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(57)【要約】
【課題】補強対象となる構造物の屋内使用を妨げること
なく補強施工が可能であり、既存梁部材の目標とするせ
ん断変位量における必要なせん断耐力を確保して、構造
物に対する適切な補強効果が得られる既存梁部材の補強
構造および補強方法を提供する。
【解決手段】柱部材５と柱部材５との間に架け渡された
既存梁部材２の屋外側表面２ａのみに、この屋外側表面
２ａを覆うように補強部材７を配置し、この補強部材７
の両端とこの両端に対向する柱部材５のそれぞれとを所
定すき間ｇをあけた状態にして、補強部材７を既存梁部
材２と一体化して固定する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柱部材と柱部材との間に架け渡された既存梁部材に固定される補強部材を備えた既存梁
部材の補強構造において、前記補強部材が前記既存梁部材の屋外側表面のみに、この屋外
側表面を覆うように前記既存梁部材と一体化して固定され、この補強部材の両端とこの両
端に対向する前記柱部材のそれぞれとの間に所定すき間が形成されていることを特徴とす
る既存梁部材の補強構造。
【請求項２】
　前記補強部材が鉄筋コンクリート製であり、前記補強部材と前記既存梁部材とを連通す
る接続アンカー筋が埋設されている請求項１に記載の既存梁部材の補強構造。
【請求項３】
　前記所定すき間が１０ｍｍ以上かつ既存梁部材の梁せいの１／２以下である請求項１ま
たは２に記載の既存梁部材の補強構造。
【請求項４】
　前記既存梁部材に対する前記接続アンカー筋の埋設長さが３０ｍｍ以上である請求項１
～３のいずれかに記載の既存梁部材の補強構造。
【請求項５】
　柱部材と柱部材との間に架け渡された既存梁部材の補強方法において、前記既存梁部材
の屋外側表面のみに、この屋外側表面を覆うように補強部材を配置し、この補強部材の両
端とこの両端に対向する前記柱部材のそれぞれとを所定すき間をあけた状態にして、この
補強部材を前記既存梁部材と一体化して固定することを特徴とする既存梁部材の補強方法
。
【請求項６】
　前記既存梁部材の屋外側表面に接続アンカー筋を突設し、この屋外側表面を型枠で覆っ
て、この型枠と前記屋外側表面との間にコンクリートを打設し、このコンクリートを固化
させることにより、前記補強部材を鉄筋コンクリートによって形成して、この補強部材と
前記既存梁部材とに前記接続アンカー筋を連通させて埋設する請求項５に記載の既存梁部
材の補強方法。
【請求項７】
　前記所定すき間を１０ｍｍ以上かつ既存梁部材の梁せいの１／２以下に設定する請求項
５または６に記載の既存梁部材の補強方法。
【請求項８】
　前記既存梁部材の屋外側表面に対する前記接続アンカー筋の埋設長さを３０ｍｍ以上に
設定する請求項５～７のいずれかに記載の既存梁部材の補強方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既存梁部材の補強構造および補強方法に関し、さらに詳しくは、補強対象と
なる構造物の屋内使用を妨げることなく補強施工が可能であり、既存梁部材の目標とする
せん断変位量における必要なせん断耐力を確保して、構造物に対する適切な補強効果が得
られる既存梁部材の補強構造および補強方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　既存の構造物を耐震補強する方法は種々提案されている。図１６、図１７に例示するよ
うに、構造物１１の耐震性を向上させる場合に、コンクリートＣに主筋３やせん断補強筋
４が埋設された鉄筋コンリート製の既存梁部材２の表面（屋外側表面２ａ、屋内側表面２
ｂおよび下側表面２ｃ）に鋼板等の補強部材１２を巻き付けて一体化させる方法が知られ
ている。このような従来の補強方法は、補強する既存梁部材２のせん断耐力を高めること
