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1.  はじめに 
 
近い将来，東海・東南海・南海地震などの巨大地震

の発生が予想されており，その時に発生する長周期地

震動が大きなエネルギーを保持したまま，震源地から

遠く離れた場所に伝わってくることが懸念されている。

大都市圏には数多くの超高層建物が建設されているが，

既存超高層建物の中には長周期地震動を考慮せずに設

計されたものもある。それらが長周期地震動を受けた

場合，大きな揺れが長時間続き，構造体が被害を受け，

二次部材や設備等が損傷することが危惧されている。   
2006 年 11 月には日本建築学会と土木学会から「海

溝型巨大地震による長周期地震動と土木・建築構造物

の耐震性向上に関する共同提言」が発表されるなど，

既存超高層建物に対する長周期地震動対策技術の確立

が求められていた。 
本報では，変位依存型オイルダンパーを用いた既存

超高層建物の制振補強（T-RESPO 構法）の概要と，そ

の適用について紹介する。 
 

2.  設計用地震動の変遷と長周期地震動 
 
図－1 に設計用地震動の速度応答スペクトルを示す。

2000 年以前に設計された超高層建物の多くは，標準 3
波のみを設計用地震動として用いており，固有周期の

長い領域では，地震力は小さくなっていた。2000 年以

降は長周期成分を考慮した告示波が設計用地震動とし

て追加されたが，巨大地震が発生すると，都市部など

の平野部では，長周期成分が増幅され，周期の長い領

域で告示波より大きな地震力となる恐れがあることが，

最近の研究で明らかになっている。 
長周期地震動は継続時間が長く，遠方まで地震動が

伝播されるのが特徴である。既存超高層建物は，建設

当時の想定と違い，供用期間中に遠方の巨大地震を含

めた複数回の巨大地震の影響を受ける可能性がある。

また，長時間の揺れにより，塑性部の累積損傷が限界

値に達する恐れもあり，建物の応答変形と部材の損傷

を低減する必要がある。 

 
図－１ 設計用地震動の速度応答スペクトル 

Fig.1 Velocity response spectra of design ground motions 
 

3.  既存の耐震補強技術と問題点 
既存の耐震補強技術としては，耐震補強，免震化，

制振補強の 3 つがある。 
耐震補強（図－２）は，耐震壁やブレース等を既存

架構に付加することによって，建物の剛性と強度を増

す補強法であり，低層建物の補強に多く用いられてい

る。しかし，建物周期を伸ばすことにより地震力を低

減している超高層建物に耐震補強を行うと，周期が短

くなり，作用する地震力が大きくなってしまうという

問題点がある。また，壁やブレースを設置した部分に

力が集中したり，他の部分の変形が逆に大きくなった

りする場合もある。 
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免震化（図－３）は，既存建物の基礎下や中間階に

