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(57)【要約】
【課題】水平２方向（長辺と短辺）の距離に差がある平
面を有する構造物において、一平面内の一部に２方向の
耐震要素を集約させ、平面計画上の自由度を高め、開口
部の高さ寸法を確保する。
【解決手段】幅と長さが相違する複数の平面１～３を複
数の方向に組み合わせた平面形を有し、各平面１～３内
に連層の耐震要素４～６が配置された耐震構造物におい
て、複数の平面の内、いずれか二つの平面１、２におけ
る各耐震要素４、５を各平面１、２の長さ方向に間隔を
置き、長さ方向に交差する方向を向いて配列させる。
　前記二つの平面１、２における各耐震要素４、５を互
いに交差する方向に向け、一方の平面１と他方の平面２
の内、少なくともいずれか一方の平面における一部の耐
震要素７を平面上の一部に集約させ、コア７Ａを構成す
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　幅と長さが相違する複数の平面を複数の方向に組み合わせた平面形を有し、前記各平面
内に連層の耐震要素が配置された耐震構造物であり、
　前記複数の平面の内、いずれか二つの平面における各耐震要素は各平面の長さ方向に間
隔を置き、長さ方向に交差する方向を向いて配列し、
　前記二つの平面における各耐震要素は互いに交差する方向を向き、
　前記一方の平面と前記他方の平面の内、少なくともいずれか一方の平面における一部の
耐震要素が平面上の一部に集約され、コアを構成していることを特徴とするコア集約型耐
震構造物。
【請求項２】
　前記一部の耐震要素が平面上、複数のコアに集約され、その複数のコアの脚部間に境界
梁が架設されていることを特徴とする請求項１に記載のコア集約型耐震構造物。
【請求項３】
　前記一部の耐震要素が平面上、複数のコアに集約され、その複数のコアの頂部間に頂部
梁が架設されていることを特徴とする請求項１、もしくは請求項２に記載のコア集約型耐
震構造物。
【請求項４】
　前記一方の平面の耐震要素と前記他方の平面の耐震要素の内、少なくとも一方の厚さが
一定であることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のコア集約型耐震構
造物。
【請求項５】
　前記一方、もしくは他方の平面を含む構造体の一部の層に免震装置が設置され、この免
震装置に支持される上部構造の最下部に、前記免震装置への許容値を超える軸方向引張力
の作用を抑制する極厚スラブが構築されていることを特徴とする請求項１乃至請求項４の
いずれかに記載のコア集約型耐震構造物。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は耐震壁等の連層の耐震要素がコアを構成するコア集約型耐震構造物に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　連層の耐震要素を有する構造物は２方向に分散して配置されるべき耐震要素をコアとし
て平面上の中心部等、一部に集約させることで、コア以外の領域での平面計画上の自由度
が増す利点がある（特許文献１、２参照）。この場合、平面上の外周部には、コアと共に
地震時の水平力を分担する多数の柱を配置することが必要になり、形式的にはコア壁を有
するチューブ構造となることが多い。
【０００３】
　但し、２方向分の耐震要素を平面上の中心部に集約させた構造を採用できる構造物は水
平２方向（長辺と短辺）の距離に極端な差がない平面を有する場合に限られ、水平２方向
の距離に差がある場合には、長辺方向（桁行方向）の水平力に対する抵抗要素を付加する
ことが不可欠になる（特許文献３参照）。この場合、長辺方向には柱・梁のフレームが耐
震要素となる。
【０００４】
　柱を壁柱状に形成した上で、長辺方向（桁行方向）にも連層の耐震要素を配置すれば、
水平２方向の耐震要素を集約させることは可能であるが（特許文献４参照）、長辺と短辺
の差が大きくなれば、長辺方向を向く耐震要素の量も多くなるため、結局、長辺方向を向
く耐震要素は長辺方向に分散せざるを得ず、構造形式は壁式構造になる。



(3) JP 2008-267074 A 2008.11.6

10

20

30

40

