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建築物の時刻歴応答解析による地震時における鋼製ドアの損傷予測
正会員 ○前田華伊*1 同 大谷英之*2 同 永野康行*3
2.構造―2.振動―k．被害予測・地震防災
鋼製ドア, 損傷予測, S 造建物, 地震応答解析, 都市モデル

1.はじめに

震シミュレーションにより例示する．また，南海ト

地震時において，安全性を確保するため建物が崩 ラフ巨大地震が発生した場合の各階におけるドアの
壊しないように設計されるのは重要なことである． 損傷を予測することにより，ドアの損傷の傾向を調
しかし，建物が崩壊に至らないまでも屋根やドアと べる．
いった非構造部材の損傷により人命が損なわれる事
例や，避難が不可能となるといった事例が 2011 年 2. 地震時におけるドアの損傷に影響する閾値
（平成 23 年）東北地方太平洋沖地震や 2016 年（平

JIS 規格

3)4)では，ドアセット（戸，枠，丁番，錠

成 28 年）熊本地震では見られた．特に，天井の安全 前など）に油圧ジョッキにより静的な力を与えるこ
性については過去の地震により，体育館の吊り天井 とによって生じるドアの面内変形角を用いて等級を
を取り除くことによる天井の落下防止対策や天井に 表 1 のように決定している．
表1

クリアランスを設けるなどといった規定の変更など
により，天井の安全性は見直されつつある．片桐ら
が行った研究

1)2)は，鋼構造建物、RC

等級

造の建物を詳

JIS 規格 ドアセット 3)4)

面内変形
角

等級に対応する面内

細にモデル化し，ドアの面内変形角でドア枠の変形

D-1

1/300rad

変形角まで、ドアが開

量を数値解析により明らかにした．建物 1 棟を対象

D-2

1/150rad

かなければならない

とした地震時のドアの損傷の評価は実施されてきた

D-3

1/120rad

が，詳細モデルを用いた解析は多大な時間を要する

ドアの面内変形角からドアの等級を決定している

ため都市を対象としたドアの損傷の検討は実施され JIS 規格の内容を受けて，本研究では，建物の最大層
ていない
間変形角でドアの損傷判定を実施する．
そこで，本研究では，神戸市中央区の 1892 棟の鋼

本研究では，ドアの開閉とドアの変形角との関係

構造建物を対象に地震応答解析を実施し，その解析 の閾値を既往の研究や実験から算出する．関らの研
結果からドアの損傷判定を行う簡易な手法を用いる．究 5)では，弾性範囲内での鋼構造建物の最大層間変形
本研究では，質点系モデルを対象に解析を行うため 角とドアの損傷過程を示した．一方で加登らの研究
ドアの変形は建物の変形に追従するものとして考え 6)では，弾性範囲，弾塑性範囲における鋼構造建物の
るため，ドアの損傷を建物の最大層間変形角からド とある層間変形角でのドアの損傷過程を調べ，ドア
アの安全性の検討をする．既往の研究や実験から地 が開閉可能かどうかを調べた．これらの実験，研究
震によりドアの開閉に影響する損傷を受けた際の最 では，建物の層間変形角が 1/200 でドアの開閉が不
大層間変形角の値を調べ，閾値の仮定を行う．
可となったが，除荷後はドアのたてつけが悪くなっ
次に，ドアの開閉に影響する最大層間変形角の閾

たもののドアの開閉に支障はきたさなかった．また，

値を用いて南海トラフ巨大地震が発生した際の神戸

建物の層間変形角が 1/67 になれば，開閉不可となる

市中央区におけるドアの損傷状況の分布図を統合地

被害やドアのぶが回転不可となる被害が見られた．

Damage prediction of steel doors during earthquake by time history analysis of buildings
Kei Maeda ,Yukie Masuda and Yasuyuki Nagano
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そして，層間変形角が 1/50 に達するとドア枠が塑 本解析では，建物の種別，階数，面積，階高，剛性，
性変形し，除荷後であってもドアの開閉が困難とな 質量，減衰定数を用いて地震応答解析を実施する．
図 2 に地震応答解析結果およびドアの損傷判定の結

