
11制振建築紹介

１　はじめに
熊本城天守閣は、「平成28年（2016年）熊本地震」

にて被災し、現在、復旧工事とともに、耐震補強工
事が進められている。オリジナルの木造天守は、慶
長12年（1607年）に築城されたが、明治10年（1877

年）の西南戦争で焼失した。現在の天守閣は、昭和
35年（1960年）に熊本市制七十周年記念事業として
外観を忠実に再現した復元天守である。
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熊本城天守閣

２　建物概要
熊本城とは城郭の敷地全体をさし、敷地内の最も
高い位置に天守閣が建てられている。
天守閣は、大天守と小天守から構成され、建築基
準法における用途は博物館である。石垣を含む地盤
面以下は、「特別史跡 熊本城跡」として国指定特別史
跡に指定されている。天守閣の断面構成を図1に示す。

所 在 地：熊本県熊本市中央区本丸地内
所 有 者：熊本市 建築用途：博物館
最高高さ：31.2 m 延べ面積：2,925.28 m2 

建築面積：1,105.36 m2

階　　数：地上6階　地下1階
構造種別：混構造（RC+SRC+S造）
基礎形式：深礎
既存意匠設計：建築美術研究所
既存構造設計： 服部正構造計画研究所  

（現：（株）構造計画研究所）
既存施工・復旧工事・耐震補強工事：株式会社大林組
補強設計：株式会社大林組一級建築士事務所

江村　勝 岸　浩行
大林組 同

寺井　亮
同

堂地　利弘
同

三好　夏恵
同

 昭和34年 着工前 

昭和35年 竣工時

天守閣 

写真1　天守閣全景写真

写真２　熊本城鳥瞰写真 

図1　天守閣 の断面構成  
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３　平成28年（2016年）熊本地震被害概要
熊本城は、震源地（震度7）から約10km離れた熊

本市中心部（震度6強）に位置している。今回の地
震により、敷地内では、多くの建物や石垣が崩壊した。
昭和35年に地震や基礎の不確定性を慎重に考慮し
た構造設計により復元された天守閣は、屋根瓦の落
下と部分的な石垣崩壊が顕著な被害である一方で、
主架構は十分に修復可能な状態であった。また、「天
守閣被害調査報告書」1）に示される杭の健全性試験
（IT試験）結果から、天守閣を支える深礎は、再利用
可能と判断した。

４　補強概要
4-1　補強方針
深礎が設けられている地盤面以下は、特別史跡に

指定されており、新設杭の設置や既存深礎の補強工
事を行うことが出来ない。そのため、上部構造に制震
補強を採用し、制震ダンパーで地震エネルギーを吸
収することで深礎に作用する地震力の低減を図った。
今回採用する制震ダンパーを以下に示す。
①：  ②と③を1つの構面に交差配置  

（以下、クロスダンパー）
②： 履歴型制震ダンパー  

（以下、ブレーキダンパー）
③：粘性型制震ダンパー（以下、オイルダンパー）
④：粘弾性型制震ダンパー（以下、VEダンパー）

補強設計の評価は、2つの検証方法を用いている。
まず、耐震診断基準に基づいた検証では、耐力を考
慮出来る上記②のブレーキダンパーのみで、Is>0.6

を満足する補強量を決定した。次に、動的解析によ
る検証では、上記①～④の制震ダンパー全てを考慮
し、レベル2地震動を1.25倍した入力に対して建物
が倒壊しないことを確認した。

4-2　ブレーキダンパーの構成
ブレーキダンパーは、高力ボルト接合部に摩擦板

（ブレーキ材）とステンレス板を一対にして挟み込
み、地震時の建物振動エネルギーを摩擦熱に変換す
ることにより建物の応答を低減する制震機構であ
り、実建物への適用を重ねてきた。2）