50

【０００５】
　壁式構造は屋内への柱型と梁型の突出がなく、床の有効面積が拡大される利点がある。
反面、図１０－（ａ）に示すように短辺方向（スパン方向）を向く耐震要素（耐震壁）に
は長辺方向を向く耐震要素としての袖壁が接続するため、短辺方向を向く耐震要素によっ
て区画される領域内の間取り割りの変更が利かない、床面積が削減される等、平面計画上
の自由度が制限される不利益がある。
【０００６】
　壁式構造ではまた、スラブに腰壁と垂れ壁が接続し、壁梁が形成されるため、開口部の
高さ寸法も制約され、開口部に収納されるサッシの寸法上の自由度も制限される。
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－３２８５８６号公報（請求項１、段落００１０～００１２
、図１～図３）
【特許文献２】特開２００６－４５９３３号公報（請求項１、段落００２４～００２９、
図１、図２）
【特許文献３】特開２００６－３２８７９７号公報（請求項１、段落００１０～００１４
、図１）
【特許文献４】特許第２９１４１８７号公報（請求項１、請求項２、段落００１８～００
２５、００２７～００４０、図１～図２４、図３１～図３４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　以上のように水平２方向（長辺と短辺）の距離に差がある平面を有する構造物では、一
平面内の一部に２方向の耐震要素を集約させることが難しいため、平面計画上の自由度と
開口部の高さ寸法が常に制約を受けることになる。
【０００９】
　本発明は上記背景より、短辺方向を向く耐震要素に長辺方向を向く耐震要素を接続する
必要のないコア集約型耐震構造物を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に記載の発明のコア集約型耐震構造物は、幅と長さが相違する複数の平面を複
数の方向に組み合わせた平面形を有し、前記各平面内に連層の耐震要素が配置された耐震
構造物であり、
　前記複数の平面の内、いずれか二つの平面における各耐震要素が各平面の長さ方向に間
隔を置き、長さ方向に交差する方向を向いて配列し、
　前記二つの平面における各耐震要素が互いに交差する方向を向き、
　前記一方の平面と前記他方の平面の内、少なくともいずれか一方の平面における一部の
耐震要素が平面上の一部に集約され、コアを構成していることを構成要件とする。
【００１１】
　幅と長さが相違する平面とは、例えば長辺と短辺を有する長方形、平行四辺形、台形等
の形状を言うが、不整形もあるため、必ずしも全長に亘って一定の幅を有する形状である
とは限らない。幅と長さが相違する複数の平面を複数の方向に組み合わせた平面形とは、
二つ以上の平面の中心線が互いに交差する方向に二つ以上の平面を組み合わせた形を言い
、各平面の中心線は任意の角度で交差し、直交する場合を含む。平面が平行四辺形の場合
で言えば、長辺（底辺）の方向が長さ方向、高さの方向が幅方向になるが、各平面におい
て耐震要素が配列する「長さ方向に交差する方向」はこの幅方向と四辺形の短辺方向を含
む。
【００１２】
　構造物の平面形が複数の平面を組み合わせた形をすることから、平面が複数層（階）に
亘る場合、構造物は最下層の平面を、その平面形状のまま複数層重ねた立体形状、または
最下層の平面形状を次第に縮小させながら複数層重ねた立体形状になる。
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【００１３】
　耐震要素が各平面の長さ方向に間隔を置き、長さ方向に交差する方向を向いて配列する
とは、構造物の平面形を構成する一平面が例えば長辺方向（桁行方向）と短辺方向（スパ
ン方向）を有する長方形である場合に、耐震要素が長辺方向に間隔を置き、短辺方向に配
列することを言う。但し、平面は不整形もあるため、耐震要素の配列方向は必ずしも平面
の短辺方向である必要はなく、短辺方向に傾斜した方向も含まれる。
【００１４】
　二つの平面における各耐震要素が互いに交差する方向を向くとは、二つの平面の中心線
が交差する方向に関係なく、それぞれの耐震要素が互いに交差する方向を向くことを言い
、直交する場合を含む。
【００１５】
　耐震要素は水平２方向に均等に分散して配置されることが望ましいことから、いずれか