った．

これらの実験，研究から鋼構造建物の最大層間変 果を示す．
形角とドアの損傷についての閾値の仮定を表 2 のよ
うに実施した．
表 2 最大層間変形角によるドアの損傷の閾値
最大層間変形角
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3.鋼構造建物 1 棟のドアの損傷判定
本研究では，鋼構造建物のドアの損傷判定を建物
の最大層間変形角から行う．いま，2 章で求めたドア
図 2 ドアの損傷判定の結果

の損傷に影響する最大層間変形角の閾値を基に構造
解析ソフト DynamicPRO(Ver6.25)7)を用いて，構造
設計・部材断面事例集に記載されている図 1 の 5 階

結果として，今回サンプルとしてドアの損傷判定

8) を サ ン プ ル モ デ ル と し ， El

の解析を行った 5 階建て鋼構造建物では，中地震が

建ての鋼構造建物

Centro1940 NS 地震波 9)を中地震および大地震波に 起きた際， 1~4 階はドアの開閉が困難となると判定
基準化した地震波で地震応答解析を実施し，解析結 され，5 階はドアの損傷が生じないと判定された．ま
果を基にドアの損傷判定を行う．

た，大地震においては，中地震と同じく 1～4 階にお
いては，ドアの開閉が困難と判定され，5 階はドアの
開閉が可能と判定された．
4.神戸市中央区のドアの損傷予測
神戸市中央区の鋼構造建物を対象に地震応答解析
を実施し，解析から得られた最大層間変形角を基に
ドアの損傷予測を実施する．また，ある地域の各階
の最大層間変形角に着目することでどの建物のどの
階数が被害を受けるかを調べる．
4.1 建物モデル
本研究では，株式会社ゼンリンの Zmap-TOWNⅡ

図 1 建物立面図 8)

10)を使用し床形状のデータから建物をモデル化する．

建物のモデル化に際し，図 3 のように床形状からモ
モデル化を実施しているため各階の高さや各階の耐
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力といった情報はあたり平均的な数値を使用してい
る．また，表 3 に建物のモデル化に際し使用した建
物個別の情報および平均的な情報を示す．
表 3 使用データ

建物
個別

建物の種別

の

建物の階数

情報

建物の面積
各階の高さ

図 3 建物モデル

平均

減衰定数

的な

各階の耐力

情報

1m2 あたりの重

11)

量

4.2 入力地震動
本研究では，30 年以内に 90％の確率で発生すると

図 5 ドアの損傷分布図

されており，神戸市に最も大きな被害を与えると想
定される南海トラフ巨大地震（陸側ケース）を対象 南海トラフ巨大地震（陸側ケース）が起きた際のド
に神戸市中央区のドアの損傷判定を実施する．また， アが損傷した鋼構造建物数を算出した結果，ドアが
図 4 に震度分布図を示す．

開閉できなくなるほどの被害を受ける鋼構造建物は
1892 棟中 0 棟だった．また，開閉が困難となる鋼構
造建物数は 1892 棟中 319 棟となり，神戸市中央区に
ある鋼構造建物の 16.9％を占めていた．
4.4 各階のドアの損傷予測
ドアの損傷が大きかった地域 A(みなと元町駅付
近)の鋼構造建物 5 棟，地域 B(中公園駅付近)の鋼構
造建物 5 棟の各階の最大層間変形角に着目し，各階
のドアの損傷具合を調べる．(図 6,図 7)
結果として，5，6 階といった低層の鋼構造建物は
最大層間変形角が小さく，10 階といった高層の鋼構
造建物では，最大層間変形角が大きくなる傾向が見

図 4 神戸市中央区震度分布図

られた．また，8 階や 10 階建てといった高層の建物
では，半分より下の階層でドアの開閉が困難になる

4.3 神戸市中央区のドアの損傷予測

と判定された．一方で 5 階，6 階といった低層の建物

神戸市中央区の 1892 棟の鋼構造建物の最大層間 ではドアの開閉が可能と判定されており，南海トラ
変形角を算出し、解析結果を基にドアの損傷判定を フ地震（陸側ケース）が起きた際には地震の揺れの
実施する．図 5 にドアの損傷分布図を例示する．

みでは避難に支障をきたさないことが想定される．
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ーションとハザードマップ作成」における成果の一部である。
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