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Abstract: This study is related to design method of stud-type steel damper.This report shows the result of calcurated and analytic 

value about yielding relative story displacement of damper by bending deformation for beams.  

 

1．はじめに 

近年，大地震後の建物を継続的に使用するために，新築

建物や既存建物に対して高い耐震性能が求められており，

建物に入力される地震エネルギーを減衰部材で吸収する

制震構造が普及し実用化されている。制震構造で用いられ

るダンパーには大きくブレース型ダンパーと間柱型ダン

パーがあり(Fig.1)，間柱型ダンパーには開口部を確保した

まま設置できる利点がある。しかし，間柱型ダンパーは梁

と間柱を介してダンパーが設置されるので，梁と間柱の変

形の影響を適切に評価しないと，ダンパー降伏時の層間変

位が設定できないという課題がある。これは，間柱型ダン

パーが取り付く梁の中央節点にダンパー抵抗力(ダンパー

耐力)による曲げモーメントが作用し，ダンパー変位 δdiと

層間変位 δiが一致しない(Fig.2)ためである［1］。 

 そこで本研究では，間柱型ダンパーを取り付けた梁の曲

げ変形が，ダンパー降伏時の層間変位にどの程度の影響を

及ぼすのか明らかにするため，以下の検討を行う。まず，

間柱型ダンパーを設置した 1 層 1 スパンモデルを対象に，

間柱型ダンパーと柱部材を剛体とした解析を実施して，梁

の曲げ変形によるダンパー降伏時の層間変位を算定する。

次に，梁のみの剛性方程式を用いて，手計算で上記の解析

結果が算定できることを確認する。そして最後に，ダンパ

ー耐力が変化した場合に，意図した層間変形角でダンパー

が降伏するか否かの判定が可能か検討する。 

2．1層 1スパンモデルにおける解析値と計算値の比較 

2.1 建物概要および解析概要 

 解析する立体骨組みモデルの立面図を Fig.3，柱梁断面

および間柱の断面を Table 1 に示す。建物の静的増分解析

には Super Build/SS7(Ver.1.1.1.18)を用いて行う。柱梁断面

の諸元は，文献[2]の鉄骨造 10 階建て事務所建物の 3 層の

1 スパンを使用する。間柱型ダンパーは，梁のスパン中央

に節点を設け, 先行研究［3］で設計した間柱型ダンパーの

せん断耐力 Qd=974kN を設定した。間柱の断面は増分解析

において間柱の柱頭柱脚にヒンジが発生しない断面とし

た。今回の検討では，梁の曲げ変形のみ考慮するため，柱

および間柱型ダンパーを剛体とし，梁のせん断剛性も剛と

して解析した。解析は，柱頭水平荷重の増分片押し解析で

実施した。  

2.2 静的増分解析結果 

 静的増分解析結果より，最大層間変形角 1/150rad まで片

押し解析を実施した結果，層間変形角が 1/661rad，層間変

位が 6.1mmでダンパーは降伏し，水平荷重は 3900kN，間

柱が取り付く中央節点の回転角 θ2は－0.00154(1/664rad)で

あった。間柱型ダンパーは剛体なので，梁も剛体であれば，

層間変位が 0mmでダンパーは降伏するはずだが，梁の曲

げ変形の影響を受けることで，6.1mm層間変位が生じてか

らダンパーが降伏することが確認できた。 

2.3 手計算による導出 

 解析時と同様の梁断面を用いて，Fig.4 に示す連続梁の
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剛性方程式(式(1))を用いて，梁の曲げ変形の影響で生じる

層間変位を手計算により算定する。前章の解析値より得ら

れる梁端部の回転角 θ1=θ3=1/661rad，設置する間柱型ダン

パーの降伏耐力から得られる中央節点に生じる曲げモー

メント M2=1948.0kN・mを代入し，梁の中央節点の回転角

θ2と梁端部に生じる曲げモーメント M1，M3を算定した。 
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2.4 解析値と計算値の比較 