二つの平面における各耐震要素は互いに直交することが合理的であるが、２方向の耐震要
素が交差すれば、組み合わせにより直交する場合と同等の抵抗力を発揮できるため、必ず
しも直交する必要はない。
【００１６】
　一方の平面と他方の平面の内、少なくともいずれか一方の平面における一部の耐震要素
が平面上の一部に集約されるとは、少なくともいずれか一方の平面内に配置されるべき一
部の耐震要素が、間隔を置いて配列する耐震要素の位置とは異なる位置に集約して配置さ
れることを言う。この一部の耐震要素は平面上の一部に集約されることで、コアを構成す
る。コアはいずれかの平面内に配置され、各平面内に配置されることもある。コアの平面
形状は問われない。
【００１７】
　いずれか二つの各平面において各平面の長さ方向に間隔を置き、長さ方向に交差する方
向を向いて配列した各耐震要素が互いに交差する方向を向くことで、一方の平面の長辺方
向（桁行方向）に作用する、または卓越する水平力に対しては、他方の平面内の耐震要素
が抵抗する。同様に他方の平面の長辺方向（桁行方向）に作用する、または卓越する水平
力に対しては、一方の平面内の耐震要素が抵抗する。各平面内の耐震要素はそれぞれの平
面の短辺方向（スパン方向）に作用する、または卓越する水平力に対して抵抗する。
【００１８】
　このように二つの平面が対になることで、いずれか一方の平面の耐震要素が互いに他方
の平面の耐震性を補う関係が成立するため、各平面内の耐震要素に、それに直交等、交差
する方向の袖壁等の耐震要素を接続する必要がなくなる。
【００１９】
　コアを構成する一部の耐震要素は二つの平面内に間隔を置いて配列する各耐震要素の和
では負担しきれない分の水平力を負担するが、各耐震要素の和が十分に水平力を負担でき
る場合には、コアを構成する一部の耐震要素分、構造物は余力を持つことになる。
【００２０】
　従って一方の平面内における耐震要素がその平面の短辺方向（スパン方向）に作用する
水平力に対する抵抗力を有し、他方の平面の長辺方向（桁行方向）に作用する水平力に対
する抵抗力を有すれば、構造物は二つの平面内に配置される耐震要素のみによって水平２
方向の耐震性を保有することになる。
【００２１】
　耐震要素は１方向を向く耐震壁やブレース等によって構成され、前記のように耐震要素
（耐震壁）の端部にその方向に直交する方向の耐震要素（袖壁）を接続する必要がないた
め、いずれの平面内においても、短辺方向（スパン方向）を向く耐震要素とスラブのみに
よって耐震構造物が成立することになる。
【００２２】
　この結果、スラブ上の空間は短辺方向（スパン方向）を向く耐震要素のみによって区画
され、その区画内に耐震要素が突出することがないため、区画内においては間取り割りの
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変更が自由になり、平面計画上の自由度が格段に向上する。またスラブには腰壁と垂れ壁
を接続する必要もないため、開口部の高さ寸法上の制約も解消され、開口部に収納される
サッシの寸法上の自由度も向上する。
【００２３】
　コアを構成する一部の耐震要素は平面上の一箇所に集約される他、複数箇所に集約され
る。複数のコアに集約される場合には、各コアが独立して水平力に抵抗することによる変
形量を抑制するために、請求項２に記載のように複数のコアの脚部間に境界梁が架設され
る。または請求項３に記載のように複数のコアの頂部間に頂部梁が架設される。
【００２４】
　これらの場合、コアが水平力を受けて曲げ変形しようとするときに、境界梁や頂部梁が
コアに曲げ戻しモーメントを作用させ、コアの変形を拘束するように働くため、コアの剛
性と耐力、並びに構造物の剛性と耐力が向上する。
【００２５】
　構造物が集合住宅の場合、高層化するに従い、いずれかの平面上の上層階が高さ制限や
斜線制限を受けることがあり、その場合、その平面を含む構造体（棟）は図１０－（ｂ）
に示すようにセットバックした立体形状になることがある。セットバックした構造体の平
面積は上層階になる程、小さくなることから、その平面内に配置される耐震要素の数（枚
数）は上層階程、少なくなる。
【００２６】
　従って通常であれば、各層（階）の平面内に床面積に応じた一定量の耐震要素を配置す