ブレーキダンパーの構成を図2に示す。

ブレーキダンパーを用いた耐震補強工法3）は、建
設技術審査証明（建設技術）の評価を取得しており、
従来の枠付き鉄骨ブレース補強と同様の靱性指標F

値とすることが可能で、今回はF=2.0を採用している。

被災前 

被災後 

屋根瓦の落下 

石垣の崩壊 

写真4　天守閣被災状況写真 

写真3　敷地内被災前後写真 

図2　ブレーキダンパーの構成 
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５　耐震補強計画
5-1　耐震補強の概要
本建物は、独特な形状のため、多様な耐震補強要
素を適材適所で採用している。本稿では、制震補強
の内容を中心に報告し、強度指向型耐震補強やその
他の追加補強については割愛する。耐震補強後の軸
組図を図3に、構造パースを図4に示す。

5-2　省スペースに設置した制震ダンパー
建築計画と耐震補強計画の整合を図るため、制震
ダンパーの配置を工夫した。下層階には、1つの構面
にブレーキダンパーとオイルダンパーの2つを交差さ
せた「クロスダンパー®」4）を採用することで補強構
面を減らし、展示スペースの周遊性を実現した。
クロスダンパーの概要を図5に、平面配置を図6に、
構造パースを図7に示す。

最上階には、VEダンパーを下がり壁の仕上げ内
部に方杖形式で設置し、開放感のある展望フロアを
実現させた。VEダンパーは、鉄板の間に3mm厚で
密着させた高減衰ゴムのせん断変形により地震エネ
ルギーを吸収する。構造パースを図8に、VEダンパー
構成を図9に示す。

図3　耐震補強の軸組図（建物全体）
図7　クロスダンパーの 構造パース(大天守 2 階) 

図6　平面配置（大天守 2 階） 

図4　耐震補強後の構造パース(建物全体) 

図5　クロスダンパーの概要 

図8　構造パース(最上階) 

図9　VEダンパーの構成 

 

①：クロスダンパー設置 
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①：クロスダンパー設置 

展示スペース 
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 階段室の区画壁内にクロスダンパー設置 
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高減衰ゴム 

姿図 

断面図 
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６　動的解析概要
6-1　上部構造の解析モデル
上部構造は、構造上主要な部材を線材に置換した
立体部材系モデル（図10）を用いた弾塑性時刻歴応
答解析を実施した。各部材のモデル化について、柱
と大梁の材端をMSモデル、ブレーキダンパーの摩
擦部を完全弾塑性Bilinearモデル、オイルダンパーは
軸剛性を考慮したMaxwellモデル、VEダンパーは性
能証明を取得している方法5）に倣ったVoigtモデルと
した。減衰は、各部材ごとに瞬間剛性比例の内部粘
性減衰を設定する。既存RC・SRCの部材はひび割
れ等の影響により特に減衰効果が見込まれることか
ら減衰係数を5%とし、新たに造り替える最上階の
鉄骨造部分等の減衰係数は2%とした。

6-2　採用地震動
採用地震動は、H12年建設省告示1461号に示され

る告示波と標準的な観測波のほか、余裕度確認の参
考波として、熊本地方気象台にて観測された熊本地
震NS波とする。疑似速度応答スペクトル（図11）で
は、0.7秒付近に卓越周期が確認出来る。これは補強
前の一次固有周期と重なっていた。耐震補強による
建物全体の剛性増加により一次固有周期は0.3～0.4

秒となり、入力エネルギーの低減が見込まれる。

6-3　応答解析結果
レベル2地震動時の最大層間変形角（図12）は、設
計クライテリアの1/100以下となることを確認した。
最大応答加速度結果（図13）では、構造種別S造の
最上階にて、むち振り現象を確認出来る。これは構
造種別の切替に起因しており、屋根瓦の落下被害と
も整合する。後述の「8 瓦落下防止策の性能確認試験」
では、最上階の応答加速度波形（図14）を用いた。

6-4　地震エネルギー吸収量
レベル2地震時の入力エネルギー量に対する各要

素の吸収エネルギー量を算出することにより、制震
要素の減衰効果を評価した。50～60%程度を制震ダ
ンパーで負担しており、建物本体の吸収エネルギー
を大きく低減していることを確認した。（図15）
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図10　上部構造の解析モデル 