 解析値と計算値の結果を Table 2 に示す。計算から算出

した梁の中央節点の回転角 θ2は－0.00149(1/700rad)となり，

解析値との差は約 6 %であった。また，梁端部に生じる曲

げモーメント M1,M3は 964.5kN･m となり，解析値との差

は約 3%であった。この結果より，手計算のみで解析結果

が概ね算定できることが確認できた。 

3．ダンパー耐力を変更した際の降伏時層間変位について 

 本章では，ダンパー耐力が変化した場合に，意図した層

間変形角でダンパーが降伏するか否かの判定が手計算で

可能か検討する。ここで，意図した層間変形角は，ダンパ

ー塑性率を 4と想定して目標層間変形角 1/150radの 1/4の

層間変形角(1/600rad)とし，剛性方程式の θ1=θ3に 1/600rad

を代入する。ダンパー耐力は，2 章のダンパー耐力の 0.5

倍，1.5 倍に変更した 3 ケースの検討を行い，設定した層

間変形角(以下，設定層間変形角(1/600rad))でダンパーが降

伏するか否かの判定を行う。 

3.1 手計算によるダンパー降伏時層間変位の算定 

 算定結果を Table 3 に示す。ダンパー耐力 Qdを 487kN，

974kN とした際の中央節点の回転角 θ2は 1/600rad 以下で

あり，設定層間変形角以下でダンパーが降伏すると判定さ

れた。ダンパー耐力 Qd が 1461kN とした際には中央節点

の回転角 θ2 は 1/348rad となり，1/600rad より大きくなる

ため，設定層間変形角ではダンパーは降伏しないと判定さ

れた。この判定の妥当性を確認するため，再度，1層 1ス

パンモデルの解析を実施する。 

3.2 解析結果との比較 

 3 ケースの解析結果との比較を Table 4 に示す。計算値

と同様に，ダンパー耐力 Qd=1461kN とした際のダンパー

降伏時層間変位は 9.1mmとなり，目標値である 6.6mm を

超える結果となった。このことから，計算値と同様にダン

パー耐力 Qd=1461kN の時には，設定したダンパー降伏時

層間変位よりも遅れて降伏することがわかった。解析値と

計算値の比較から，手計算による検討において解析値と同

様のダンパー降伏時の層間変位を算出することは難しい

が，設定したダンパー耐力の間柱型ダンパーが目標の塑性

率を満足するかの判定が可能であることが確認できた。 

4．まとめ 

 本検討で得られた知見を以下に示す。 

・間柱型ダンパー，柱，梁のせん断剛性を剛体とした解析

において，梁の曲げ変形の影響を受けることで，6.1mm層

間変位が変形するまで間柱型ダンパーは降伏しないこと

がわかった。 

・今回の梁断面を用いた 1層 1スパンモデルにおいて，梁

端部の回転角を目標層間変形角の 1/4 と仮定した際，設定

したダンパー耐力においてのダンパー降伏時の梁の中央

節点の回転角を想定することが出来，目標値以下でダンパ

ーが降伏するかの判定をすることが可能である。 
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Fig.4 Relation of rotation angle and bending 
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Table 3 Calculation result 

Table 2 Comparison of analytic value and calculated value  
中央節点の回転角 梁端部のモーメント

θ 2[rad] M[kN・m]

解析値 1/661 997

計算値 1/700 965

解析値/計算値 1.06 1.03

Table 4 Comparison of analytic value and calculated value  

ダンパー耐力 モーメント 回転角

Qd[kN] M2[kN・m] θ 2[rad]

487 974 1/3448

974 1948 1/707

1461 2922 1/348

ダンパー耐力

Qd[kN] 計算値 判定(≦1/600) 解析値 判定(≦6.6)

487 1/3448 OK 3.0 OK

974 1/707 OK 6.1 OK

1461 1/348 NG 9.1 NG

回転角θ2[rad] 層間変位　δ[mm]
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