る必要から、上層階程、耐震要素の厚さを大きくせざるを得なくなることがある。その場
合、セットバックした構造体の剛心が構造体の前面側（階数の少ない側）へ寄り、構造体
の背面側（階数の多い側）に位置する重心との偏心量が大きくなる。偏心量の増大は構造
体への捩じれを招き易くし、構造体を振れ易くする。この偏心に対処する必要から、階数
が多くなる構面程、耐震要素の厚さ（壁厚）を大きくせざるを得ない。
【００２７】
　これに対し、請求項１では一部の耐震要素が平面上の一部に集約され、コアを構成する
ことで、前記のようにいずれかの平面の耐震要素が他方の平面の耐震性を補う関係が成立
するため、セットバックに伴う捩じれを低減することが可能になっている。その結果とし
て請求項４に記載のように一方の平面の耐震要素と他方の平面の耐震要素の内、少なくと
も一方の厚さを一定にすることが可能になる。
【００２８】
　請求項４では構造体のセットバックに拘らず、各層（階）の平面内の耐震要素の厚さが
一定であることで、剛心を構造体の背面側へ接近させることができるため、重心との偏心
量を抑え、構造体の捩じりを低減することが可能になる。また耐震要素の厚さが一定であ
ることで、耐震要素が耐震壁の場合に、全耐震壁を一定厚さのプレキャストコンクリート
で製作できる利点もある。
【００２９】
　構造物は２方向を向く耐震要素を有することで、耐震構造物として構築されるが、上部
構造（構造体）と基礎等の下部構造との間、もしくは上部構造の中間層に免震装置を介在
させることもできる。その場合、上部構造（構造体）が免震構造化することで、耐震要素
の負担が軽減されるため、全耐震要素の量、またはコアを構成する耐震要素の量を低減す
ることが可能である。
【００３０】
　この場合、免震装置には積層ゴム支承、弾性滑り支承その他の振動絶縁装置が使用され
るが、免震装置の主材料がゴムである場合には、免震装置が軸方向の引張力を受けたとき
に、免震装置の機能が損なわれる可能性がある。
【００３１】
　そこで、前記一方、もしくは他方の平面を含む構造体の一部の層に免震装置が設置され
た場合に、請求項５に記載のようにこの免震装置に支持される上部構造の最下部に、前記
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免震装置への許容値を超える軸方向引張力の作用を抑制する極厚スラブが構築されれば、
免震装置への軸方向引張力の作用を抑止することが可能であり、免震装置の機能の低下を
回避することが可能になる。この場合、構造体は免震装置の設置層を挟んで上部構造と下
部構造に区分される。
【００３２】
　免震装置には水平力による構造体の浮き上がり時の他、鉛直方向の振動時に軸方向引張
力が作用し得るが、請求項５における「許容値を超える軸方向引張力の作用を抑制する」
とは、ある程度、例えば１Ｎ／ｍｍ２程度以下ならば、引張力の作用が許容される場合に
、その許容応力度を超える軸方向引張力の作用を抑制することを言う。
【００３３】
　請求項５では上部構造の最下部に極厚スラブが構築されることで、構造体に作用する転
倒モーメントにより構造体が浮き上がりを生じようとするときに、極厚スラブが自身の質
量により浮き上がりを阻止する働きをするため、免震装置には一定値以下の引張力、また
は圧縮力が作用する状態が得られる。極厚スラブはまた、構造体の上部構造の一部になる
ことで、上部構造の剛性を高める機能も発揮するため、境界梁や頂部梁の機能を補うこと
が可能である。
【発明の効果】
【００３４】
　二つの平面において各平面の長さ方向に間隔を置き、長さ方向に交差する方向を向いて
配列した各耐震要素が互いに交差する方向を向くことで、一方の平面の長辺方向（桁行方
向）、及び他方の平面の長辺方向（桁行方向）に作用する水平力に対し、互いの平面の耐
震要素を抵抗させることができる。
【００３５】
　二つの平面が対になることで、一方の平面の耐震要素が他方の平面の耐震性を補う関係
が成立するため、各平面内にコア以外の耐震要素を２方向に向けて配置する必要がなく、
いずれの平面内においても、短辺方向（スパン方向）を向く耐震要素とスラブのみによっ
て耐震構造を成立させることができる。
【００３６】
　この結果、スラブ上の空間は短辺方向（スパン方向）を向く耐震要素のみによって区画
