ダンパー解析モデルの負担分Ｐ dbは、Ｈを仮想剛体柱の高さ、Ｂを仮想剛体梁の
長さ又は一対のＲＣ柱の配置間隔、Ｑをダンパーの荷重変位特性としたならば、
Ｐ db＝（Ｂ /Ｈ）Ｑ
と表すことができるとともに、ＲＣ解析モデルの負担分Ｐ rcについては、
Ｐ rc＝Ｐ―Ｐ db
と表すことができる。
【００２５】
この式からわかるように、ダンパー解析モデルの負担分Ｐ dbは、（Ｂ /Ｈ）が決まれば、
後はダンパーの荷重変位特性Ｑによって一義的に決定されることとなり、本来であれば、
ＲＣラーメン架構あるいは一対のＲＣ柱とダンパー機構とが混在した複雑な構造モデルと
して解析しなければならないものが、ＲＣラーメン架構あるいは一対のＲＣ柱とダンパー
機構とを独立させて個別に解析できるようになり、設計実務上、きわまえて有効な簡略設
計方法となる。
【００２６】
本発明で言うところの耐震架構構造がどの部位に適用されるかは任意であり、例えば建築
物の耐震壁に適用してもよいし、高架橋の下部構造である橋脚に適用してもよい。なお、
高架橋は、鉄道用高架橋、道路用高架橋などを含む概念であり、その用途が任意であるこ
とは言うまでもない。
【００２７】
また、ＲＣラーメン架構の構面や一対のＲＣ柱を含む構面は、必ずしも橋軸方向に直交す
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る面に限るものではなく、橋軸方向に平行な構面でもよいし、橋軸方向に対して斜めの角
度を持つ構面でもよい。
【００２８】
本発明でいう三角形状壁体は、頂点相当箇所にて鉛直変位ダンパーの側方に接合され、該
頂点相当箇所から見たときの底辺相当部分がＲＣラーメン架構の柱やＲＣ柱に接合される
側方縁部となり得るものである限り、その材質や形状は任意であり、材質面では、例えば
プレキャストコンクリート板や鋼板で構成することが考えられる。また、形状については
、三角形のみならず、上底が頂点となって鉛直変位ダンパーに接合され下底が側方縁部と
なって柱に接合される台形でもかまわない。さらには、鉛直変位ダンパーの接合位置から
柱の接合位置までの三角形状壁体の上縁及び下縁が直線である必要はなく、曲線を描くも
のでもかまわない。
【００２９】
一方、本発明の三角形状壁体は字句通り壁体であって、ブレースを含まないことは言うま
でもない。
【００３０】
鉛直変位ダンパーは、典型的には、極軟鋼やスリット入り薄鋼板等で構成した履歴減衰型
せん断ダンパーが考えられるが、相対鉛直変形によって減衰力を発揮できるものであれば
いかなる原理、構造のダンパーでもよく、履歴減衰型曲げダンパーなども採用可能である
。
【００３１】
ここで、鉛直変位ダンパーについては上述の作用を奏するものである限り、水平方向に沿
って生じる強制変形を考慮するかどうかは任意であるが、水平方向の強制変形を吸収可能
なダンパーを採用すれば、該ダンパーに軸力が発生しないため、上述した作用効果に加え
て、大変形時における軸力の影響を取り除くことができるという作用効果も奏する。
【００３２】
一方、ＲＣ柱の頂部には、例えば車両の通過状況によって異なる上載荷重が作用するが、
かかる状況で地震波が入力した場合、各ＲＣ柱の頂部に作用する上載荷重の違いによって
振動性状は大きく異なり、各ＲＣ柱は、異なる位相で振動することが考えられる。このよ
うな状況では、むしろ水平方向に沿って生じる強制変形を吸収せず、一対の横Ｖ字状ブレ
ースを鉛直変位ダンパーを介して剛結するように構成するのが望ましい。
【００３３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る耐震架構構造及びその設計方法の実施の形態について、添付図面を参
