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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の間隔を有して立設された２本の柱と、該２本の柱に接続された上梁及び下梁と、
からなる躯体の構面内に設置される耐震壁であって、
　前記上梁と下梁との間に配置された２本の縦材と該２本の縦材の間に固定された制振材
とを有する制振手段とからなり、
　前記２本の縦材は、その上端が前記上梁に接合されると共に、その下端が前記下梁に水
平方向の力のみが伝達され鉛直方向の力とモーメントは伝達されない鉛直ローラー支持と
なるように接合されており、
　前記縦材の下端と前記下梁との接合部は、板状のベース部と該ベース部から起立しボル
ト孔を有する板状の起立部とからなり、前記下梁上面に載置、固定される拘束部材と、板
状に形成された下端部の近傍にボルト孔を有する前記縦材と、をボルトで連結して構成さ
れ、
　前記起立部と前記縦材の下端部のうち、いずれか一方が１枚で他方が２枚であり、前記
一方を前記他方が挟み込むように構成され、
　前記起立部及び前記縦材の下端部は前記躯体の構面方向に延在し、
　前記起立部のボルト孔と前記縦材の下端部の近傍のボルト孔のうち、いずれか一方が鉛
直方向に長い長孔で、他方が丸孔であり、前記丸穴が前記長孔の中央に位置した状態で前
記ボルトが挿通され、水平方向の力が作用した際に前記ボルトが前記長孔に対して上下方
向に移動することが許容されるように構成されたことを特徴とする耐震壁。
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【請求項２】
　前記上梁が２階の床梁であり、前記下梁が鉄筋コンクリートからなる基礎梁であること
を特徴とする請求項１に記載した耐震壁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に耐震壁の下端部が固定される基礎梁等の躯体や固定の為に該躯体に固着
されたアンカーボルト等の固定具に作用する引き抜き力を可及的に小さくすることのでき
る耐震壁に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　鉄骨造の建物の構造形式としては、ピンブレース構造とラーメン構造が主流である。ピ
ンブレース構造は、比較的断面が小さく軽量な柱と梁をピン接合し、躯体の所要箇所に耐
震壁やブレースを配置して地震時等に作用する水平方向の外力に対抗する構造であり、比
較的剛性の高い躯体である。またラーメン構造は主要な柱と梁を剛接合して、柱梁接合部
の曲げ耐力によって地震時等に作用する水平方向の外力に対抗する構造である。このラー
メン構造では、ピンブレース構造に比較して柱や梁の断面が大きくなるものの、耐震壁や
ブレースが不要であるので大空間を構成しやすい、というメリットがある。
【０００３】
　３階建て、４階建て程度の中層の鉄骨造ラーメン構造は大地震に対して優れた変形性能
及び保有水平耐力を有する反面、中地震時に低層部での層間変形角が大きくなる傾向を示
す。更に近年では、建物に対してより高い耐震性能が望まれる傾向にあり、品確法におけ
る上位の耐震等級とするために、より大きな地震力に対して層間変形角を抑制することが
必要となる。
【０００４】
　目的の建物の構造計算の過程において、建物に生じる層間変形角が許容される層間変形
角よりも大きい場合、主に建物の低層部分の剛性を高くして層間変形角を許容値以下とす
る必要がある。
【０００５】
　このような中層の鉄骨造ラーメン構造の建物の剛性を高くする方法としては、柱の断面
性能を高める方法や、配置する柱の本数を多くする方法がある。部材が規格化された工業
化住宅においては、既に制定されている柱部材で対応が可能な後者の方法を選択すること
が多いが、ラーメン構造において柱の本数を増やした場合、それに伴って基礎梁や鉄骨梁