され、その区画内に耐震要素が突出することがないため、区画内においては間取り割りの
変更が自由になり、平面計画上の自由度が向上する。スラブには腰壁と垂れ壁を接続する
必要もないため、開口部の高さ寸法上の制約も解消される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、図面を用いて本発明を実施するための最良の形態を説明する。
【００３８】
　図１－（ａ）は幅と長さが相違する複数の平面１、２を複数の方向に組み合わせた平面
形を有し、各平面１、２内に連層の耐震要素４、５が配置された耐震構造物において、一
部の耐震要素７が平面上の一部に集約され、コア７Ａを構成しているコア集約型耐震構造
物（以下、構造物）の概要例を示す。
【００３９】
　図１－（ａ）は二つの平面１、２の中心線が互いに直交する方向を向いて組み合わせら
れた平面形を有する構造物の平面図を示すが、図２、図３に示すように二つの平面１、２
の組み合わせ角度は任意である。ここで言う平面１、２は構造物内におけるスラブ８に相
当する。
【００４０】
　前記複数の平面（スラブ８）１、２の内、いずれか二つの平面１、２における各耐震要
素４、５は各平面１、２の長さ方向に間隔を置き、長さ方向に直交する方向等、交差する
方向を向いて配列する。この二つの平面１、２における各耐震要素４、５は互いに直交等
、交差する方向を向く。この一方の平面１と他方の平面２の内、少なくともいずれか一方
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の平面における一部の耐震要素７が平面上の一部に集約され、コア７Ａを構成する。
【００４１】
　平面１と平面２はそれぞれ複数層、重なることで、構造体（棟）１Ａと構造体（棟）２
Ａを構成する。耐震要素４と耐震要素５はそれぞれ構造体１Ａと構造体２Ａの最下層の平
面（スラブ８）１、２から立ち上がり、最上層の平面（スラブ８）１、２まで連続し、各
層の平面（スラブ８）１、２に接続する。耐震要素４、５は耐震壁やブレース等から構成
される。最下層の平面（スラブ８）１、２の少なくとも一部は後述の極厚スラブ１２であ
ることもある。
【００４２】
　図１－（ａ）の平面形と同一の平面形を有する従来の壁式構造の例を図１０－（ａ）に
示す。ここに示すように従来構造の各平面内に、その短辺方向を向いて配置される耐震要
素の両端には、平面の長辺方向の耐震要素として機能する袖壁が耐震要素に直交する方向
に接続する。この袖壁は短辺方向を向く耐震要素の長さ方向中間部に接続することもある
ため、隣接する耐震要素で区画される領域内での間取り割りの自由な変更を阻害する要因
になる。図１０－（ａ）に示す耐震要素（耐震壁）の詳細例を図７－（ｂ）に示す。
【００４３】
　これに対し、図１－（ａ）に示す例ではＹ方向を向く平面２内に配置される耐震要素５
、５間の領域に、耐震要素５に直交する耐震要素が接続しないため、この領域内での間取
り割りの変更を自由に行うことが可能になっている。図１－（ａ）ではＸ方向を向く平面
１内に複数のコア７Ａ、７Ｂを配置している関係から、この平面１内に配置された耐震要
素４、４間の領域での間取り割りの変更はコア７Ａ、７Ｂに制約されるが、コア７Ａ、７
Ｂが単数であれば、変更の自由度は増大する。
【００４４】
　図１－（ａ）に示す耐震要素（耐震壁）４（５）の詳細例を図７－（ａ）に示す。また
耐震要素４（５）の長さ方向の端部は他の部分と同一厚さの柱、もしくは袖壁を内蔵した
構造になっている。この内蔵柱４１の内部には主筋４１ａが配筋され、この主筋４１ａの
周りには主筋４１ａを包囲する主筋拘束筋４１ｂが配筋されており、内蔵柱４１の部分は
柱としての機能を備えている。
【００４５】
　このように本発明では例えば、コア７Ａ、７Ｂ以外の耐震要素４（５）がその本体部分
と同一厚さの内蔵柱４１を両端に有することで、耐震要素４（５）に直交する方向の袖壁
を接続する必要がなく、耐震要素４（５）の平面形状が完全な直線状でよい構造になって
いる。但し、内蔵柱４１を含む耐震要素４（５）は一例であるから、内蔵柱４１を含むこ
とと同等の構造であれば、必ずしも内蔵柱４１を有する必要はない。
【００４６】
　図２、図３は構造物の具体例として三つの平面１～３を３方向に組み合わせた平面形を