積層ゴムなどの免震装置を設置して，地震の力が直接

建物に伝わらないようにし，揺れを低減する構法であ

る。既存低層建物や 10 階程度までの既存高層建物の補

強には適用可能で，加速度低減効果が大きいのが特徴

である。しかし，既存超高層建物に適用する場合は，

柱軸力が大きいので，免震装置が大型化し，ジャッキ

アップなどの手間も大きくなる。また，高さが高く，

塔状比が大きいと，引抜きや転倒が問題となる。 
制振補強は，低降伏点鋼などを用いた履歴型ダンパ

ーや，オイルダンパーなどを建物に組み込み，減衰力

を付加するものであり，オイルダンパーには後揺れの

低減効果がある。しかし，ダンパーの負担した減衰力

の反力が，ダンパーの周辺架構に作用するため，既存

の柱や梁，基礎を補強する必要が生じるという問題点

があった。 
 

4.  変位依存型オイルダンパー 
 
4.1 変位依存型オイルダンパーの特徴 

超高層建物で用いる一般的なオイルダンパーは，一

定以上の速度になると別の弁が開き，減衰力が頭打ち

になるようになっている。そのため，建物の最大変形

付近でも，ダンパーが力を負担しており，周辺架構に

付加応力が発生する。一方，変位依存型オイルダンパ

ーは，一定変位に達した時に一方向にオイルが流れる

バイパス経路を設けている。図－４に変位依存型オイ

ルダンパーの原理を示す。加力方向に所定の変形に達

すると，重なり合った溝の部分からオイルが流れ，減

衰力が小さくなる。ピストンが戻る時は，ワンウェイ

バルブによりバイパス経路の弁が閉じるので，通常の

オイルダンパーと同じになる。図－５に通常のオイル

ダンパーと変位依存型オイルダンパーの減衰力と変位

の関係を示す。変位依存型オイルダンパーは，大地震

時の最大変形付近でオイルダンパーに発生する力を制

御し，周辺架構に付加応力が発生しないため，図－６

に示すように，既存の柱や梁，基礎を補強する必要が

生じない。 
ダンパー周辺部の柱の地震時付加軸力について，通

常のオイルダンパーを用いた場合と，変位依存型オイ

ルダンパーを用いた場合の比較を図－７に示す。通常

のオイルダンパーは，設計時に想定していた地震時の

柱付加軸力を超えてしまうが，変位依存型オイルダン

パーは，最大変形付近でダンパーが力を負担しないた

め，想定していた柱付加軸力以下となる。 

  

図－２ 耐震補強             図－３ 免震化       
Fig.2 Seismic retrofit       Fig3. Seismic isolation retrofit 

 

 

図－４ 変位依存型オイルダンパーの原理 
Fig.4 Mechanism of a deformation-dependent oil damper 

 

  

図－５ オイルダンパーの減衰力と変形の関係 
Fig.5 Relationship of damping force and deformation for an  

 ordinary damper and a deformation-dependent oil damper 
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 4.2 変位依存型オイルダンパーのモデル化 

通常の速度に関してバイリニア型のオイルダンパー

のバルブ（調整弁＋リリーフ弁）にバイパス経路を追

加しているため，変位依存型オイルダンパーは(1)式と

(2)式の基本式により解析を行う。総流量はバルブを通

る流量とバイパス経路を通る流量の和となる。(3)式に

(4)式と(5)式を代入し，(2)式と等置することで，ある変

形 x と速度 V における圧力 P が求まり，更に(1)式から

減衰力 F が求まる。 

F＝A×P    (1)    Q＝A×V   (2) 
Q＝Q1＋Q2  (3)    Q1＝P/Cα   (4) 
Q2＝Cd×a(x)×√(2g/γ)×√P      (5) 

F  ：減衰力(kN)      A ：受圧面積(cm2) 
P  ：圧力(kN/cm2)     Q ：総流量(cm3/s) 
V  ：速度(cm/s)  

 Q1 ：バルブを流れる流量 
 Q2 ：バイパス経路を流れる流量 

Cα ：バルブを流れる圧力－流量関係の減衰抵抗 
(kN･s/cm5) 

Cd ：流量係数      x：ダンパーの変形(cm) 
a(x) ：バイパス経路の溝面積(cm2) 
g  ：重力加速度(cm/s2)   γ：油の比重(kN/cm3) 

層間変形

軸力

 
通常のオイルダンパー 

層間変形

軸力

 
変位依存型オイルダンパー 

ダンパー設置前の柱付加軸力 ダンパーによる付加軸力
ダンパー設置後の柱付加軸力 設計時想定地震時柱付加軸力  

図－７ ダンパーが取り付く柱の地震時付加軸力 
Fig.7 Additional axial force of column connected with dampers 

通常のオイルダンパーの場合 変位依存型オイルダンパーの場合
図－６ 地震時の柱の付加軸力 

Fig.6 Additional axial force of column while seismic force is acting 

想定付加軸力を超える

想定付加軸力

を超える 

想定付加軸力を超えない

想定付加軸力を超えない
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5.  新宿センタービルの制振補強 
 