などの構造部材の使用量が増えてしまいコストアップの要因となる。
【０００６】
　そこで、ラーメン構造を構成する柱の本数を多くすることなく地震時の建物の変形を抑
制する方法として、一対の間柱の間に斜材等を組み込んで構成した耐震壁をラーメン構造
に付加することが考えられる（例えば特許文献１）。このような耐震壁であれば、既存の
建物に耐震補強を施す場合にも比較的対応しやすい。
【０００７】
　上記の耐震壁においては、地震のような水平方向の往復の力が作用して上梁と基礎梁に
相対的な変位が生じたとき、上梁と基礎梁に固定された一対の間柱の一方には圧縮力が、
他方には引張力が交互に作用する。そして、圧縮側の間柱の下端では基礎梁は下方に曲げ
られ、引張側の間柱の下端ではアンカーボルトに引き抜き力が作用するとともに、その引
き抜き力によって基礎梁が上方に曲げられることになる。更に、比較的柔な構造であるラ
ーメン構造に強度の高い耐震壁を付加した場合、耐震壁で負担する応力が増加し、アンカ
ーボルトに作用する引き抜き力は更に大きなものとなる。
【０００８】
　この耐震壁を十分に機能させるためには、基礎梁がこれらの力に耐え得る強度を有する
とともに、アンカーボルトの付着強度が引き抜き力を上回るように設計することが必須で
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ある。しかし、既存の建物の耐震補強の為に耐震壁を付加する場合、既存の基礎梁の強度
が不十分であったり、アンカーボルトが後施工となって十分な付着強度が得られないこと
がある。また、新築の建物においてはこのような対応は比較的容易ではあるが、コストア
ップにつながる。
【０００９】
　特許文献２では、水平力は負担するが材軸方向にはスライドして力が作用しないエネル
ギー吸収部材が提案されている。このエネルギー吸収部材は、上部構造と下部構造の間に
配置されて材軸方向以外の荷重に対して抵抗するものである。このエネルギー吸収部材は
、嵌合部材と被嵌合部材とを、内外に接触させて嵌め合わせ、水平力が作用したとき、接
触面以外の剛性の低い部分が降伏することでエネルギーを吸収し得るように構成されてい
る。このため、材軸方向の荷重に対してフリーとすることができ、材軸方向以外のエネル
ギーを有効に吸収することができる。従って、地震時に材軸方向以外の加荷重が作用した
場合でも、材軸方向には力が作用しないこととなる。
【００１０】
【特許文献１】特開平０２－１９７６３７号公報
【特許文献２】特開２００１－１０７６０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、このエネルギー吸収部材を備えた構造物に水平力が作用したとき、嵌合部材と
被嵌合部材とは接触面を有しているので、両者の間では材軸方向の力は伝達されないもの
のモーメントは伝達される。従って、例えば、入力される水平力をＰ、エネルギー吸収部
材の高さをｈ１とした場合、下部構造体に固定された被嵌合部材にはモーメント（Ｐ・ｈ
１）が作用することとなる。そして、下部構造体の被嵌合部材が浮き上がろうとする側の
ボルト位置においては、該ボルトから該ボルトと反対側のベースプレート端部までの距離
をｗ１とした場合、引き抜き力（Ｐ・ｈ１／ｗ１）が作用し、前記ベースプレート端部の
位置においては、この引き抜き力と同じ大きさの押し込み力が作用する。このため、ボル
トの埋め込み部分においてはこの引き抜き力に耐え得る付着強度が要求され、下部構造体
にこれらの力に耐え得る強度が要求されることとなり、既存の建物に対しエネルギー吸収
部材を後施工するような場合には強度上の問題が生じることがある。
【００１２】
　本発明の目的は、耐震壁の下端部が固定される梁等の躯体に作用する力や固定の為に該
躯体に固着されたアンカーボルト等の固定具に作用する力を可及的に小さくすることによ
って、新築の建物においては梁等の周辺部材の強度を増すことなく耐震性能を向上させる