照して説明する。なお、従来技術と実質的に同一の部品等については同一の符号を付して
その説明を省略する。
【００３４】
（第１実施形態）
【００３５】
図１は、本実施形態に係る耐震架構構造としての高架橋の下部構造を橋軸方向から見た正
面図である。同図でわかるように、本実施形態に係る高架橋の下部構造１は、互いに対向
する位置にて立設された橋脚状の一対の柱２，２と該柱の頂部に架け渡された梁３とから
なるＲＣラーメン架構４と、該ＲＣラーメン架構の構面内に配置されたダンパー機構５と
から概ね構成してあり、柱２は、杭７を打ち込んだ上でその上に設けられたフーチング８
に立設してある。
【００３６】
ダンパー機構５は、鉛直変位ダンパーとしての履歴減衰型せん断ダンパー６と、該鉛直変
位ダンパーを挟むようにしてその両側方に頂点にてそれぞれ接合された一対の三角形状壁
体９，９とから構成してあり、該各三角形状壁体の底辺に相当する側方縁部を一対の柱２
，２にそれぞれ接合してある。
【００３７】
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履歴減衰型せん断ダンパー６は、地震時の振動エネルギーを履歴減衰によって吸収し、橋
軸に直交する方向の高架橋の揺れを速やかに収斂させるようになっている。
【００３８】
かかる履歴減衰型せん断ダンパー６は、通常の薄鋼板にスリットを多数入れて構成したり
、極軟鋼で形成されたもので構成することが可能であり、必要に応じて補剛リブを設け、
局部座屈を防止するのが望ましい。かかる履歴減衰型せん断ダンパー６は、メンテナンス
時に交換できるよう、三角形状壁体９，９の間に着脱自在に取り付けておくのがよい。
【００３９】
三角形状壁体９は、例えばプレキャストコンクリート板で構成することができる。なお、
三角形状壁体９の形状は、幾何学的な観点で厳密に言えば台形であり、該台形の上底が頂
点となって履歴減衰型せん断ダンパー６の側方に接合される一方、下底が側方縁部となっ
て柱２に接合されるものであるが、全体として見れば、三角形状であることには違いはな
い。
【００４０】
本実施形態に係る耐震架構構造としての高架橋の下部構造１においては、まず、大地震時
において柱２，２の上下端に塑性ヒンジを生じるようにしておくことを前提とする。この
ようにすれば、各柱２は、その上下端でのみ曲率が生じ、端部を除く中間位置ではほぼ直
線状に傾斜する変形状態となる。
【００４１】
そして、履歴減衰型せん断ダンパー６は、かかる直線傾斜状態の柱２から強制変形を受け
ることになるため、該履歴減衰型せん断ダンパーに生じる相対鉛直変形量δ dは、図２に
示すように、梁の長さをＢ、柱の高さをＨとしたときのＲＣラーメン架構４の縦横比Ｂ／
Ｈの大きさに応じてＲＣラーメン架構４に生じる水平変形量ΔＨよりも低減され、（Ｂ／
Ｈ）ΔＨとなる。
【００４２】
すなわち、ＲＣラーメン架構４のせん断変形角をθとすると、
δｄ＝２・ tanθ・Ｂ／２、 tanθ＝ΔＨ／Ｈ
であるので、δｄは（Ｂ／Ｈ）ΔＨとなる。
【００４３】
例えば、縦横比Ｂ／Ｈが２分の１の細長いＲＣラーメン架構であれば、鉛直変位ダンパー
に生じる相対鉛直変形量δｄは、ＲＣラーメン架構４に生じる水平変形量ΔＨのほぼ２分
の１となる。
【００４４】
したがって、この場合について言えば、履歴減衰型せん断ダンパー６が先行破断すること
なく、ＲＣラーメン架構４が従来よりも二倍の変形量まで変形することが可能となり、Ｒ
Ｃラーメン架構４の靭性は十分に活用される。
【００４５】
次に、本発明に係る耐震架構構造としての高架橋の下部構造１を設計するには、まず、耐
震架構構造である高架橋の下部構造１を、図３に示すようにＲＣ解析モデル１１と、ダン