に注力していて、補強した既存梁部材２のせん断耐力が必要以上（オーバースペック）に
なることが多い。また、補強された既存梁部材２のせん断耐力は向上しても、その周辺の
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既存部材（柱部材５）が補強されないと、既存梁部材２と柱部材５の間で、構造物１１が
外力を受けた際に荷重負担のアンバランスが生じる。そのため、補強されていない柱部材
５に対する荷重負担が増大して構造物１１の全体としては十分な補強効果が得られないこ
ともある。
【０００３】
　また、既存部材の表面に補強部材を巻き付ける補強方法では、構造物の内側および外側
から補強施工をする必要があり、補強施工中に構造物の屋内使用ができない、或いは、屋
内使用が著しく制約されるという問題がある。したがって、人が日常的に生活する集合住
宅等の構造物を対象とした補強には不向きである。
【０００４】
　この問題を解決するために、構造物の外側からだけで施工を行なうことができる補強方
法が種々提案されている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１では、補強用形鋼と繊
維強化コンクリートとからなる鉄骨コンクリート合成構造部材（補強部材）を、既設建物
の外壁面に一体化させる補強方法が提案されている。この補強方法では、補強部材として
、形鋼および繊維強化コンクリートを用いることが要求されるので、使用する材料の選択
の余地が小さい。また、梁体の屋外側表面のみに補強部材を一体化させて補強した場合に
、その補強部材の両端が柱体と連結した状態になると、柱体には補強部材を介して梁体か
らのせん断力が直接作用するので、柱体にも補強を施す必要が生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３１２８５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、補強対象となる構造物の屋内使用を妨げることなく補強施工が可能で
あり、既存梁部材の目標とするせん断変位量における必要なせん断耐力を確保して、構造
物に対する適切な補強効果が得られる既存梁部材の補強構造および補強方法を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため本発明の既存梁部材の補強構造は、柱部材と柱部材との間に架
け渡された既存梁部材に固定される補強部材を備えた既存梁部材の補強構造において、前
記補強部材が前記既存梁部材の屋外側表面のみに、この屋外側表面を覆うように前記既存
梁部材と一体化して固定され、この補強部材の両端とこの両端に対向する前記柱部材のそ
れぞれとの間に所定すき間が形成されていることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の既存梁部材の補強方法は、柱部材と柱部材との間に架け渡された既存梁
部材の補強方法において、前記既存梁部材の屋外側表面のみに、この屋外側表面を覆うよ
うに補強部材を配置し、この補強部材の両端とこの両端に対向する前記柱部材のそれぞれ
とを所定すき間をあけた状態にして、この補強部材を前記既存梁部材と一体化して固定す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、補強部材が既存梁部材の屋外側表面のみに、この屋外側表面を覆うよ
うに既存梁部材と一体化して固定されるので、補強施工を構造物の外側からのみで済ませ
ることができる。それ故、補強施工中に補強対象の構造物の屋内使用が制約されることが
なく、集合住宅等の構造物を対象とした補強にも積極的に適用することができる。尚、本
発明の効果である「補強対象となる構造物の屋内使用を妨げることなく」とは、構造物の