5.1 建物概要 

変位依存型オイルダンパーを用いて，1979 年に竣工

した 54 階建ての事務所ビルである新宿センタービル

（図－８）を制振補強した。基準階の平面形状は桁方

向 3.0m とスパン方向 11.2～15.4m のスパンで構成され

た 42m×63m の矩形である。地上部の構造種別は鉄骨

造で，耐震要素として鉄筋可撓耐震壁が用いられてい

る。構造形式は両方向とも，中央コア部分の鉄筋可撓

耐震壁と，外周柱による純ラーメンフレームから構成

されている。頂部ならびに中間層にトラス梁を設け，

チューブ効果を高めている。基準階伏図を図－９に，

短辺方向軸組図を図－１０に，建物の概要を表－１に

示す。建物の 1 次固有周期は短辺方向が 6.2 秒，長辺

方向が 5.2 秒である。 
5.2 鉄筋可撓耐震壁の概要 

本建物のコア部に，短辺方向各階 12 枚，長辺方向各

階 20 枚設置されている鉄筋可撓耐震壁は，図－１１に

示すように，一枚の鉄筋コンクリート壁板を上下二つ

に分割し間隙を設け，そこにせん断力を伝達するため

の鉄筋をくしの目状に挿入し，建物剛性の調整を図っ

ている。また，この鉄筋可撓耐震壁は，鉄筋の曲げ靭

性にエネルギー吸収機能を期待した制振耐震壁でもあ

る。可撓鉄筋の平均累積塑性変形倍率ηは，建設当時

の繰り返し曲げせん断実験により，η=135 程度まで性

能が確認されている。 
5.3 設計クライテリアと制振ダンパーの設置 

本建物の耐震性能は，告示波（極めて稀に発生する

地震動）や標準３波（最大速度 50kine）による最大層

間変形角は 1/100 以内であるが，長周期地震動である

想定南関東地震では，最大層間変形角が 1/100 を超え

る。そこで，変位依存型オイルダンパーを新たに設置

し，耐震性能の向上を図ることとした。 
設計クライテリアは，近傍の巨大地震（想定南関東

地震）と遠方の巨大地震（想定東海地震)を想定した設

計用長周期地震動に対し，最大層間変形角 1/100 以内，

かつ鉄筋可撓耐震壁の平均累積塑性変形倍率ηが実験

で確かめられた値（η=135）以下とした。 
変位依存型オイルダンパーは，建物の時刻歴応答解

析を行い，層間変形角が大きくなる層と，鉄筋可撓耐

震壁の平均累積塑性変形倍率が大きくなる層を中心に，

各階 12 台 24 層の合計 288 台設置した。ダンパーの設

置位置を図－１２に示す。 

 

    
図－８ 建物写真         図－１０ 短辺方向軸組図 

Fig.8 Picture of the building   Fig.10 Framing elevation plan of            
transverse direction 

 

 

図－９ 基準階伏図 
Fig.9 Framing plan of a typical floor 

 

 
図－１１ 鉄筋可撓耐震壁の概要 

Fig.11 Details of the energy-absorbing wall 

 

図－１２ 制振ダンパーの設置位置 

Fig.12 Layout of oil dampers 
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表 1 建物概要 

Table 1 Specification 
     of the building 
所在地 東京都新宿区

用途 事務所 
建築面積 3,667m2 
延面積 183,064m2 
階数 地上 54 階 

地下 4 階 
軒高 216m 
構造 地上部 S 造 

地下部 RC 造

基礎 直接基礎 
竣工年月 1979 年 10 月 
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5.4 制振ダンパーの概要と試験結果 