パー解析モデル１２の２つに分解した状態でモデル化する。これは、ＲＣラーメン架構４
とダンパー機構５とが混在した全体系で考えた場合にそのモデル化が煩雑かつ困難になっ
たり、解析時間が長くなったりして実用化に適さないことに鑑みたものである。
【００４６】
ここで、ＲＣ解析モデル１１は、ＲＣラーメン架構４をその柱２の上下端で塑性化させる
ことを前提とし、ＲＣラーメン架構の剛接点（柱頭及び柱脚）を同図に示すように回転バ
ネ２１に置換したものと考えてモデル化する。
【００４７】
なお、回転バネ２１は、変位（回転量）に関して非線形のバネであって、回転量が小さい
領域、つまり弾性領域では、剛接に相当する大きな剛性を持つが、変形が進むにつれて塑
性化し、大変形領域では、剛性が小さな塑性ヒンジとなるような特性として付与されるも
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のである。
【００４８】
一方、ダンパー解析モデル１２は、上述の柱２及び梁３をそれぞれ仮想剛体柱２２、仮想
剛体梁２３に置換して互いにピン接合するとともに各仮想剛体柱２２の下端をピンとし、
三角形状壁体９，９の側方縁部を仮想剛体柱２，２にそれぞれ接合してなるものと考えて
モデル化する。
【００４９】
これは、ＲＣラーメン架構４をその柱２の上下端で塑性化させることを前提とした場合、
柱２は、その上下端でのみ曲率を持ち、中間位置では、直線状に傾いた状態となるととも
に、履歴減衰型せん断ダンパー６にはかかる変形状態のＲＣラーメン架構４から強制変形
が作用することとなるため、結局、ＲＣラーメン架構４の全体変形ΔＨのうち、上述した
縦横比Ｂ／Ｈに応じた比率分が履歴減衰型せん断ダンパー６に強制変形として入り、その
結果として、履歴減衰型せん断ダンパー６に生ずる相対変形δｄは、（Ｂ／Ｈ）ΔＨとな
る。
【００５０】
したがって、柱２及び梁３をそれぞれ仮想剛体柱２２、仮想剛体梁２３に置換して互いに
ピン接合し、該仮想剛体柱にダンパー機構５の各三角形状壁体９，９を上述したように接
合されてなるものと考えてモデル化を行うことは、工学的に十分な妥当性を持つ。
【００５１】
このようにＲＣ解析モデル１１とダンパー解析モデル１２のモデル化が終了したならば、
耐震架構構造である高架橋の下部構造１に作用させるべき設計外力Ｐを、ＲＣ解析モデル
１１とダンパー解析モデル１２のそれぞれに分配する、すなわち、ダンパー解析モデル１
２にはＰ dbを、ＲＣ解析モデル１１にはＰ rc（Ｐ rc＝Ｐ―Ｐ db）をそれぞれ作用させて弾
塑性解析を個別に行い、しかる後にそれぞれの解析結果にしたがって耐震架構構造の断面
設計を行うとともに、高架橋の下部構造１の全体性能については、それぞれの解析結果を
重ね合わせたものとして評価する。
【００５２】
ここで、履歴減衰型せん断ダンパー６の荷重変位特性（相対変形量ΔＨに対する荷重）を
Ｑと定義したならば、該ダンパーに強制的な相対変形（Ｂ／Ｈ）ΔＨが入るのであるから
、ダンパー解析モデル１２の負担分Ｐ dbは、その強制変形から自ずと定まり、（Ｂ／Ｈ）
Ｑと表すことができる。
【００５３】
この式からわかるように、ダンパー解析モデル１２の負担分Ｐ dbは、（Ｂ /Ｈ）が決まれ
ば、後はダンパーの荷重変位特性Ｑによって一義的に決定されることとなる。
【００５４】
以上説明したように、本実施形態に係る高架橋の下部構造１によれば、履歴減衰型せん断
ダンパー６は、直線傾斜状態の柱２から強制変形を受けることになるため、該履歴減衰型
せん断ダンパーに生じる相対鉛直変形量δ dは、ＲＣラーメン架構４の縦横比Ｂ／Ｈの大
きさに応じてＲＣラーメン架構４に生じる水平変形量ΔＨよりも低減され、（Ｂ／Ｈ）Δ
Ｈとなる。
【００５５】