内側を補強する場合に、補強対象となる部屋の室内使用を妨げることがない、という意味
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を含むものである。
【００１０】
　また、既存梁部材の屋外側表面のみに補強部材を設けることにより、目標とするせん断
変位量を超えた場合にまで既存梁部材のせん断耐力を過大に向上させることがない。さら
に、既存梁部材と一体化して固定された補強部材の両端とこの両端に対向する柱部材のそ
れぞれとの間に所定すき間が形成されているので、柱部材には補強部材を介して既存梁部
材からのせん断力が直接作用することがなく、構造物が外力を受けた際の既存梁部材と柱
部材との荷重負担のバランスは大きく変化しない。これにより、既存梁部材の目標とする
せん断変位量における必要なせん断耐力を確保して、構造物に対する適切な補強効果を得
ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の補強構造を有する構造物を例示する正面図である。
【図２】図１の既存梁部材の内部構造を正面視で例示する説明図である。
【図３】図１のＡ―Ａ断面図である。
【図４】図１のＢ―Ｂ断面図である。
【図５】図１の補強構造を構築する工程を平面視で例示する説明図である。
【図６】図１の補強構造を構築する工程を断面視で例示する説明図である。
【図７】補強前の既存梁部材および本発明により補強された既存梁部材のせん断変位量と
せん断力との関係を例示するグラフ図である。
【図８】補強前の既存梁部材および従来方法により補強された既存梁部材のせん断変位量
とせん断力との関係を例示するグラフ図である。
【図９】本発明の補強構造を有する構造物の変形例を平面視で示す説明図である。
【図１０】試験サンプルに対する静的載荷実験を模式的に例示する説明図である。
【図１１】図１０の試験サンプルを例示する斜視図である。
【図１２】比較例の静的載荷実験結果を例示するグラフ図である。
【図１３】実施例１の静的載荷実験結果を例示するグラフ図である。
【図１４】実施例２の静的載荷実験結果を例示するグラフ図である。
【図１５】実施例３の静的載荷実験結果を例示するグラフ図である。
【図１６】従来方法による補強構造を有する構造物を例示する正面図である。
【図１７】図１６のＣ―Ｃ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の既存梁部材の補強構造および補強方法を図に示した実施形態に基づいて
説明する。
【００１３】
　図１～図４に例示する本発明の既存梁部材の補強構造は、構造物１を構成する既存梁部
材２を補強部材７により補強することで、既存梁部材２の目標とするせん断変位量におけ
る必要なせん断耐力を確保するものである。これにより、構造物１に対する適切な補強効
果を得て、構造物１の全体的な耐震強度を向上させる。補強対象となる構造物１としては
、例えば、鉄筋コンクリート製のビルディング、集合住宅などである。
【００１４】
　この構造体１は既存の柱部材５と柱部材５との間に既存梁部材２が架け渡されている。
柱部材５や既存梁部材２により囲まれた部分には、適宜、壁部材等が設けられる。既存梁
部材２には、両端の柱部材５にまで延びて長手方向に貫通する主筋３が上下に配筋される
とともに、せん断補強筋４が長手方向に所定のピッチで配筋されて、これらがコンクリー
トＣと一体化されている。柱部材５には、上下方向に所定のピッチで帯筋６ａが配筋され
るとともに、上下方向に延びる主筋６ｂが配筋され、必要に応じて補助筋６ｃが配筋され
て、これらがコンクリートＣと一体化されている。
【００１５】
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　本発明の補強構造は、既存の柱部材５と柱部材５との間に架け渡された既存梁部材２に
