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Abstract: Typical damage to R/C buildings such as soft story failure, shear failure on Column, damage to Non-structural walls and 

damage to element of seismic retrofit by the 2016 Kumamoto earthquake are reported. Furthermore, some issues derived from 

typical damage to R/C buildings are investigated. The first issue is the acceleration of seismic retrofit on R/C apartment buildings. It 

seems that the investigation on seismic retrofit methods which are applicable to various requests from residents is required. The 

second issue is the development of highly-developed evaluation system on residual seismic performance of damaged R/C buildings. 

 

１． はじめに 

平成 28年 6月 5日（日）～8日（水）にかけて，熊

本地震で被災した RC 造建物の被害調査を実施した。

当初，調査対象を学校校舎や市庁舎等の RC 造公共建

築としていたが，現地の被害状況が速報等によって明

らかになるにつれ，集合住宅等の民間建築物の被害が

多く伝えられた。それらの多くは，旧耐震基準で設計

された既存不適格建物であり，耐震補強が行われてい

なかった。そこで，RC 造建物の被害調査においては，

耐震改修促進法に基づいて耐震化が促進された公共建

築物だけでなく，耐震化が遅れている民間建築物も含

めることにした。なお，調査対象地域は，被災建物が

集中した益城町と集合住宅の被害が多く見られた熊本

市内とした。 

本報では，益城町および熊本市内で被災した RC 造

建物に見られたいくつかの代表的な損傷状態について

考察し，今後解決すべき課題について検討する。 

 

２． 被災 RC造建物における代表的な損傷状態 

被災 RC 造建物に見られた主たる損傷状態は，層崩

壊（特に 1 層）と柱のせん断破壊である。また，集合

住宅では非構造部材の損傷が多く見られ，益城町の庁

舎では耐震補強に関する部材の損傷が確認された。 

２．１ 層崩壊 

 Fig.1に層崩壊した建物の一例として，熊本市内の集

合住宅兼店舗の被害状況を示す。この建物は，1974年

に建設され，平面形状が L字形をしているが，エキス

パンションジョイントは設けられていない。1 階部分

はピロティ構造で主に駐車場として利用されていた。

このような 1 階がピロティ構造となっている旧基準で

設計された建物において，同様に 1 層での層崩壊が確

認されている。なお，住人の話によると，4/14 に発生

した前震では大きな被害はなく，4/16 の本震発生時は

室内で就寝していたとのことである。結果として，1

層で層崩壊をしたため人命が失われることはなかった

が，層崩壊の瞬間は生きた心地がしなかったと話す姿

が印象的であった。 

２．２ 柱のせん断破壊 

 Fig.2に柱がせん断破壊した建物の一例として，熊本

市内の店舗兼事務所の被害状況を示す。破壊した柱は

隅柱であり，下階壁抜けになっている。露出した鉄筋

の様子から，せん断補強筋は丸鋼であり，90°フック

であった可能性が高い。また，1 階平面において耐震

壁が偏在しているため，ねじれ挙動が発生し，当該柱

に過大な変形が生じたと考えられる。 

 

  

Figure.1 Soft Story Failure at 1st Story 

  

Figure.2 Shear Failure on R/C Column 
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２．３ 非構造部材の損傷 

 Fig.3に非構造部材の損傷の一例として，熊本市内の

集合住宅の被害状況を示す。低層階に被害が集中して

おり，方立壁のせん断破壊が確認できる。なお，被害

調査の際に目視調査をした限りでは，柱や梁の損傷が

軽微であったため中破と判断していたが，建築研究所

グループの詳細調査に基づく被災度区分判定[1]では，1

階は大破と判断されている。同様に，非構造壁の被災

度区分判定においても大破と判定されている。 

２．４ 耐震補強に関する部材の損傷 

 Fig.4 に耐震補強に関する部材の損傷の一例として，

益城町の庁舎の被害状況を示す。外付けフレームによ

って耐震改修されたこの庁舎は，4/16 の本震において

構造躯体が損傷し，また，庁舎棟と議会棟をつなぐ渡

り廊下の壁が大きく損傷したと報告されている[1]。さ

らに，外付け補強架構と既存架構をつなぐ梁にせん断

ひび割れが確認された。 

 

３． 今後の課題 

 今回の RC 造建物の代表的な被害状況を鑑みて，今

後解決すべき課題について考察を試みる。 

３．１ RC造集合住宅の耐震化 

 今回の地震で被害が目立ったのは，RC造集合住宅で

あろう。Fig.1 に示した集合住宅のように 1970 年代に

建設された建物には甚大な被害が生じている。また，

Fig.3に示した集合住宅のように，1981年以降の新耐震

基準で設計されたとしても，非構造壁の損傷に加え，

構造部材に損傷が生じて大破と判定された事例もある。

以前から，集合住宅の耐震化は社会問題となっている 

 

  

Figure.3 Damage to Non-structural walls 

  

Figure.4 Damage to Short Beams Connecting Existing 

Frame and Outer Frame 

が，今回，1 層で層崩壊した集合住宅の住人から，こ

れまで耐震化に関する議論がされたことがないことを

聞いた。大地震が身近で発生しないだろうという思い

込みが原因の 1 つではあるが，住民の高齢化と集合住

宅の残余共用期間に目を向けると問題が明確になる。

例えば，1974年に竣工した集合住宅に想定する共用期

間を 60 年とすれば，2034 年に建物が寿命を迎えるこ

とになり，残り 18 年となる。一方，竣工時に 30 歳で

あった住民は，既に 72 歳である。このような状況で，

耐震化の費用を捻出する意識を啓蒙することは困難で

あろう。人命を保護する最低限の対応も含めて，多様

な住民ニーズに応える耐震化手法の検討が急務である。 

３．２ 被災 RC造建物の残余耐震性能評価 

 今回，前震と本震が連続して発生し，特に本震で大

きな被害が報告されている。この影響として，前震の

影響がどの程度であったかを分析することが急務であ

ろう。同様の傾向は，東日本大震災においても報告さ

れており，筆者らの分析では余震によって損傷が進展

する傾向を確認している[2]。このような問題は，耐震

補強された建物においても同様である。特に，益城町

の庁舎に見られた耐震補強に関する部材の損傷は，新

たな問題を提起しており，これらの損傷によって耐震

補強の効果がどの程度低下したのか，残余耐震性能に

基づいて明確に評価する仕組みが必要である。新耐震

基準が導入されて以降，耐震設計レベルが向上し，大

地震時に必ずしも RC 造建物が大破・倒壊しなくなっ

た状況においては，現状の残余耐震性能指標に基づく

判断よりも明確な残余耐震性能評価の枠組みを構築し，

建物の継続使用の判断ならびに避難計画や避難指示へ

の応用が必要である。 

 

４． まとめ 

熊本地震において被災した RC 造建物の代表的な損

傷状態について概観し，それに基づいて今後の課題に

ついて考察した。特に，RC造集合住宅の耐震化問題に

対しては，速やかな取り組みが必要である。 
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