したがって、例えばＢ／Ｈ＝１／２となるような場合には、ＲＣラーメン架構４を従来よ
りも二倍の変形量まで変形させてその靭性を十分に活用することが可能となり、履歴減衰
型せん断ダンパー６の履歴減衰による振動エネルギー吸収作用と相まって、大断面設計と
せずとも、より合理的な断面設計で大地震に十分な耐震性を確保することが可能となる。
ここで、従来のような中間梁を省略することができることは言うまでもない。
【００５６】
また、本実施形態に係る高架橋の下部構造１によれば、各三角形状壁体９，９を例えばプ
レキャストコンクリート板で構成することができるので、鉄骨ブレースを使用する場合に
比べて、製造及び施工コストを低減することが可能となる。
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【００５７】
なお、本実施形態に係る高架橋の下部構造１によれば、ＲＣラーメン架構４の構面内に三
角形状壁体９，９を配置してあるため、基礎梁を設置せずとも、橋軸に直交する水平方向
の剛性を十分に確保することが可能となる。
【００５８】
また、本実施形態に係る耐震架構構造の設計方法によれば、本来であれば、ＲＣラーメン
架構４とダンパー機構５とが混在した複雑な構造モデルとして解析しなければならないも
のが、ＲＣラーメン架構４とダンパー機構５とを独立させて個別に解析できるようになり
、設計実務上、きわまえて有効な簡略設計方法となる。
【００５９】
本実施形態では、三角形状壁体として三角形、厳密には台形の形態をなす三角形状壁体９
，９を採用したが、本発明の三角形状壁体はかかる幾何学形状に限定されるものではなく
、例えば図４に示すように、上縁及び下縁が曲線をなす三角形状壁体９ａ，９ａを採用し
、これらの頂点を履歴減衰型せん断ダンパー６の両側方に接合するとともに、底辺相当部
分である側方縁部を柱２，２に接合してダンパー機構５ａを構成するようにしてもかまわ
ない。
【００６０】
また、本実施形態では、鉛直変位ダンパーとして履歴減衰型せん断ダンパー６を採用した
が、鉛直相対変位に対して減衰力を発揮するものであればどのようなダンパーでもよく、
例えば履歴減衰型曲げダンパーを使用することも可能である。
【００６１】
また、本実施形態では特に言及しなかったが、水平方向の強制変形を吸収可能なダンパー
を採用すれば、該ダンパーに軸力が発生しないため、上述した作用効果に加えて、大変形
時における軸力の影響を取り除くことができるという作用効果も奏する。
【００６２】
図５乃至図１０は、このような水平変位吸収型ダンパーを示したものである。なお、これ
らはすべて履歴減衰型曲げダンパーで構成してあるが、せん断ダンパーでも同様に構成可
能であることは言うまでもない。
【００６３】
まず、図５に示した水平変位吸収型ダンパー２４は、三角形状壁体９，９の頂部にそれぞ
れダンパ部材２５ａ、２５ｂを対向配置し、それらの先端を、三角形状壁体９，９の鉛直
相対変位に対しては曲げ変形が生じるようにかつ水平相対変位（同図矢印方向）に対して
はこれを許容できるように相互に連結してある。
【００６４】
すなわち、ダンパ部材２５ａ、ダンパ部材２５ｂの先端にはそれぞれ凹部２６、凸部２７
を形成してあり、凹部２６内に凸部２７を進退自在に嵌め込むことによって、三角形状壁
体９，９の水平相対変位を吸収しつつ、鉛直力を相互に伝達可能な構造となっている。
【００６５】
次に、図６に示した水平変位吸収型ダンパー３０は、三角形状壁体９，９の頂部に円筒状
凹部３１が形成されたダンパ部材３２と、円筒状凸部３３が形成されたダンパ部材３４を
それぞれ設け、ダンパ部材３２の円筒状凹部３１にダンパ部材３４の円筒状凸部３３を進
退自在に挿入してなる。
【００６６】