固定される補強部材７を備えている。この実施形態の補強部材７は、鉄筋コンクリート板
である。この補強部材７には、長手方向に延びる軸筋９が上下に配筋されるとともに、あ
ばら筋８が長手方向に所定のピッチで配筋されて、これらがコンクリートＣと一体化され
ている。配筋はこの実施形態に示したものに限らず、鉄筋の替わりにワイヤーメッシュを
使用するなど、適宜アレンジしたものを採用することができる。
【００１６】
　補強部材７は、既存梁部材２の屋外側表面２ａのみに配置され、屋外側表面２ａの略全
体の範囲を覆うように既存梁部材２と一体化して固定される。補強部材７と既存梁部材２
とは、外力（せん断力）を受けた際に、互いが境界でずれることなく、一体的に変形でき
るように固定される。この実施形態のように補強部材７が鉄筋コンクリート製の場合であ
れば、補強部材７と既存梁部材２とを連通する接続アンカー筋１０が互いに埋設されて、
接続アンカー筋１０を介して補強部材７と既存梁部材２とが強固に一体化して固定される
。接続アンカー筋１０としては、例えば異形鉄筋を用いる。
【００１７】
　補強部材７としては、鉄筋コンクリート板の他に、例えば、プレキャストコンクリート
板、ファイバー入りコンクリート板、鋼板等の金属板、硬質樹脂板などを用いることが可
能である。補強部材７と既存梁部材２とは、それぞれの材質等に応じて、アンカーボルト
およびナットやコンクリート、モルタル、グラウト（セメントペースト）等の固化材やそ
の他の適切な手段により一体化して固定される。
【００１８】
　既存梁部材２と一体化した補強部材７の長手方向両端とこの両端に対向する柱部材５の
それぞれとの間には所定すき間ｇが形成されている。所定すき間ｇの大きさは、例えば１
０ｍｍ以上かつ既存梁部材２の梁せいの１／２以下、好ましくは５０ｍｍ程度である。
【００１９】
　この補強構造を構築するには、図５、図６に例示するように、既存梁部材２の屋外側表
面２ａに接続アンカー筋１０を突設する。また、屋外側表面２ａにはあばら筋８や軸筋９
などの必要な配筋をする。屋外側表面２ａには、目荒らしを施しておくとよい。
【００２０】
　次いで、この屋外側表面２ａに対して前後方向にすき間をあけて型枠１３を設置して、
屋外側表面２ａを型枠１３で覆う。図５、図６では、型枠１３を斜線部で示している。こ
の型枠１３と屋外側表面２ａとの間にコンクリートＣを打設する。打設したコンクリート
Ｃが固化することにより、鉄筋コンクリート製の補強部材７が形成され、補強部材７と既
存梁部材２とに接続アンカー筋１０が連通して埋設される。これにより、補強部材７を既
存梁部材２と一体化させて固定する。その後、型枠１３を除去することにより、補強部材
７の両端とこの両端に対向する柱部材５のそれぞれとの間に所定すき間ｇが形成される。
【００２１】
　本発明において補強部材７の仕様を決定するには、例えば、補強対象となる既存梁部材
２の許容せん断変位量に基づいて、目標とする既存梁部材２のせん断変位量（設計目標値
）を設定する。次いで、既存梁部材２のせん断変位量が設計目標値になるまでは、既存梁
部材２がせん断破壊しない強度（せん断耐力）をシミュレーション計算に基づいて算出す
る。そして、補強した既存梁部材２が、設計目標値のせん断変位量において、算出したせ
ん断耐力を有するように補強部材７の仕様を決定する。即ち、設計目標値を超えて既存梁
部材２がせん断変形した場合は考慮せずに、あくまでも、実用上妥当だと思われるせん断
変位量を設計目標値として設定する。
【００２２】
　図７に本発明の補強構造を採用した既存梁部材２のせん断変位量（せん断変形角度）と
せん断力との関係、図８に従来の補強構造（図１５、図１６に例示した構造）を採用した
既存梁部材２のせん断変位量（せん断変形角度）とせん断力との関係を例示する。図７、
図８における実線が補強した既存梁部材２の試験データであり、破線が補強前の既存梁部