有する１４階建ての集合住宅の平面図を示す。図２は２階（基準階）の平面を、図３は１
０階及び１１階の平面を示す。図２、図３中、平面１はＸ方向を向き、平面２はＹ方向に
対して平面１寄りに傾斜した方向を向いている。図２、図３では三つの平面１～３から構
造物を構成しているが、耐震構造物としては平面１と平面２の二つの平面によっても成立
する。図２、図３の例では平面３内に配置された耐震要素６がＸ方向とＹ方向のいずれに
も交差しているため、この耐震要素６はＸ方向とＹ方向の２方向の水平力に対して抵抗で
き、平面１、２に対する耐震要素としての機能を発揮する。
【００４７】
　この構造物の外観を図６に示すが、平面２を含む構造体（棟）２Ａはその先端側から、
平面１を含む構造体１Ａとの接続側へかけてセットバックした外観をし、図２、図３から
分かるように低層から上層へかけて平面２の長さが短くなっている。
【００４８】
　図２中、平面１内の耐震要素４は平面１の短辺方向（スパン方向）を向き、長辺方向（
桁行方向）に間隔を置いて配列する。エレベータシャフトを通る耐震要素４はエレベータ
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シャフトの位置で分断され、エレベータホールと階段室を区画している。基本的に耐震要
素４の両端、すなわち平面１の短辺方向の端部にはそれに直交等、交差する方向の耐震要
素は接続しない。
【００４９】
　図２において耐震要素４が分断されるエレベータシャフトの周りには耐震要素７からな
るコア７Ｂが配置されている。コア７Ｂはこの他、平面１内の、平面２寄りのエレベータ
シャフト周りにも配置されている。コア７Ｂは四角形以外の形状をすることもあるが、四
角形状をする場合には、例えば耐震要素４に平行な耐震要素７１とそれに直交等、交差す
る方向の耐震要素７２から構成される。図２、図３では平面１と平面２の双方に交差しな
がら連続する平面３内にもコア７Ｂを配置している。
【００５０】
　図２、図３に示すようにコア７Ｂが平面１内に複数、配置される場合、図１－（ｂ）に
示すように平面１の長辺方向に隣接するコア７Ｂ、７Ｂの脚部間にはコア７Ｂの変形を拘
束する境界梁９が架設されることもある。コア７Ｂ、７Ｂの頂部間には頂部梁１０が架設
されることもある。図２、図３中、破線で示すように境界梁９は平面１中の平面２寄りの
エレベータシャフト周りにおいて、耐震要素４を挟んで隣接するコア７Ｂ、７Ｂの耐震要
素７２、７２間に架設されている。
【００５１】
　図２、図３において平面２寄りで隣接するコア７Ａ、７Ａ間の境界梁９はその他のコア
７Ｂまで延長させられ、図８－（ａ）に示すように基礎梁１３として全コア７Ａ、７Ｂを
つなぐように架設されることもある。図８－（ａ）に示す基礎梁１３は上部構造（構造体
１Ａ、２Ａ）に一体化する。破線円で示す免震装置１１を挟んだ基礎梁１３の下方には図
５に示すようにこの基礎梁１３と対になる、下部構造の基礎梁１４が構築される。図８－
（ｂ）は（ａ）の立面図である。免震装置１１は基礎梁１３と基礎梁１４に接合される。
【００５２】
　図８－（ａ）に示すように構造体１Ａ、２Ａの下に平面１、２の長さ方向に連続する基
礎梁１３を構築した場合、構造体１Ａ、２Ａは（ｂ）に示すように基礎梁１３とそれに連
続して立ち上がる耐震要素４、５、及びコア７Ｂと、各層において耐震要素４、５、及び
コア７Ｂをつなぐスラブ８から構成され、剛性の高い架構として構築される。図８中、太
い実線は構造体１Ａ自体が巨大な骨格（フレーム）を形成している様子を示す。
【００５３】
　この剛性の高い架構全体（構造体１Ａ、２Ａ）は地震時には剛体として挙動し易くなる
ため、図８では特に短辺方向の転倒に対する安定性を確保している。
【００５４】
　従来構造の場合には、コアを免震支持するために、コアの直下に免震装置を配置するこ
とが行われるため、抵抗モーメントの腕の長さが短く、抵抗モーメントは有効には作用し
ない。これに対し、図８では抵抗モーメントが構造体１Ａの最下部のスラブ８に接続した
、短辺方向両側の基礎梁１３、１３間に働き、腕の長さが大きくなるため、抵抗モーメン
トが有効に作用することになる。前記のように最下部のスラブ８の少なくとも一部は極厚
スラブ１２であることもある。
【００５５】