ことができ、既存の建物の耐震補強も容易に行うことができる耐震壁を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために本発明に係る耐震壁は、所定の間隔を有して立設された２本
の柱と、該２本の柱に接続された上梁及び下梁と、からなる躯体の構面内に設置される耐
震壁であって、前記上梁と下梁との間に配置された２本の縦材と該２本の縦材の間に固定
された制振材とを有する制振手段とからなり、前記２本の縦材は、その上端が前記上梁に
接合されると共に、その下端を前記下梁に水平方向の力のみが伝達され鉛直方向の力とモ
ーメントは伝達されない鉛直ローラー支持となるように接合されており、前記縦材の下端
と前記下梁との接合部は、板状のベース部と該ベース部から起立しボルト孔を有する板状
の起立部とからなり、前記下梁上面に載置、固定される拘束部材と、板状に形成された下
端部の近傍にボルト孔を有する前記縦材と、をボルトで連結して構成され、前記起立部と
前記縦材の下端部のうち、いずれか一方が１枚で他方が２枚であり、前記一方を前記他方
が挟み込むように構成され、前記起立部及び前記縦材の下端部は前記躯体の構面方向に延
在し、前記起立部のボルト孔と前記縦材の下端部の近傍のボルト孔のうち、いずれか一方
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が鉛直方向に長い長孔で、他方が丸孔であり、前記丸穴が前記長孔の中央に位置した状態
で前記ボルトが挿通され、水平方向の力が作用した際に前記ボルトが前記長孔に対して上
下方向に移動することが許容されるように構成されたものである。
【００１４】
　なお、ここで制振材とは、地震時に変形することによって地震エネルギーを吸収し得る
構成のもの全般をさし、例えば、通常の鋼材や極低降伏点鋼からなり、他の構成部分より
も塑性変形し易いように剛性が小さく設定された鋼材ダンパーを有するものがある
【００１５】
　上記耐震壁に於いて、前記上梁を２階の床梁とし、前記下梁を鉄筋コンクリートからな
る基礎梁とすることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る耐震壁では、制振材を有する制振手段を、構成する２本の縦材の下端を水
平方向の力のみが伝達され鉛直方向の力とモーメントは伝達されない鉛直ローラー支持と
なるように下梁に接合したので、耐震壁が水平方向の力を受けた場合に、その水平方向の
力のみが２本の縦材に分配され夫々の拘束部材に伝達される。従って、ひとつの拘束部材
に作用する水平方向の力は耐震壁が負担する水平方向の力のほぼ半分となる。しかも、こ
の水平力は縦材の下端すなわち下梁に接近した位置で作用するので、縦材から伝達された
水平方向の力によって下梁にモーメントが作用したとしてもそれは極めて小さな値となる
。従って、耐震壁を設けたことによる下梁への負荷の増加分を小さく抑え経済的な設計を
行うことができ、特に、既存の建物に対して耐震補強を行う際に好適に用いることができ
る。
【００１７】
　上記の鉛直ローラー支持は、板状のベース部とベース部から起立しボルト孔を有する板
状の起立部とからなり、前記下梁上面に載置、固定される拘束部材と、板状に形成された
下端部近傍にボルト孔を有する縦材とをボルトで連結して構成するものとし、起立部のボ
ルト孔と縦材の下端部近傍のボルト孔のうち、いずれか一方を鉛直方向に長い長孔、他方
を丸孔として、丸穴が長孔の中央に位置した状態で、ボルトを挿通することによって、極
めて簡便に実現することができる。
【００１８】
　特に、上梁が２階の床梁であり、下梁が鉄筋コンクリートからなる基礎梁の場合、すな
わち建物の１階部分に上記耐震壁を設置した場合、縦材を基礎梁に固定する際に必要なア
ンカーボルトには大きな引き抜き力が作用しないので、ケミカルアンカー等の比較的簡易
なもので対応することができ経済的である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明に係る耐震壁の最良の形態について図を用いて説明する。図１は耐震壁の