制振ダンパーは，周辺架構の補強が不要な変位依存

型オイルダンパーを用いた。変位依存型オイルダンパ

ーは，中心位置から設定したストロークになると，外

付けバルブ内の除荷スプールに刻んでいる溝からオイ

ルが流れ，油圧抵抗が減少し，減衰力が低下する。 
周辺架構との関係から，ダンパーの外付けバルブの

作動するストロークを 5～7mm に設定した。また，リ

リーフ速度は Vr=1.7kine の高減衰タイプを採用し，付

加減衰をなるべく大きくして，長周期地震動による揺

れの低減を図る。設定したダンパー特性を表－２と図

－１３に示す。 
ダンパーは，①外付けバルブ圧力耐久試験，②外付

けバルブ作動耐久試験，③リンク作動耐久試験，④速

度依存性能試験，⑤変位依存性能試験を行い，耐久性･

性能とも要求仕様を満足していることを確認した。試

験の状況を図－１４に，速度依存性能試験結果を図－

１５に示す。小さな変形領域では通常のオイルダンパ

ーとほぼ同様の履歴形状であるが，大きい変形領域で

は外付けバルブが作動し，減衰力が低下していること

が分かる。 
5.5 制振ダンパーの取付方法と確認実験 

5.5.1 制振ダンパーの取付方法 

制振ダンパーは，ブレース下端と床上ベースプレー

トの間に設置する。大梁とブレース，ベースプレート

の接合は，PC 鋼棒による圧着とし，溶接は行わない。

梁の上下フランジ間には PC 鋼棒の緊張力を受ける補

強材(溝形鋼)を配している。ダンパーの反力として片

側のブレースには引張力が作用するが，そのブレース

と大梁の圧着部においてすべりが生じないように，PC
鋼棒の緊張力は 250kN/本とした。取付部の詳細を図－

１６に，取付後の写真を図－１７に示す。 
5.5.2 ブレース・梁接合部の確認実験 

実大実験により，PC 鋼棒による大梁とブレースの圧

着接合部の応力伝達性能を確認した。試験体は，適用

建物を模擬した実大架構で，ブレースは円形鋼管と等

価な軸剛性を有する十字形断面を用いた。実験状況を

図－１８に，試験体の形状と加力装置を図－１９に，

実験パラメータを表－３に示す。ブレース･梁接合部に

施工調整用として挿入するフィラープレートの形状を

パラメータとした 2 ケース（高さ調整用の全面タイプ

と，傾斜調整用の半面タイプ）について実験を行った。

加力は，制振ダンパーの代わりに油圧ジャッキを 2 台

配置して，正負交番の荷重を作用させた。ダンパーの

最大減衰力を考慮し，載荷荷重は 450kN とした。 
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図－１３ 変位依存型オイルダンパーの復元力 

Fig.13 Specification of the oil damper 

 

 
図－１４ オイルダンパー試験状況 

Fig.14 Loading test of the oil damper 

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

-60 -40 -20 0 20 40 60

変位(mm)

減
衰

力
F
(k

N
)

-300

-200

-100

0

100

200

300

-15 -10 -5 0 5 10 15

変位(mm)

減
衰

力
F
(k

N
)

 
C1 領域 0.2Hz         C2 領域 0.2Hz 

図－１５ オイルダンパー性能試験結果 

Fig.15 Loading test results of the oil damper 

 

図－１６ オイルダンパー取付部詳細 

Fig.16 Detail of attachment 

5mm 30mm
30mm 5mm X5～7mm

30mm5～7mm

30mm

変位依存型オイルダンパー
PC鋼棒

PC 鋼棒

補強材

表－２ 変位依存型オイルダンパーの設計特性値 
Table 2 Specification of the oil damper 

ダンパーストローク 

（伸圧両効き） 
速度－減衰特性 

120mm(±60mm) バイリニア特性 

C1 

(kN/kine)

C2 

(kN/kine)

Vr 

(kine) 

Vmax 

(kine) 

Fr 

(kN)

Fmax

(kN)

235 3.5 1.7 15 400 446
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実験結果を図－２０に示す。荷重は油圧ジャッキに

よる載荷荷重で，相対すべりは梁とブレースエンドプ

レートのすべり量である。ケース 1，2 ともに，450kN
の荷重で 72 サイクル，700kN の荷重で 1～2 サイクル

繰返し載荷しても，ブレース・梁接合部の相対すべり

はほとんどなく，想定される施工条件でも安定した応

力伝達性能を確保できることが確認された。柱梁架構

およびブレースは弾性挙動を示し，繰返し加力による

荷重の低下は見られなかった。 
5.6 設計用長周期地震動 

5.6.1 想定南関東地震 

周期 4 秒以下は経験的グリーン関数法 1)，周期 4 秒

以上は 3 次元有限差分法 2)により地震動を作成し，こ

れらを時間領域で足し合わせるハイブリッド法によっ

て，想定南関東地震を作成した。建設地における加速

度波形と擬似速度応答スペクトル（h=5%）を図－２１

に示す。 
5.6.2 想定東海地震 

周期 4 秒以下は経験的グリーン関数法，周期 4 秒以

上は DRM 3) 4)（波数積分法＋3 次元有限要素法）によ

り地震動を作成し，これらを時間領域で足し合わせる

ハイブリッド法により，想定東海地震を作成した。建

設地における加速度波形と擬似速度応答スペクトル

（h=5%）を図－２２に，東海地震が関東平野に伝搬す

るシミュレーション結果を図－２３に示す。 

   
図－１７ 取付部写真      図－１８ 梁接合部実験 

Fig.17 Appearance of attachment Fig.18 Loading test of connection    

表－３ 実験パラメータ 
Table 3 Eperimental parameter 
フィラープレート PC鋼棒緊張力 繰返し荷重

ケース1
全面タイプ
板厚3.2mm 250kN ±450kN：72サイクル

±700kN：1サイクル

ケース2
半面タイプ
板厚1.2mm 250kN

±450kN：72サイクル
±700kN：2サイクル
押切：+898kN,-767kN  

32
48

PC鋼棒φ26

250 250 140 250 250 40 820 140 250 250585 275

75 200 235 75 75 470 200 75

グラウト
t =25

DZ1
(CDP25)

