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彫刻作品「空にかける階段」の安全性に関する報告書             2016.03.31

青木淳建築計画事務所

金箱構造設計事務所

京都市美術館の再整備に伴い、移設が必要となる石造彫刻作品「空にかける階段」（1988 竣工）につ

いて、現況を調査した所見を以下に報告いたします。

１．作品概要  「空にかける階段 ’88-Ⅱ」富樫実・作 ：京都市美術館作品カタログより

竣工 1988 年

材質 花崗岩

形状 1200cm x 107cm x 107cm
  1113cm x 107cm x 107cm

２．現状の作品の状態

以下に作品設置当初の写真（市より提供）と 2016 年 3 月時点の写真を添付します。

     設置当初の作品写真           2016 年現在の作品写真

上記の写真より、現在の作品の脚部には設置当初にはない楕円形の平面をした基壇が設けられていま

す。1995 年の阪神・淡路大震災の時の地震により作品の脚部にひび割れが生じ、それを覆うように基

壇が設置されたと聞いています。震災時の被災の状況、ひび割れの状況（ひび割れ幅、深さ、位置等）

は情報がないのでわかりません。また、基壇の内部の構造は分かりませんが、おそらく鉄筋コンクリー

トによる基壇で脚部を覆い補強したと想定されます。

楕円形の基壇が設置
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３．現地調査結果

2016 年 3 月 18 日に現地調査を実施し、基壇寸法や脚部寸法の調査、および、目視による外観調査を

行い、その結果の概要を以下に示します。

■調査風景

脚部寸法調査風景            脚部寸法調査

■基壇寸法

基壇高さ寸法調査風景           作品表面（脚部）目視調査

■寸法調査結果

基壇は短辺 4,010mm、長辺 6,010mm の楕円形

をしており、高さは地表面から 360mm でした。

また、2 つの石造の塔の脚部はほぼ正方形をして

おり、基壇上面レベルでの脚部の寸法は東側の塔が

各辺 850mmで、西側は 850mm～880mmでした。

■外観調査（ひび割れ調査）

作品表面の外観調査を行いましたが、目視によるひび割れは確認されませんでした。

（作品表面には、部分的に白色や黒色の筋状の線が見られる箇所もありますが、構造に影響があるひび

割れかどうかは外観調査では確認できませんでした。）
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４．作品の構造形式

作品の施工時の写真等を確認する限り、本彫刻作品は石造柱の

片持ち柱構造と考えます。

内部に芯材（鉄筋などの引張抵抗できる材）はないものと想定

され、石造柱が基礎コンクリートおよび震災後に設置された基壇

に埋め込まれているだけの構造形式として、以降の検討を行いま

す。

作品設置風景の写真

（市より提供）

５．石材の力学的性質

本作品の材料である石は圧縮力に対しては強い性質がありますが、引張力に対しては非常に弱い材料

です。建築物で一般的に用いられるコンクリートも同様の性質を示しますが、引張力に抵抗できるよう

にコンクリート造の場合は内部に鉄筋を配置しています。

本作品は花崗岩が使用されており、花崗岩は各種石材の中では比較的強度が高いものですが、引張強

度は圧縮強度の 4%程度しかありません。石材は産地によっても材質の違いがあり、材料特性にばらつ

きが大きい材料ですが、本検討においては下表の強度値を用いて検討を行います。

三国産業株式会社 HP より抜粋

「建築内装技術ハンドブック」(朝倉書店 )より
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６．作品の水平荷重に対する強度

片持ち柱構造である本作品の水平荷重に対する強度を算定します。本構造物の強度は脚部の曲げ強度

で決まり、水平荷重による曲げ応力により柱内部には圧縮応力と引張応力が生じます。曲げ強度は柱内

部に生じる引張応力によって決定し、その曲げ強度から逆算して柱曲げ強度時の水平震度を算定します。

また、柱の断面は現地調査結果の 85cm を採用し、高さはカタログ値から現地調査結果で得られた基

壇高さを差し引いた 1164cm(=1200cm-36cm)を用います。

柱断面 幅・せい   B=85cm
検討用高さ H=1164cm (=11.64m)
作品単位長さ重量 w=0.85m x 0.85m x 2.65t/m3=1.915t/m=1,915kg/m
作品重量 W=w･H=1.915t/m x 11.64m=22.29t=22,290kg

  柱断面係数 主軸方向 Z1=B3/6=853/6=102,354cm3

主軸から 45 度方向 Z2=√2･B3/12=72,375cm3

※検討用断面係数は Z1 と Z2 の小さい方を採用します。

Z=min(Z1,Z2)=72,375cm3

材料引張強度 Ft=55kgf/cm2（前述表の引張強度を採用）

自重による圧縮応力度 c=W/(BxD)=22,290kg/(85cm x 85cm)=3.09kg/cm2

柱曲げ強度 Mpo=Z･Ft=72,375cm3x55kg/cm2=3,980,625kg･cm (=39.8t･m)
※曲げモーメントによる柱引張側縁応力度が材料引張強度に達した時点とし、自重に