構成を説明する図である。図２は制振手段の構成を説明する図である。図３は制振手段を
構成する縦材の脚部の構成を説明する図である。図４は中地震時における耐震壁の挙動を
説明する図である。図５は大地震時における耐震壁の挙動を説明する図である。
【００２０】
（第１実施例）
　図１に示す耐震壁は、Ｈ形鋼からなる上梁１及び下梁２と、角形鋼管からなる２本の柱
３、３とからなるラーメン構造の躯体の構面４内において、上梁１と下梁２の間に、２本
の縦材１０と、該２本の縦材１０の間に固定された２つの制振材Ｂと、を有する制振手段
Ａを配置し、２本の縦材１０の上端を上梁１に接合し、下端を下梁２に対し水平方向の力
のみが伝達され鉛直方向の力とモーメントは伝達されない鉛直ローラー支持となるように
接合して構成されている。
【００２１】
　図２に示すように、制振手段Ａを構成する２本の縦材１０は、上端に柱頭部１０ａが形
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成されており、該柱頭部１０ａが上梁１の下フランジ１ａに対し図示しないボルトを利用
して接合されている。従って、縦材１０の上端は上梁１の水平方向への移動に伴って同方
向に移動することとなる。
【００２２】
　２本の縦材１０の下端部は、図３に示すように、夫々取付片１２ａと２つのプレート１
２ｂからなる側面視がＴ字状の柱脚部１２が形成されており、プレート１２ｂの所定位置
に丸穴のボルト穴１２ｃが形成されている。
【００２３】
　また、下梁２の上フランジ２ａ上面であって制振手段Ａの２本の縦材１０に対応する位
置には、板状のベース部となる取付片１３ａと板状の起立部となるプレート１３ｂからな
る側面視がＴ字状の拘束部材１３が、取付片１３ａに穿たれた４つの穴と上フランジ２ａ
上面の４つの穴とを一致させボルトを挿通させることで取り付けられており、プレート１
３ｂの所定位置には縦方向に長く横方向には挿通するボルトとの若干のクリアランスを見
込んだ長穴のボルト穴１３ｃが形成されている。
【００２４】
　そして、予め下梁２の上フランジ２ａに拘束部材１３を図示しないボルトによって固定
しておき、縦材１０の下端部に形成した柱脚部１２の２つのプレート１２ｂで拘束部材１
３のプレート１３ｂを挟み込むようにしてボルト１４ａをボルト穴１２ｃ、１３ｃに挿通
してナット１４ｂを螺合することで、２本の縦材１０は、その下端において下梁２に対し
水平方向の力のみが伝達され鉛直方向の力とモーメントは伝達されない状態で接合される
。
【００２５】
　なお、２本の縦材１０がその下端において下梁２に対し水平方向の力のみが伝達され鉛
直方向の力とモーメントは伝達されない鉛直ローラー支持とするには、（１）ボルト１４
ａを半ボルトとしてナット１４ｂを螺合してもルーズな状態が保たれるように構成する。
（２）柱脚部１２のプレート１２ｂ及び拘束部材１３のプレート１３ｂの表面にフッ素樹
脂や二硫化モリブデン等の皮膜を形成して両者の接触面に作用する摩擦力を低減しわずか
な力でスライドするように構成する。（３）両者の接触面ベアリングを介在させる、等の
方法がある。
【００２６】
　通常時、ボルト１４ａのボルト穴１３ｃに対する位置は略中央に設定されている。従っ
て、縦材１０の上方に長期荷重が作用しても縦材１０の下端は下方に移動するので荷重は
拘束金物１３の位置では下梁２に伝達されない。また、地震時には水平力の大きさに応じ
てボルト１４ａが上下方向に移動するが、ボルト穴１３ｃの上下方向の長さは想定される
最大の水平力が作用した場合であってもボルト１４ａがボルト穴１３ｃの上下端部分にお
いてプレート１３ｂと接触しないように設定されており、上下方向の移動が常に許容され
ている。
【００２７】
　また、２本の縦材１０の下端において拘束部材１３に対して水平方向の力が伝達される
