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Lateral loading tests on the spread foundation of an existing school building was conducted in April 2010 to identify the lateral
stiffness of the foundation. A part of the building was separated through the foundation to the roof level, to which static and impact
loads were applied horizontally at the base foundation level. The objective, plan, testing method and the detailed test results are
reported in this paper. The test results were compared with an analytical model based on boring investigation into the soil.

［研究目的］
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近年の地震被害調査では、低層鉄筋コンクリート構

階床スラブ、梁(基礎梁を含む)、腰壁部分を全て切断し，
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象、(2)上部構造から伝達される慣性力よって基礎近傍

試験体総重量は 2215(kN)であった (仕上げ重量を除く)。
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実施した。本稿では同実験の実験方法および実験結果に
ついて報告する。
［研究内容］

非構造壁
梁・スラブ
切断位置 切断位置

実験対象区画の拡大平面図および立面図をそれぞれ

切断位置

切断位置
非構造壁
切断位置

P.H.
2700
RF.L.

3700

図 1 および図 2 に示す。本校舎は 1970 年から 1974 年

3F.L.
3600

にかけて第 4 期にわたって建設されたコ型一体構造の
鉄筋コンクリート造 3 階建て建物である。基礎形式は

基礎
一部削除
G.L.

直接基礎である。基礎載荷実験は南棟と東棟が交差する

基礎梁
切断位置
7250 14251125

階段室と教室に挟まれた連層耐震壁を含む 1×1 スパン
の区画で行った。教室側は 3 階、階段室を含む区画は

図 2 実験対象区画の立面図

ペントハウスを含む 4 階建てとなっている。実験対象

- 61 -

2F.L.

3800

500 1F.L.
1300 G.L.

平成 22 年度に終了した研究開発
【外部資金による研究開発】
衝突載荷実験は最大 10 (m)程度の高さから鋼製錘を振

た 。 一 方 、 静 的 載 荷 実 験 (1 回 目 ) で は 、 最 大 変 形

り子上に落下させることで梁間方向の直接基礎側面に衝

0.56(mm)、最大荷重は 1132(kN)であった。その後の衝

突させた。基礎載荷高さは 1 階床より-0.75(m)に位置と

突実験(3 回目，4 回目)では基礎せん断力係数が 1.49,

した。載荷実験方法を図 3 に示す。錘を支持する鉄骨

2.23 を記録し、地震時に上部構造から伝達されること

フレームは衝突時の反力が試験体に作用しないように、

が想定される慣性力よりも大きな値を示した。
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表１ 載荷実験における最大応答値

壁位置で支持されている。鋼製錘は鉄骨フレームからシ
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ため，衝突力は地震時に基礎に作用する慣性力に比べて

らかに高い剛性が計測された。
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よびロードセルを挿入してその間隙部から梁端間の相対
変形を拡大させて構造物基礎に静的外力を作用させた。
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［研究結果］

1

Dynamic test no.1
Dynamic test no.2
Dynamic test no.3
Dynamic test no.4
Analytical Stiffness
3
4

10

Static test no.1
Static test no.2
Static test no.3
Dynamic test no.4
20
30
lateral displacement (mm)

40

50

図 4 基礎載荷実験における荷重－変形関係

本実験は 4 月 3 日から 21 日までに載荷実験の準備作
業を行い、4 月 22 日から 25 日の期間に基礎載荷実験を
行った。各加力実験における基礎最大応答変形、荷重お
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