　図８は図２、図３における平面１の、平面２から遠い側のコア７Ｂ周りの耐震要素４及
びコア７Ｂと、免震装置１１の配置関係を示している。図９－（ａ）、（ｂ）は平面１の
平面２寄りのコア７Ａ周りでのコア７Ａと免震装置１１の配置関係を示す。後述のように
平面２寄りのコア７Ａ周りには極厚スラブ１２が構築されることから、免震装置１１は極
厚スラブ１２の下に設置されている。この場合、免震装置１１は基礎梁１４と極厚スラブ
１２に接合される。
【００５６】
　前記のように剛性の高い構造体１Ａは剛体として挙動することから、図９においても免
震装置１１からの転倒モーメントに対する反力のモーメントが最大になるよう、免震装置
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１１は極厚スラブ１２の周辺寄りに配置される。（ａ）は極厚スラブ１２の中心の片側に
コア７Ａが配置された様子を、（ｂ）は極厚スラブ１２の中心にコア７Ａの中心が位置す
る様子を示す。
【００５７】
　図９－（ａ）ではコア７Ａの平面形状に関係なく、構造体１Ａの抵抗モーメントが最大
になるよう、極厚スラブ１２の四隅位置に免震装置１１を配置している。（ｂ）ではコア
７Ａが正方形状であることから、水平２方向に有効に抵抗モーメントが発生するよう、コ
ア７Ａを構成する耐震要素７１、７２の延長線上に免震装置１１を配置しているが、（ｂ
）の場合には極厚スラブ１２の四隅位置に免震装置１１を配置しても効果は同等である。
図９の場合、抵抗モーメントは構造体１Ａの最下部のスラブ８である極厚スラブ１２の短
辺方向両側間に働く。図８－（ａ）では、平面１の短辺方向両側に基礎梁１３、１３が位
置することで、コア７Ｂの両側位置に免震装置１１を配置することができている。
【００５８】
　図９の場合にも、免震装置１１が圧縮力を受けるときに極厚スラブ１２は免震装置１１
から反力を受ける。極厚スラブ１２の上部で引張力が作用する場合に、免震装置１１が引
張力を受けようとするときには、極厚スラブ１２は特に質量が大きいことで、転倒モーメ
ントに抵抗することにより浮き上がりを防止する。結果として免震装置１１への引張力の
作用が回避される。
【００５９】
　図２、図３の場合、平面１（構造体１Ａ）に接続する平面２（構造体２Ａ）は平行四辺
形状をしていることから、平面２内の耐震要素５は平面２の短辺方向、すなわち平面１の
長辺方向を向き、平面２の長辺方向に間隔を置いて配列している。この耐震要素５の両端
にも基本的にそれに交差する方向の耐震要素は接続しない。図２、図３では安全のために
、耐震要素５の一方（右側）の端部にこれに交差する方向の、短い長さの耐震要素を接続
しているが、この耐震要素は必ずしも必要ではない。
【００６０】
　平面１内の耐震要素４の端部にそれに交差する耐震要素を接続する必要がなく、平面２
内の耐震要素５の端部にそれに交差する耐震要素を接続する必要がないことは、平面１内
の耐震要素４の不足分と平面２内の耐震要素５の不足分が平面１内のコア７Ａに集約され
ていることによる。
【００６１】
　前記の通り、平面２を含む構造体（棟）２Ａはセットバックしているが、図２、図３で
は平面２内の耐震要素５の厚さを階数に関係なく一定にし、上階になる程、厚さを大きく
することをしていない。
【００６２】
　平面２を含む構造体２Ａがセットバックした形状をする場合、上階になる程、平面積が
小さくなるが、平面積に応じた一定数の耐震要素を配置する必要から、通常は次第に耐震
要素の厚さを増す必要がある。その結果として構造体１Ａとの接続側寄りに位置する構造
体２Ａの重心の位置と、それより構造体２Ａの端部（前面）側に位置する剛心の位置との
間の距離（偏心量）が大きくなり、水平力を受けたときに捩じりを起こし易くなる。
【００６３】
　これに対し、図２、図３では構造体２Ａがセットバックした形状をしながらも、階数に
関係なく平面２内の耐震要素５の厚さが一定であることで、耐震要素５の厚さが増大する
場合より剛心が構造体１Ａとの接続側へ寄るため、偏心量の増大が抑えられ、捩じりの発
生が抑制されている。
【００６４】
　図２、図３に示す平面形を有する構造物にＸ方向に作用する水平力に対しては、平面２
内の耐震要素５と、コア７Ａを構成する、耐震要素５と平行な耐震要素７２が抵抗する。