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材２の試験データである。
【００２３】
　図７に例示するように、本発明の補強構造では、補強部材７による補強によって、設計
目標値のせん断変形量になるまでは、せん断力が高い水準に維持されて既存梁部材２がせ
ん断破壊しない。一方、設計目標値を超えてせん断変形した場合には、既存梁部材２にせ
ん断破壊が生じて、せん断力（耐力）が脆性的に低下する。図８に例示するように、従来
の補強構造では、補強によって、設計目標値を大きく超えてせん断変形した場合において
も、既存梁部材２にせん断破壊が生じることがなく、せん断力（耐力）は高い水準に維持
される。
【００２４】
　上記のように本発明では、既存梁部材２の屋外側表面２ａのみに固定した補強部材７に
より既存梁部材２を補強することで、設計目標値となるせん断変位量になるまでは、せん
断破壊しないせん断耐力を確保する。したがって、図１２、図１３に例示した従来の補強
構造のように、補強した既存梁部材２が設計目標値とするせん断変位量を超えた場合に、
必要以上に過大なせん断耐力を発揮する仕様にはならず、経済設計が可能になる。
【００２５】
　また、本発明によれば、補強部材７を既存梁部材２の屋外側表面２ａのみに取付けて、
既存梁部材２と一体化して固定するので、構造物１の外側からの補強施工だけで完了させ
ることができる。それ故、補強施工中に補強対象の構造物１の屋内使用が制約されること
がないので、集合住宅等の構造物１を対象とした補強にも積極的に適用することができる
。補強部材７を柱部材５の屋外側表面に取付けた場合は、ベランダ等の有効スペースが狭
くなることがあるが、既存梁部材２の屋外側表面２ａに取付ける場合は、このような問題
も生じない。
【００２６】
　尚、本発明の補強構造は、図９に例示するように構造物１の内側を補強する場合にも適
用することができる。この補強構造は、構造物１の内側の部屋１Ａを補強対象としている
。そして、この内側の部屋１Ａを形成する既存梁部材２の外側表面２ａのみに、この外側
表面２ａを覆うように補強部材７が既存梁部材２と一体化して固定されている。そして、
この補強部材７の両端とこの両端に対向する柱部材５のそれぞれとの間には所定すき間ｇ
が形成されている。
【００２７】
　この実施形態の場合は、補強施工をこの内側の部屋１Ａの外側からのみで済ませること
ができる。それ故、補強施工中にこの内側の部屋１Ａの室内使用が制約されることがない
。
【００２８】
　さらに、本発明では、既存梁部材２と一体化して固定された補強部材７の両端とこの両
端に対向する柱部材５のそれぞれとの間に所定すき間ｇが形成されているので、柱部材５
には補強部材７を介して既存梁部材２からのせん断力が直接作用することがない。そのた
め、構造物１が外力を受けた際の既存梁部材２と柱部材５との荷重負担のバランスが大き
く変化することがない。即ち、柱部材５に追加的な荷重負担が生じることを回避できる。
それ故、構造物１に対する適切な補強効果を得ることができる。
【００２９】
　補強部材７の厚さは、材質や仕様等によって異なるが、鉄筋コンクリート製の補強部材
７の場合は施工作業性等も考慮すると５０ｍｍ以上が好ましく、例えば１５０ｍｍ～２５
０ｍｍ程度にする。
【００３０】
　既存梁部材２に対する接続アンカー筋１０の埋設長さは、例えば３０ｍｍ以上にする。
この埋設長さが３０ｍｍ未満では、補強部材７と既存梁部材２とを十分に一体化させるこ
とが困難になる。また、この埋設長さが２００ｍｍ超では、屋外側表面２ａに接続アンカ
ー筋１０を突設するための埋設孔を削孔する時間が過大になるので、この埋設長さは３０
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ｍｍ～３００ｍｍ、さらに好ましくは１００ｍｍ～２００ｍｍにする。補強部材７に対す
る接続アンカー筋１０の埋設長さは、例えば、３０ｍｍ以上が好ましく、５０ｍｍ～２０