本変形例の作用効果については、上述した変形例とほぼ同様であるので、ここではその説
明を省略する。
【００６７】
次に、図７に示した水平変位吸収型ダンパー４０は、一方の三角形状壁体９の頂部に水平
に突設された一対のダンパ部材４２、４２で他方の三角形状壁体９の頂部に水平に突設さ
れたダンパ部材４１を挟み込んでなる。かかる構造は、基本的には、図５に示したものと
同じであり、その作用効果については繰り返し説明することは省略するが、図５の変形例
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とは異なり、鉛直方向の繰り返し強制変形によってダンパ部材４２、４２の間隔が拡がり
、ダンパ部材４１との接触が維持できなくなる懸念がある。
【００６８】
そのため、ダンパ部材４２、４２に設けられた丸孔４５及びダンパ部材４１に形成された
長孔４３にボルト４４を通し、これらダンパ部材の曲げ変形が拘束されない程度になおか
つ三角形状壁体９，９同士の水平相対変位の吸収が妨げられることがない程度にナット４
６で緩く締め付けてある。したがって、鉛直方向の繰り返し強制変形によってダンパ部材
４２、４２の間隔が拡がる懸念がないのであれば、ボルト４４及びナット４６による締結
を省略してもよい。
【００６９】
次に、図８に示した水平変位吸収型ダンパー４７は、図７で用いたダンパ部材４２、ダン
パ部材４１を交互に配置して櫛状構造としてある。かかる構成における作用効果は、図７
の変形例とほぼ同様であるのでその内容については省略するが、ダンパ部材４１やダンパ
部材４２の配置組数を変更することによって、エネルギー減衰量や曲げ剛性を適宜設定す
ることが可能となるという作用効果も奏する。
【００７０】
次に、図９に示した水平変位吸収型ダンパー５０は、図７や図８のようにダンパ部材４１
とダンパ部材４２とを直接接触させて鉛直力を伝達させるのではなく、ダンパ部材４１と
ダンパ部材４２との間にボルト５１及びナット５２を介在させ、該ボルトのせん断力を介
してダンパ部材４１とダンパ部材４２で鉛直力を伝達させるようになっている。ちなみに
、本変形例は、図７に示す構造を水平軸線廻りに直角に回転させたものに相当する。
【００７１】
次に、図１０ (a)に示した水平変位吸収型ダンパー６０は、一方の三角形状壁体９の頂部
に取り付けられた基部６１と該基部から突設されたダンパ本体６２ａとからなるダンパ部
材６３ａと、他方の三角形状壁体９の頂部に取り付けられた基部６１と該基部から突設さ
れたダンパ本体６２ｂとからなるダンパ部材６３ｂとからなるとともに、ダンパ部材６３
ａ及びダンパ部材６３ｂをそれらの先端にて互いに嵌合して構成してあり、基部６１は、
ダンパ本体６２ａ、６２ｂよりも拡幅形成してある。
【００７２】
かかる構成によれば、基部６１において曲げモーメントが最大となるものの、該基部での
引張応力が低減されるため、接合箇所での破断を未然に防止することが可能となる。
【００７３】
また、同図 (b)に示す水平変位吸収型ダンパー７０のように、基部断面を徐々に拡幅して
テーパ状としたダンパ部材７１ａ、ダンパ部材７１ｂを使用すれば、引張応力が同じ領域
、ひいては曲げ降伏域が拡がり、エネルギー吸収性能を向上させることも可能となる。
【００７４】
（第２実施形態）
【００７５】
次に、第２実施形態について説明する。なお、上述した実施形態と実質的に同一の部品等
については同一の符号を付してその説明を省略する。
【００７６】
図１１は、本実施形態に係る耐震架構構造としての高架橋の下部構造を橋軸方向から見た
正面図である。同図でわかるように、本実施形態に係る高架橋の下部構造８１は、互いに
対向する位置にて立設された橋脚状の一対のＲＣ柱８２，８２と、該ＲＣ柱８２，８２の