ひずみゲージ
S-1(S-2)

ひずみゲージ
S-3(S-4)

DZ2
(CDP25)

Df1(CDP50)
20 50

摩擦面処理
（サビ太くん塗布）

＋200x200x40x40(SS400)

□500x500x22x22
(BCR295)

1000kNジャッキ
1000kNジャッキ

Df2(CDP25)

Db1(Db2)
(CDP50)

1500 1500
3600

BH-250x450x19x28(SS400)

48
2

15
2

34
73

41
07

25
0

20
0

22
2

32 400 325

100

400325

100

ひずみゲージ
     v-2a(v-2b)

ひずみゲージ
     v-1a(v-1b)

DZ3
(CDP25)

DZ4
(CDP25)

球座
PC鋼棒φ36

正 負

32
51

 
-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
相対すべり量δ z (mm)

荷重Q (kN) DZ1

DZ2

 
図－１９ 試験体    図－２０ 実験結果(ケース 1) 

Fig.19 Structural specimen      Fig.20 Experimental result 

 

図-２３ 想定東海地震のシミュレーション

Fig.23 Simulation of Tokai earthquake

図-２１ 想定南関東地震 

Fig.21 Assumed South Kanto earthquake 

図-２２ 想定東海地震 

Fig.21 Assumed Tokai earthquake

スペクトル（h=5%)

加速度波形

スペクトル（h=5%) 

加速度波形

 
 
 

左側圧着部のすべり

右側圧着部のすべり
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5.7 地震応答解析結果 

時刻歴応答解析は１階柱脚部を固定とし，地上部の

みを平面解析で行った。制振ダンパー設置前の短辺方

向の各層の最大層間変形角と鉄筋可撓耐震壁の平均累

積塑性変形倍率ηを図－２４に示す。告示波（極めて

稀に発生する地震動）や既往波（50kine），想定東海地

震による最大層間変形角は 1/100 以内であり，鉄筋可

撓耐震壁の平均累積塑性変形倍率も，建設時の実験で

性能を確認されたη=135 を下回った。しかし，想定南

関東地震の応答は，最大層間変形角が 1/93，鉄筋可撓

耐震壁の平均累積塑性変形倍率η=145 となった。 
制振ダンパー設置前後の短辺方向の想定南関東地震

の応答比較を図－２５に示す。制振ダンパー設置後は，

最大層間変形角が 1/100，鉄筋可撓耐震壁の平均累積塑

性変形倍率がη=110 となり，設計クライテリアを満足

していることが分かる。また，想定南関東地震と想定

東海地震による鉄筋可撓耐震壁ηの和は 133 で，135
を下回った。 
 

6.  おわりに 
 
世界的に見ても日本は自然災害の多い国であり，特

に地震の発生割合は高く，東海・東南海・南海地震は

いつ発生してもおかしくない状況にあり，事業継続へ

の社会的要請が顕著になりつつある。 
また，地球環境的には，既存超高層建物を取り壊し

て新築するよりは，リニューアルして 100 年程度は使

い続けることが望ましい。長く使い続けるということ

は，長周期地震動を受ける回数も確率的に高くなるこ

とを意味しており，安全性だけでなく修復性等を考慮

した耐震性の確保が望まれる。 
東北地方太平洋沖地震において，長周期地震動対策

を行った新宿センタービルでは，制振ダンパーの効果

により最大変形と揺れの継続時間が低減されたことが

確認された。既存超高層建物では安全性，事業継続性

を改めて見直し，より価値の高いものにするため，本

構法を今後も積極的に展開していく予定である。 
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図－２４ 制振ダンパー設置前の短辺方向の応答 
Fig.24 Analysis result before setting oil damper 
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図－２５ 制振ダンパー設置前後の短辺方向の応答比較 
Fig.25 Compariosn of responses with and without oil damper 
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告示波（極稀） El Centoro NS(50kine)
Taft EW(50kine) 八戸 NS(50kine)
想定南関東地震NS 想定東海地震NS

関東地震NS　　　(制振ダンパー設置前)

関東地震NS　　　(制振ダンパー設置後)
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