図13　最大応答加速度（Y 方向レベル 2） 

図12　最大層間変形角（Y 方向レベル 2 地震時）

図14　小天守最上階の応答加速度波形（Y 方向レベル 2） 

図11　採用地震動の疑似速度応答スペクトル(h=0.05) 図15　減衰要素別の地震エネルギー吸収分担率（Y方向） 
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6-5　基礎構造の解析
本建物の深礎は、少量ながら配筋されており、長
さ径比が10を超えるため、杭設計と同様に深礎を線
材置換し、地盤ばねと組み合わせた解析モデル（図
16）を用いて弾塑性増分解析を実施した。上部構造
の地震時最大層せん断力と柱の変動軸力を深礎頂部
に漸増荷重として与えた。深礎なのでせん断と軸力
のみを検討対象とし、脆性的な破壊が生じないこと
を確認した。

城郭特有の盛土形状による地盤条件を考慮した三
次元連成地震応答解析（上部構造-深礎-地盤）も実
施し、上部構造からの慣性力と地盤の強制変形によ
る深礎の動的最大応答せん断力は静的増分解析結果
の半分程度であることを確認した。（図17）

７　クロスダンパーの性能確認試験
クロスダンパーの構造性能確認のため、実大の載
荷フレームに組み込み、動的載荷試験を実施した。6）

正弦波（T=2.0sec、δ=±40mm）の載荷ケースに
関して、各制震ダンパーの荷重―変位（軸変形）関
係を図18に示す。最大減衰力の計算値（実線）とそ
の±10%の荷重（破線）を記載している。ブレーキ
ダンパーは、完全弾塑性の履歴特性を示し、地震エ
ネルギーを効率よく吸収する長方形の履歴ループを
描いた。オイルダンパーは、速度依存型の特性によ
り、原点付近の軸変形が小さい範囲で最大減衰力を
発生した。 

上記結果を合算したクロスダンパーの荷重－変位
（水平）関係を図19に示す。

各制震ダンパーの載荷振幅ごとの吸収エネルギー
比率の推移を図20に示す。オイルダンパーはごく小
さな振幅（±3mm）からエネルギーを吸収する。±
10mm以上の振幅の載荷では、ブレーキダンパーのエ
ネルギー吸収が支配的であるが、振幅の増加ととも
にオイルダンパーの吸収エネルギー比率が増加し、
クロスダンパー全体の吸収エネルギーも増加する。

図16　基礎構造の解析モデル（小天守） 

図18　各制震ダンパーの荷重－変位(軸変形)関係 

図19　クロスダンパーの荷重－変位(水平)関係 

図17　三次元連成地震応答解析モデル 

写真5　クロスダンパー試験体（全景）写真 図20　各制震ダンパーの吸収エネルギー比率の推移 
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８　瓦落下防止策の性能確認試験
今回の地震では、広範囲にわたり屋根瓦が落下し
たが、来場者不在の時間帯に地震が発生したことは
不幸中の幸いであった。瓦葺きの復旧には、乾式工
法を採用し、全ての瓦を1枚ずつ下地の桟木に固定
する落下防止策を採用した。（図21）
現地での施工に先立ち、三方向同時加振が可能な
三次元振動台に実大試験体を製作し、瓦落下防止策
の性能確認試験を行った。加振には、図14に示す最
上階の応答加速度波形も用いた。最終的に、試験機
の最大出力となる水平3Gまで入力を大きくしたが、
1枚も落下することなく、十分な性能を確認出来た。

９　おわりに
復興のシンボルとして2021年度末の復旧を目指し、
天守閣の工事は現在も日々進捗している。2019年10

月から天守閣の復旧状況を間近で見ることが出来る
特別公開が開始され、多くの方々で賑わっている。
最後に、特別史跡内の建築物として制約条件が厳
しいなか、発注者として文化庁など関係各所と調整
して頂いた熊本城総合事務所建築班の皆様、特別史
跡熊本城跡保存活用委員会の委員として構造的な助
言を頂いた和田章氏（東京工業大学名誉教授）、昭和
復元時の構造設計と被災後調査を担当され貴重な資
料を提供して頂いた（株）構造計画研究所の皆様、
その他、この物件に関わった多くの皆様にこの場を
借りて心よりお礼申し述べたい。
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瓦の爪(裏側) 

図21　瓦落下防止策の概要 

写真8　天守閣全景写真（2020/02）

写真6　瓦落下防止策 試験体（全景）写真 

写真7　瓦落下防止策 試験体（瓦設置部）写真 