構面内に配置されたダンパー機構５とから概ね構成してあり、ＲＣ柱８２は、杭７を打ち
込んだ上でその上に設けられたフーチング８に立設してある。
【００７７】
ダンパー機構５は第１実施形態と同様、鉛直変位ダンパーとしての履歴減衰型せん断ダン
パー６と、該鉛直変位ダンパーを挟むようにしてその両側方に頂点にてそれぞれ接合され
た一対の三角形状壁体９，９とから構成してあり、該各三角形状壁体の底辺に相当する側
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方縁部を一対のＲＣ柱８２，８２にそれぞれ接合してあるが、三角形状壁体９や履歴減衰
型せん断ダンパー６に関する説明は、ここでは省略する。
【００７８】
本実施形態に係る耐震架構構造としての高架橋の下部構造８１においては、まず、大地震
時においてＲＣ柱８２の下端に塑性ヒンジを生じるようにしておくことを前提とする。こ
のようにすれば、各ＲＣ柱８２は、その下端でのみ曲率が生じ、端部を除く中間位置では
ほぼ直線状に傾斜する変形状態となる。
【００７９】
そして、履歴減衰型せん断ダンパー６は、かかる直線傾斜状態のＲＣ柱８２から強制変形
を受けることになるため、該履歴減衰型せん断ダンパーに生じる相対鉛直変形量δ dは図
２を参照して説明した第１実施形態と同様、ＲＣ柱８２，８２の配置間隔をＢ、ＲＣ柱８
２の高さをＨとしたときの縦横比Ｂ／Ｈの大きさに応じてＲＣ柱８２，８２に生じる水平
変形量ΔＨよりも低減され、（Ｂ／Ｈ）ΔＨとなる。
【００８０】
次に、本実施形態に係る耐震架構構造としての高架橋の下部構造８１を設計するには、ま
ず、耐震架構構造である高架橋の下部構造８１を、図１２に示すようにＲＣ解析モデル８
３と、ダンパー解析モデル８４の２つに分解した状態でモデル化する。これは、ＲＣ柱８
２，８２とダンパー機構５とが混在した全体系で考えた場合にそのモデル化が煩雑かつ困
難になったり、解析時間が長くなったりして実用化に適さないことに鑑みたものである。
【００８１】
ここで、ＲＣ解析モデル８３は、ＲＣ柱８２，８２をそれらの下端で塑性化させることを
前提とし、それらの柱脚を同図に示すように回転バネ２１に置換したものと考えてモデル
化する。
【００８２】
一方、ダンパー解析モデル８４は、上述のＲＣ柱８２，８２をそれぞれ仮想剛体柱２２，
２２に置換するとともに、三角形状壁体９，９の側方縁部を仮想剛体柱８２，８２にそれ
ぞれ接合してなるものと考えてモデル化する。
【００８３】
これは、ＲＣ柱８２，８２をそれらの下端で塑性化させることを前提とした場合、ＲＣ柱
８２，８２は、それらの下端でのみ曲率を持ち、中間位置では、直線状に傾いた状態とな
るとともに、履歴減衰型せん断ダンパー６にはかかる変形状態のＲＣ柱８２，８２から強
制変形が作用することとなるため、結局、ＲＣ柱８２，８２の全体変形ΔＨのうち、上述
した縦横比Ｂ／Ｈに応じた比率分が履歴減衰型せん断ダンパー６に強制変形として入り、
その結果として、履歴減衰型せん断ダンパー６に生ずる相対変形δｄは、（Ｂ／Ｈ）ΔＨ
となる。
【００８４】
したがって、ＲＣ柱８２，８２を仮想剛体柱２２，２２に置換し、該仮想剛体柱にダンパ
ー機構５の各三角形状壁体９，９を上述したように接合されてなるものと考えてモデル化
を行うことは、工学的に十分な妥当性を持つ。
【００８５】
このようにＲＣ解析モデル８３とダンパー解析モデル８４のモデル化が終了したならば、
耐震架構構造である高架橋の下部構造８１に作用させるべき設計外力Ｐを、ＲＣ解析モデ
ル８３とダンパー解析モデル８４のそれぞれに分配する、すなわち、ダンパー解析モデル
８４にはＰ dbを、ＲＣ解析モデル８３にはＰ rc（Ｐ rc＝Ｐ―Ｐ db）をそれぞれ作用させて