ようにする為に、拘束部材１３に設けたボルト穴１３ｃの上下方向の寸法は、水平方向の
力が作用した際に直ちにボルト１４ａがプレート１３ｂにボルト穴１３ｃの左右端部分に
おいて接触するよう構成されている。
【００２８】
　なお、本実施例では、柱脚部１２は対向する２つのプレート１２ａを備えているが、プ
レート１２ａは１つでも構わない。また、柱脚部１２のプレート１２ａを１つとし拘束部
材１３のプレート１３ｂを２つ対向させ配置してもよい。また、柱脚部１２のプレート１
２ａのボルト穴１２ｃを長穴とし、拘束部材１３のプレート１３ｂのボルト穴１３ｃを丸
穴としてもよい。
【００２９】
　制振手段Ａは、２本の縦材１０と、その間に上下方向に配置された２つの制振材Ｂで構
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成されている。
【００３０】
　制振材Ｂは、鋼材ダンパー２０と、２つの枠体２１で構成されている。鋼材ダンパー２
０は、極低降伏点鋼からなリ、略蝶形に形成されており、作用するせん断力に応じて中央
のくびれた部分が変形して地震エネルギーを吸収し得るように構成されている。枠体２１
は、底辺となる長辺材２１ａと、斜辺となる斜辺材２１ｂ、２１ｃと、を連結材２１ｄで
連結して略二等辺三角形状に構成され、更に水平材２１ｅが長辺材２１ａの中間位置から
連結材２１ｄにかけて配置されており高い剛性を有している。また鋼材ダンパー２０は、
枠体２１の連結材２１ｅに対してボルト接合されており、劣化した際には交換可能なよう
に構成されている。
【００３１】
　制振材Ｂは、２つの枠体２１を夫々縦材１０の内側面に長辺材２１ａを添わせボルト接
合することで連結材２１ｅどうしが対向するような状態で固定し、更に、この長辺材２１
ａに夫々斜辺材２１ｂ、２１ｃを取り付けると共に、これらの斜辺材２１ｂ、２１ｃの頂
点の間に鋼材ダンパー２０を連結材２１ｅにボルト接合により固定することで構成される
。
【００３２】
　上記制振材Ｂでは、地震時に作用する水平力に応じて上梁１と下梁２との間で水平方向
に相対的な変位が生じたとき、この変位に伴って、向かい合う枠体２１に上下方向の相対
的な変位が生じる。このときの変位は鋼材ダンパー２０に対しせん断力として作用し、斜
辺材２１ｂ、２１ｃに引張力、圧縮力として作用する。そして、作用するせん断力を鋼材
ダンパー２０が吸収する。
【００３３】
　上記の如く構成された制振手段Ａは、２本の縦材１０の上端が上梁１の下フランジ１ａ
に接合され、下端は柱脚部１２を介して予め下梁２の上フランジ２ａに固定されている拘
束部材１３にボルト１４ａ、ナット１４ｂを利用して接合される。そして、このように上
梁１と下梁２の間に制振手段Ａを配置することで、耐震壁が構成される。
【００３４】
　上記の如く構成された耐震壁では、通常時は、上梁１に作用する鉛直荷重のすべてある
いは大部分は２本の柱３で負担され、２本の縦材１０の下端において、柱脚部１２や拘束
部材１３を介して下梁２に伝達されることがほとんどあるいは全くない。従って耐震壁を
設置することよって、下梁２に作用する荷重が増加することはほとんどあるいは全くない
。
【００３５】
　また、地震時に作用する水平力によって、上梁１と下梁２の間に水平方向の相対的な変
位（水平方向変位）が生じたとき、２本の縦材１０は上端が上梁１と共に同方向へ移動し
、下端が下梁２に取り付けた拘束部材１３に拘束されて初期の位置に留まり、耐震壁全体
としては平行四辺形をなすように変形する。
【００３６】
　従って、２本の縦材１０は上梁１と下梁２の水平方向変位に伴って傾斜することとなる
。そして、２本の縦材１０が傾斜したとき、夫々の縦材１０の下端は水平方向への移動が
拘束されることから、縦材１０の柱脚部１２のボルト１４ａと拘束部材１３とがボルト穴
１３ｃの左右端部分において当接して反力が作用し、この反力が抵抗として作用すること
になる。
【００３７】
　２本の縦材１０の傾斜は上梁１と下梁２の変位量に応じて変化し、且つ変位量に応じて