０ｍｍ程度にする。
【００３１】
　接続アンカー筋１０の太さは、例えば、外径９ｍｍ～２５ｍｍ程度にする。接続アンカ
ー筋１０の配置密度は、補強部材７と既存梁部材２とを一体化固定できるように適宜決定
する。
【実施例】
【００３２】
　図１～図４に例示した補強構造を有する梁部材の試験サンプルＳ（実施例１、２、３）
と、実施例１～３に対して補強部材による補強をしていない試験サンプルＳ（比較例）を
作成し、図１０、図１１に例示するように載荷装置１４を用いてそれぞれの試験サンプル
Ｓのせん断変位量とせん断力を測定した。
【００３３】
　各部材の仕様は、以下のとおりである。
【００３４】
　柱部材：高さＨ１＝１４００ｍｍ、厚さＨ２＝８００ｍｍ、幅Ｈ３＝５００ｍｍ
　梁部材：高さｈ１＝６５０ｍｍ、厚さｈ２＝３５０ｍｍ、内法長さＬ＝１６００ｍｍ、
主筋３－Ｄ２５／２－Ｄ２２、主筋の量ｐｔ＝１．１６％、せん断補強筋□－Ｄ１０＠３
００、せん断補強筋比ｐｗ＝０．１４％
　補強部材：高さｈ１＝６５０ｍｍ、内法長さ１５００ｍｍ（所定のすき間ｇ＝５０ｍｍ
）、軸筋２－Ｄ１０、あばら筋□－Ｄ１０＠１５０
　接続アンカー筋：Ｄ１３、梁部材に対する埋設長さ９１ｍｍ
【００３５】
　実施例１～３、比較例の試験サンプルＳの個別の仕様は表１のとおりである。
【００３６】
【表１】

【００３７】
　それぞれの試験サンプルＳは、上下の柱部材５をそれぞれ、反力フレーム１６、基盤Ｂ
にＰＣ鋼棒で固定し、反力壁１８に取付けた油圧アクチュエータ１５により、反力フレー
ム１６を介して、梁部材２に正負の水平力を繰り返し載荷した。反力フレーム１６の両端
部に取付けた鉛直オイルジャッキ１７の伸縮を制御することにより、載荷される水平力に
よってせん断変形する梁部材２には、常に軸力（図では上下方向の力）が生じないように
した。
【００３８】
　試験サンプルＳの頂部の水平変位δを試験サンプルＳの内法長さＬで除した相対部材角
Ｒ＝δ／Ｌで北側方向をプラスとして制御した。載荷サイクルはＲ＝０．１２５×１０-2

（ｒａｄ．）、０．２５×１０-2（ｒａｄ．）までを１サイクルずつ行ない、０．５０×
１０-2（ｒａｄ．）、０．７５×１０-2（ｒａｄ．）、１．０×１０-2（ｒａｄ．）、１
．５×１０-2（ｒａｄ．）、２．０×１０-2（ｒａｄ．）、２．５×１０-2（ｒａｄ．）
、３．０×１０-2（ｒａｄ．）までを２サイクルずつ行ない、最後の４．０×１０-2（ｒ
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ａｄ．）までの載荷はプラス方向のみとした。比較例、実施例１、実施例２、実施例３の
試験サンプルＳについての測定結果はそれぞれ図１２、図１３、図１４、図１５に示すと
おりであった。
【００３９】
　図１２～図１５の結果より、比較例に対して実施例１～３では、Ｒ＝０．７５×１０-2

ｒａｄ．程度の実用上重要となるせん断変位量の領域において、梁部材の最大せん断耐力
Ｑｍａｘが１．３～１．５倍程度向上することが分かる。実施例１（図１３）と実施例３
（図１５）との比較により、補強部材の厚さは梁部材の最大せん断耐力Ｑｍａｘにはほと
んど影響しないことが分かる。
【符号の説明】
【００４０】
１　構造物
１Ａ　内側の部屋
２　既存梁部材
２ａ　屋外側表面（外側表面）
２ｂ　屋内側表面
２ｃ　下側表面
３　主筋
４　せん断補強筋
５　柱部材
６ａ　帯筋
６ｂ　主筋
６ｃ　補助筋
７　補強部材
８　あばら筋
９　軸筋
１０　接続アンカー筋
１１　構造物
１２　補強部材
１３　型枠
１４　載荷装置
１５　油圧アクチュエータ
１６　反力フレーム
１７　鉛直オイルジャッキ
１８　反力壁
Ｂ　基盤
Ｃ　コンクリート
ｇ　すき間
Ｓ　試験サンプル
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