よる圧縮応力による抵抗は影響が小さいので安全側として無視します。

柱曲げ強度時の水平震度 Mpo=K･w･H2/2 より

K=2･Mpo/(w･H2)=2x39.8/(1.915x11.642)=0.307

上記計算より、本作品は水平震度 K=0.307 相当の

水平荷重に対して耐えうる強度を有していることが

わかります。

“水平震度 K=0.307”とは地表面の垂直方向の重

力加速度 980cm/sec2(=1K)の 0.307 倍の加速度

（301cm/sec2）が作品の水平方向に生じた時を意味

しています。

この”水平震度”は一般的に地震時に報道等で用い

られる“気象庁震度階”の“震度 4”や”震度 6 弱“と

いう表現の“震度”とは異なります。気象庁震度階と

加速度（水平震度）との関係は、構造物の重量・剛

性、地盤性状など様々な要因によるため、気象庁震

度階と加速度の対応は建築基準法の耐震基準では明

確にはされていませんが、本作品においては「水平

震度 0.307 の強度」とは作品の固有周期を 0.20～
0.35sec 程度(※1)と仮定すると概ね震度 5 強程度の揺

れに耐え得る強度と推定されます。

以上より、本作品は中地震程度（震度 5 強）の地震の揺れに対しての強度を有している可能性はあり

ますが、それ以上の大地震（震度 6 弱以上）の揺れに対しては倒壊の恐れがあります。

震度の活用と震度階級の変遷等に関する参考資料 (気象庁)より抜粋

(※1)本作品の固有周期 T は理想的な基礎固定の片持ち構造とすると固

有値解析で約 0.2sec と算定されますが、脚部固定度、基礎回転変

形、地盤変形等を勘案すると固有周期はより長くなるので、建築基

準法告示 1793 号第 2 の略算式を準用し算定すると

T=0.02H～0.03H より→T=0.03H=0.03x11.64=0.35sec
となる。よって、T=0.20～0.35sec と仮定する。
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７．ひび割れによる作品強度への影響

現地調査によると、目視による明らかなひび割れは確認できませんでしたが、目視では観察できない

微細なひび割れや内部にひび割れが生じていた場合を想定し、ひび割れが作品強度へ及ぼす影響を検討

します。

石造柱の柱脚にひび割れが生じると、ひび割れ部分の引張応力が負担できなくなり、柱曲げ強度を算

定する際の断面係数 Z、そして、柱曲げ強度が低下します。例えば、下図のようにひび割れが端部から

0.1B、0.3B の範囲の深さにあり、有効断面が減少すると仮定する場合、強度はそれぞれ約 83%程度、

約58%程度に低下します。低下した強度に対応する水平震度として、それぞれ 0.25程度(震度5強程度)、
0.18 程度(震度 5 弱程度)となり耐えうる地震動が小さくなります。

B B

0.1B 0.3B

ひび割れの仮定

本作品は石材だけで構成され内部に鉄筋などの引張抵抗材がない構造体のため、倒壊が徐々に進むの

ではなく脆性的に生じ、ひび割れの状態がそのまま強度に影響を及ぼしてしまいます。

８．本作品の安全性に対する所見

以上の検討結果より、本作品の強度は震度 5 強程度の中地震（水平震度 0.3 程度）に耐えうる強度を

有している可能性はあります。但し、現地調査による明らかなひび割れは目視では確認されませんでし

たが、もし、微細なひび割れが生じている場合はさらに強度が低下します。本作品は石造で引張り応力

に抵抗できる芯材がないので、脚部のひび割れがそのまま作品の強度低下に繋がります。

想定される強度より大きな応力が生じるような揺れが生じた場合は、引張材（芯材）がない作品なの

で徐々に作品が倒れるのではなく、急激に脚部が折れ作品が転倒してしまう壊れ方となります。高さも

12m 近くと高いため、転倒する場合は影響範囲が大きく、また、作品重量が 1 本あたり約 22t と重いの

で、作品周辺に人がいる場合は人命に危険を及ぼすおそれがあります。

また、過去の地震で実際にひび割れが生じ脚部を基壇により覆い補強した実績があることからも、今

後、大地震（震度 6 弱以上）によってひび割れ、倒壊する可能性はあります。引き続き作品を展示する

場合は、大地震に耐えうるような補強を施すことを推奨します。

参考資料として次頁に補強案の一例を添付します。
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【参考資料・補強案】

■補強案１ ：作品内部に引張材を挿入する補強案

作品の内部に引張材となる鉄筋などを挿入する補強案です。但し、引張材を挿入するにあたり、一旦、

作品を切断する必要があります。内部に挿入した引張材は基礎にアンカーし、また、挿入した鉄筋の周

囲にグラウト材を充填して石材と引張材が一体となるようにする必要があります。

引張材（鉄筋、PC鋼棒など）

引張材の継手（機械式継手など）

基礎（基壇）

彫刻作品

・石造を切断し
・引張材挿入用の削孔
・引張材を内部に挿入
・引張材周辺にグラウト注入

引張材は基礎にアンカーする

■補強案２ ：作品外側に転倒防止用の引張材を配置する補強案

作品をその側に引張材となるワイヤーなどを配置し転倒防止用とする補強案です。作品の中段および

基礎にアイボルトなどを設置し、それらをワイヤーなどで繋ぎます。

アイボルトなど

基礎（基壇）

彫刻作品

引張材（ワイヤー、丸鋼など）を
配置する

引張材は基礎にアンカーする