反力の大きさも変化する。
【００３８】
　中小の地震時には、図４に示すように、作用する水平力に応じた上梁１と下梁２の相対
的な変位に伴って２本の縦材１０が傾斜し、ボルト１４ａとボルト穴１３ｃとの当接によ
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って反力が生じ、この反力が一方の縦材１０（２本の縦材１０が交互に）を介して上梁１
に対し抵抗として作用する。即ち、制振手段Ａそのものが抵抗となって水平力を負担する
ことが可能となる。このため、鋼材ダンパー２０の塑性変形を伴うことなく、建物の変形
を抑えることが可能となる。
【００３９】
　このとき、縦材１０の下端に形成された柱脚部１２と拘束部材１３との間では鉛直方向
の力やモーメントを伝達し合わない為、これらの力によって下梁２を引き上げたり押し込
んだりする力は作用しない。
【００４０】
　尚、縦材１０の下端に取形成された柱脚部１２と拘束部材１３との間では水平方向の力
は伝達し合い、耐震壁に作用する水平方向の力Ｐが拘束部材１３を転倒させようとする力
となる。その場合取付片１３ａの持ち上げられる側を固定するボルトには下梁２に対する
引き抜き力が作用し、その値は、ボルト１４ａに作用する水平力Ｐ／２と、上フランジ２
ａ上面からボルト１４ａの中心までの寸法ｈ２との積を、転倒の支点となる取付片１３ａ
の端縁部１３ａ１から該ボルトまでの寸法ｗ２で除した値（Ｐ／２・ｈ２／ｗ１）で表さ
れる。また、取付片１３ａの端縁部１３ａ１には、引き抜き力とは向きが正反対で同じ大
きさの押し込み力が作用する。しかし、ｈ２は上梁１と下梁２との間隔（建物の階高）に
比べて極めて小さいのでこの引き抜き力や押し込み力は極めて小さな値となり、しかもこ
の２つの力は、接近した位置で互いに打ち消しあう方向に作用するので、下梁２の拘束部
材１３の取り付け位置には大きな力は作用しない。縦材の下端を一般的な方法で接合した
場合に作用すると比べた場合無視できるレベルである。
【００４１】
　また大地震時には、図５に示すように、２本の縦材１０の傾斜が大きくなり、一方の縦
材１０にボルト１４ａとボルト穴１３ｃとの当接によってこの縦材１０に圧縮力が生じた
とき、更なる縦材１０の傾斜は制振材Ｂに伝えられ、鋼材ダンパー２０に対してせん断力
が作用する。そして、鋼材ダンパー２０は作用したせん断力に応じて塑性変形を繰り返し
、エネルギーを吸収して速やかに揺れを減衰させ、建物の損傷を防ぐことが可能となる。
【００４２】
　上記の如くして鋼材ダンパー２０が塑性変形を繰り返してエネルギーを吸収する場合で
あっても、２本の縦材１０から下梁２に作用する力は無視でき、固定した拘束部材１３に
引き剥がす方向の力が作用することはない。
【００４３】
　特に、このような耐震壁は、制振手段Ａを上梁１と下梁２の間に配置して上端を上梁１
に、下端を拘束部材１３を介して下梁２に夫々接合することで構成することが可能である
。特に、工業化住宅のように、上梁１、下梁２のフランジに予め夫々平面モジュールに基
づく所定のピッチで複数のボルト穴が形成されている躯体の場合、大きな工事を必要とせ
ずに設置することが可能である。このため、既存の建物の耐震性を高める際に本耐震壁を
採用すると有利である。
【００４４】
（第２実施例）
　次に、本発明に係る耐震壁の第２実施例について説明する。本発明の耐震壁は、上梁と
、鉄筋コンクリート造の基礎梁と、２本の柱からなる躯体の１階構面内に、上梁と基礎梁
の間に配置された２本の縦材と該２本の縦材の間に固定された制振材とを有する制振手段
を配置し、制振手段を構成する２本の縦材の上端を上梁に接合すると共に、下端を基礎梁
に対し水平方向の力のみが伝達され鉛直方向の力とモーメントは伝達されない鉛直ローラ
ー支持となるように接合したものである。
【００４５】
　即ち、前述した耐震壁を１階の構面内に構成した建物であり、前述した耐震壁に於ける
下梁２を基礎梁２と置き換えると全く同じ構成となる。