Ｙ方向の水平力に対しては、平面１内の耐震要素４と、コア７Ａを構成する、耐震要素４
と平行な耐震要素７１が抵抗する。すなわち２方向を向いた二つの平面１、２が組み合わ
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せられることにより、一方の平面１（２）の耐震要素４（５）が互いに他方の平面２（１
）の耐震性を補う関係が成立する。
【００６５】
　図２、図３では構造物全体を地上階等の上部構造と基礎等の下部構造に区分し、その境
界に積層ゴム支承や弾性滑り支承等の免震装置１１を介在させ、上部構造を免震構造化す
ることにより耐震要素４～７の負担を軽減している。負担の軽減により免震装置１１がな
い場合より耐震要素４～７の厚さが抑えられている。免震装置１１の平面上の配置位置を
図４に示すが、免震装置１１は地上階の中間層に介在させられることもある。図４中、○
が積層ゴム支承を、◎が弾性滑り支承を示すが、免震装置１１の形態は問われない。
【００６６】
　図４中、太線で囲い、ハッチングを入れた帯状の領域は積層ゴム支承上の基礎の範囲を
示す。この基礎全体の領域を含む範囲には図５に示すように免震装置１１に軸方向引張力
に対処するために、上部構造（構造体１Ａ、２Ａ）の底板としての極厚スラブ１２が構築
されている。太線で示した帯状の領域を含め、免震装置１１の配置位置を含む格子状の部
分は上部構造（構造体１Ａ、２Ａ）に一体化する基礎梁１３を示す。
【００６７】
　極厚スラブ１２は図１－（ｃ）に示すように免震装置１１上の上部構造の下に構築され
ることで、水平力に伴って上部構造に作用する転倒モーメントにより免震装置１１に引き
抜き力が作用することを防止し、免震装置１１に主に軸方向圧縮力を作用させる機能を持
つ。極厚スラブ１２は図５の例では構造体１Ａの１層分の高さに相当する３０００ｍｍの
厚さになっている。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】（ａ）は本発明の耐震構造物の概要を示した平面図、（ｂ）は耐震構造物に境界
梁（基礎梁）と頂部梁を付加し、基礎梁の下に免震装置を配置した様子を示した立面図、
（ｃ）は構造体の下に極厚スラブを付加した様子を示した立面図である。
【図２】本発明の耐震構造物として、三つの平面を３方向に組み合わせた平面形を有する
１２階建ての集合住宅の例を示した２階（基準階）の平面図である。
【図３】図２に示す構造物の１０階及び１１階を示した平面図である。
【図４】図２に示す構造物における免震装置の設置位置を示した下部構造の平面図である
。
【図５】図２に示す構造物における一方の平面（構造体）の立面図である。
【図６】図２に示す構造物の外観を示した斜視図である。
【図７】（ａ）は本発明の耐震要素（耐震壁）詳細例を示した平面図、（ｂ）は従来の耐
震要素（耐震壁）詳細例を示した平面図である。
【図８】（ａ）は本発明の耐震要素（耐震壁）及びコアと、基礎梁及び免震装置の位置関
係を示した平面図、（ｂ）は（ａ）の立面図である。
【図９】（ａ）、（ｂ）は本発明のコアと、極厚スラブ及び免震装置の位置関係を示した
平面図である。
【図１０】（ａ）は図１－（ａ）に示す本発明の構造物に対応した従来の構造物の耐震要
素の配置状態を示した平面図、（ｂ）はセットバックした構造体を含む構造物の例を示し
た立面図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１……平面、１Ａ……構造体
　２……平面、２Ａ……構造体
　３……平面、３Ａ……構造体
　４……耐震要素、４１……内蔵柱、４１ａ……主筋、４１ｂ……主筋拘束筋
　５……耐震要素、６……耐震要素
　７……耐震要素、７Ａ、７Ｂ……コア、７１……耐震要素、７２……耐震要素
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　８……スラブ
　９……境界梁
　１０……頂部梁
　１１……免震装置
　１２……極厚スラブ
　１３……基礎梁（上部構造）
　１４……基礎梁（下部構造）

【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１０】
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