弾塑性解析を個別に行い、しかる後にそれぞれの解析結果にしたがって耐震架構構造の断
面設計を行うとともに、高架橋の下部構造８１の全体性能については、それぞれの解析結
果を重ね合わせたものとして評価する。
【００８６】
ここで、履歴減衰型せん断ダンパー６の荷重変位特性（相対変形量ΔＨに対する荷重）を
Ｑと定義したならば、該ダンパーに強制的な相対変形（Ｂ／Ｈ）ΔＨが入るのであるから
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、ダンパー解析モデル８４の負担分Ｐ dbは、その強制変形から自ずと定まり、（Ｂ／Ｈ）
Ｑと表すことができる。
【００８７】
この式からわかるように、ダンパー解析モデル８４の負担分Ｐ dbは、（Ｂ /Ｈ）が決まれ
ば、後はダンパーの荷重変位特性Ｑによって一義的に決定されることとなる。
【００８８】
以上説明したように、本実施形態に係る高架橋の下部構造８１によれば、履歴減衰型せん
断ダンパー６は、直線傾斜状態のＲＣ柱８２，８２から強制変形を受けることになるため
、該履歴減衰型せん断ダンパーに生じる相対鉛直変形量δ dは、ＲＣ柱８２，８２の縦横
比Ｂ／Ｈの大きさに応じて該ＲＣ柱に生じる水平変形量ΔＨよりも低減され、（Ｂ／Ｈ）
ΔＨとなる。
【００８９】
したがって、例えばＢ／Ｈ＝１／２となるような場合には、ＲＣ柱８２，８２を従来より
も二倍の変形量まで変形させてその靭性を十分に活用することが可能となり、履歴減衰型
せん断ダンパー６の履歴減衰による振動エネルギー吸収作用と相まって、大断面設計とせ
ずとも、より合理的な断面設計で大地震に十分な耐震性を確保することが可能となる。こ
こで、従来のような中間梁を省略することができることは言うまでもない。
【００９０】
ちなみに、本実施形態に係る高架橋の下部構造８１は、図１１のように梁を設ける必要が
ないプレキャスト桁形式の橋梁に適する。
【００９１】
また、本実施形態に係る高架橋の下部構造８１によれば、各三角形状壁体９，９を例えば
プレキャストコンクリート板で構成することができるので、鉄骨ブレースを使用する場合
に比べて、製造及び施工コストを低減することが可能となる。
【００９２】
なお、本実施形態に係る高架橋の下部構造８１によれば、ＲＣ柱８２，８２の構面内に三
角形状壁体９，９を配置してあるため、基礎梁を設置せずとも、橋軸に直交する水平方向
の剛性を十分に確保することが可能となる。
【００９３】
また、本実施形態に係る耐震架構構造の設計方法によれば、本来であれば、ＲＣ柱８２，
８２とダンパー機構５とが混在した複雑な構造モデルとして解析しなければならないもの
が、ＲＣ柱８２，８２とダンパー機構５とを独立させて個別に解析できるようになり、設
計実務上、きわまえて有効な簡略設計方法となる。
【００９４】
本実施形態では、鉛直変位ダンパーとして履歴減衰型せん断ダンパー６を採用したが、鉛
直相対変位に対して減衰力を発揮するものであればどのようなダンパーでもよく、例えば
履歴減衰型曲げダンパーを使用することも可能である。
【００９５】
また、本実施形態では特に言及しなかったが、水平方向の強制変形を吸収可能なダンパー
を採用すれば、該ダンパーに軸力が発生しないため、上述した作用効果に加えて、大変形
時における軸力の影響を取り除くことができるという作用効果も奏する。
【００９６】
ここで、図５乃至図１０で説明した水平変位吸収型ダンパーを第２実施形態でも使用する
ことができるが、詳細な説明はここでは省略する。
【００９７】
また、本実施形態では、三角形状壁体として三角形、厳密には台形の形態をなす三角形状
壁体９，９を採用したが、本発明の三角形状壁体はかかる幾何学形状に限定されるもので