【００４６】
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　図１を利用して本発明の耐震壁について説明する。この耐震壁は、上梁１と、基礎梁２
と、２本の柱３からなる躯体の１階構面４内に、上梁１と基礎梁２との間に配置された２
本の縦材１０と該縦材１０の間に固定された２つの制振材Ｂとを有する制振手段Ａが配置
されており、この制振手段Ａを構成する２本の縦材１０の上端を上梁１に接合し、下端を
基礎梁２に対し、水平方向の力のみが伝達され鉛直方向の力とモーメントは伝達されない
鉛直ローラー支持となるように接合したものである。
【００４７】
　即ち、基礎梁２には図３に示す拘束部材１３が図示しないアンカーボルトを介して固定
されており、縦材１０の下端部には柱脚部材１２が取り付けられている。そして、縦材１
０の上端を上梁１の下フランジ１ａにボルトを利用して接合すると共に、下端を柱脚部材
１２と拘束部材１３をボルト１４ａを利用して接合することで、上梁１と基礎梁２の間に
配置されている。
【００４８】
　このように構成された耐震壁を有する耐震建物では１階部分の剛性を上層階の剛性より
も高くすることが可能であり、１階部分の層間変形角を小さくすることが可能である。し
かも、第１実施例と同様に、耐震壁を付加しても地震時に基礎梁２に大きな力を作用させ
ることがないので、基礎梁２に対する負荷の増加分を小さく抑え経済的な設計を行うこと
ができる。
【００４９】
　また、拘束部材１３を基礎梁２に固定しているアンカーボルトによる引き抜き力は極め
て小さな値とすることができるので、縦材１０を基礎梁２に固定する際に必要なアンカー
ボルトは、ケミカルアンカー等の比較的簡易なもので対応することができる。このため、
既存の建物の１階部分の剛性を高くするような場合に採用して有利である。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明の耐震壁は、躯体の剛性を高くする必要があるときには、新築建物のみならず既
築の建物に採用して有利である。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】耐震壁の構成を説明する図である。
【図２】制振手段の構成を説明する図である。
【図３】制振手段を構成する縦材の脚部の構成を説明する図である。
【図４】中小地震時における耐震壁の挙動を説明する図である。
【図５】大地震時における耐震壁の挙動を説明する図である。
【符号の説明】
【００５２】
　Ａ　　　　　　　　　　　　制振手段
　Ｂ　　　　　　　　　　　　制振材
　１　　　　　　　　　　　　上梁
　１ａ　　　　　　　　　　　下フランジ
　２　　　　　　　　　　　　下梁、基礎梁
　２ａ　　　　　　　　　　　上フランジ
　３　　　　　　　　　　　　柱
　４　　　　　　　　　　　　躯体の構面
　１０　　　　　　　　　　　縦材
　１０ａ　　　　　　　　　　柱頭部
　１２　　　　　　　　　　　柱脚部
　１２ａ　　　　　　　　　　取付片
　１２ｂ　　　　　　　　　　プレート
　１２ｃ　　　　　　　　　　ボルト穴
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　１３　　　　　　　　　　　拘束部材
　１３ａ　　　　　　　　　　取付片
　１３ｂ　　　　　　　　　　プレート
　１３ｃ　　　　　　　　　　ボルト穴
　１４ａ　　　　　　　　　　ボルト
　１４ｂ　　　　　　　　　　ナット
　２０　　　　　　　　　　　鋼材ダンパー
　２１　　　　　　　　　　　枠体
　２１ａ　　　　　　　　　　長辺材
　２１ｂ、２１ｃ　　　　　　斜辺材

【図１】 【図２】
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【図５】
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