はなく、例えば図１３に示すように、上縁及び下縁が曲線をなす三角形状壁体９ａ，９ａ
を採用し、これらの頂点を履歴減衰型せん断ダンパー６の両側方に接合するとともに、底
辺相当部分である側方縁部をＲＣ柱２，２に接合してダンパー機構５ａを構成するように
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してもかまわない。
【００９８】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明に係る耐震架構構造によれば、ＲＣラーメン架構又はＲＣ柱を
従来よりも変形させてその靭性を十分に活用することが可能となり、ダンパーの減衰によ
る振動エネルギー吸収作用と相まって、大断面設計とせずとも、より合理的な断面設計で
大地震に十分な耐震性を確保することが可能となる。
【００９９】
また、本発明に係る耐震架構構造の設計方法によれば、本来であれば、ＲＣラーメン架構
あるいはＲＣ柱とダンパー機構とが混在した複雑な構造モデルとして解析しなければなら
ないものが、ＲＣラーメン架構あるいはＲＣ柱とダンパー機構とを独立させて個別に解析
できるようになり、設計実務上、きわまえて有効な簡略設計方法となる。
【０１００】
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態に係る耐震架構構造としての高架橋の下部構造を橋軸方向から見た
正面図。
【図２】第１実施形態に係る耐震架構構造としての高架橋の下部構造の作用を示した概念
図。
【図３】第１実施形態に係る耐震架構構造の設計方法の基本的な考え方を示した概念図。
【図４】変形例に係る三角形状壁体９ａを用いて構成した高架橋の下部構造を橋軸方向か
ら見た正面図。
【図５】変形例に係る鉛直変位ダンパーの詳細図であり、 (a)は正面図、 (b)は (a)のＡ－
Ａ線に沿う鉛直断面図。
【図６】変形例に係る鉛直変位ダンパーの詳細図。
【図７】変形例に係る鉛直変位ダンパーの詳細図であり、 (a)は正面図、 (b)は平面図。
【図８】変形例に係る鉛直変位ダンパーの詳細図。
【図９】変形例に係る鉛直変位ダンパーの詳細図であり、 (a)は正面図、 (b)は (a)のＢ－
Ｂ線に沿う鉛直断面図。
【図１０】変形例に係る鉛直変位ダンパーの詳細図。
【図１１】第２実施形態に係る耐震架構構造としての高架橋の下部構造８１を橋軸方向か
ら見た正面図。
【図１２】第２実施形態に係る耐震架構構造の設計方法の基本的な考え方を示した概念図
。
【図１３】変形例に係る三角形状壁体９ａを用いて構成した高架橋の下部構造を橋軸方向
から見た正面図。
【符号の説明】
１、８１　　　　　　　　　　高架橋の下部構造（耐震架構構造）
２　　　　　　　　　　　　　柱
３　　　　　　　　　　　　　梁
４　　　　　　　　　　　　　ＲＣラーメン架構
５　　　　　　　　　　　　　ダンパー機構
６　　　　　　　　　　　　　履歴減衰型せん断ダンパー（鉛直変位ダンパー）
９、９ａ　　　　　　　　　　三角形状壁体
１１、８３　　　　　　　　　ＲＣ解析モデル
１２、８４　　　　　　　　　ダンパー解析モデル
２１　　　　　　　　　　　　回転バネ
２２　　　　　　　　　　　　仮想剛体柱
２３　　　　　　　　　　　　仮想剛体梁
２４、３０、４０、４７、５０、６０、７０
水平変位吸収型ダンパー
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８２　　　　　　　　　　　　ＲＣ柱

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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