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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】耐震性能を確保しつつ、開口部を有する耐震壁
をブロックで架構に容易に設ける耐震壁構造を提供する
。
【解決手段】耐震壁１００は、左右の柱１２Ｌ、１２Ｒ
と上下の梁１４Ｕ、１４Ｌとで囲まれた架構１０の構面
内に、開口部３０が形成されるように設けられたブロッ
ク壁５０と、開口部３０に設けられた鉄骨枠７０と、を
有し、ブロック壁５０は、壁体構築用のブロック５２を
布積みされることで構築され、また、ブロック５２は、
水平方向の両端部から中央部に向かうに従って鉛直方向
幅が短くなった所謂蝶々型とされている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柱と梁又はスラブとで構成された架構に開口部が形成されるように設けられ、上面と下
面とに傾斜部が形成されたブロックを、前記傾斜部同士が上下に重なるように布積みされ
たブロック壁と、
　前記開口部に設けられ、前記開口部の内壁に接合された補強部材と、
　前記補強部材と前記ブロック壁との間に、及び前記ブロック壁と前記柱との間に、充填
された充填材と、
　前記充填材に配筋された割裂防止筋と、
　を備える耐震壁構造。
【請求項２】
　前記補強部材は、前記開口部の内壁の全周に接合された鉄骨枠を有している、
　請求項１に記載の耐震壁構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐震壁構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の柱と梁とで囲まれた架構内に鉄
筋コンクリート造等の耐震壁を増設して耐震補強することが知られている。しかし、耐震
壁に通路開口などの開口部を設けると耐震壁の耐力が低下し、この結果、耐震性能が低下
する。
【０００３】
　そこで、特許文献１では、壁体に形成された通路開口の下辺に沿って接合部材を配設し
、更に、接合部材を通路開口の側方に張り出して壁体内に埋め込みシアキーで定着する技
術が開示されている。
【０００４】
　また、ブロックを積み上げたブロック壁で耐震壁を構成した場合、ブロック壁に縦筋及
び横筋を貫通さると共に、縦筋及び横筋を架構（柱梁）に接合する必要がある。また、開
口部を形成した場合、開口部に鉄骨枠等を設けて補強すると共に、この鉄骨枠に縦筋や横
筋を接合する必要がある。
【０００５】
　したがって、開口部を有する耐震壁をブロックで架構に容易に設けることが望まれてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－６３７３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記事実に鑑み、耐震性能を確保しつつ、開口部を有する耐震壁をブロック
で架構に容易に設けることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の発明は、柱と梁又はスラブとで構成された架構に開口部が形成されるように
設けられ、上面と下面とに傾斜部が形成されたブロックを、前記傾斜部同士が上下に重な
るように布積みされたブロック壁と、前記開口部に設けられ、前記開口部の内壁に接合さ
れた補強部材と、前記補強部材と前記ブロック壁との間、及び前記ブロック壁と前記柱と
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の間、に充填された充填材と、前記充填材に配筋された割裂防止筋と、を備える。
【０００９】
　請求項１に記載の発明では、ブロック壁の上側角部に入力された水平力は、ブロックの
傾斜部に作用する圧縮力によって下側角部に伝達される。よって、架構を変形させるせん
断力は、架構の上側角部から、梁又はスラブ、ブロック壁、及び開口部の補強部材を介し
て、架構の下側角部に伝達され、架構の変形が抑制される。
【００１０】
　また、ブロック壁は、圧縮ストラットによってせん断力を伝達し、引張力による伝達を
期待していない。よって、ブロック壁と補強部材との間及びブロック壁と柱との間は、引
張力を伝達するアンカーなどで接合する必要がなく、これらの間には、割裂防止筋を配筋
して充填材を充填すればよい。よって、引張力を伝達するアンカーなどで接合する場合と
比較し、施工が容易である。
【００１１】
　したがって、耐震性能を確保しつつ、開口部を有する耐震壁をブロックで架構に容易に
設けることができる。
【００１２】
　請求項２の発明は、前記補強部材は、前記開口部の内壁の全周に接合された鉄骨枠を有
している。
【００１３】
　請求項２に記載の発明では、開口部の内壁の全周に接合された鉄骨枠によって、開口部
が効果的に補強されると共に、ブロック壁との間で水平力が効果的に伝達される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、耐震性能を確保しつつ、開口部を有する耐震壁をブロックで架構に容
易に設けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る耐震壁が設けられた架構の正面図である。
【図２】図１の耐震壁の施工途中の斜視図である。
【図３】図１の耐震壁と上側の梁との接合部分を示す拡大正面図である。
【図４】図１の耐震壁と下側の梁との接合部分を示す、（Ａ）は正面図であり、（Ｂ）は
（Ａ）のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図５】（Ａ）は図１の５Ａ－５Ａ線に沿った断面図であり、（Ｂ）は図１の５Ｂ－５Ｂ
線に沿った断面図である。
【図６】せん断力が圧縮ストラットによってブロック壁を伝達されることを説明する説明
図である。
【図７－１】（Ａ）は第一変形例の耐震壁を示す正面図であり、（Ｂ）は第二変形例の耐
震壁を示す正面図であり、（Ｃ）は第三変形例の耐震壁を示す正面図である。
【図７－２】（Ｄ）は第四変形例の耐震壁を示す正面図であり、（Ｅ）は第五変形例の耐
震壁を示す正面図である。
【図８】その他の例のブロックで構築されたブロック壁の拡大正面図である。
【図９】（Ａ）は架構に右方向に水平変位した場合のせん断力の伝達を説明する説明図で
あり、（Ｂ）は架構に左方向に水平変位した場合のせん断力の伝達を説明する説明図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の一実施形態に係る耐震壁構造の一例について説明する。
＜全体構成＞
　図１に示すように、本実施形態の耐震壁１００は、構造物１１を構成する左右の柱１２
Ｌ、１２Ｒと上下の梁１４Ｕ、１４Ｌとで囲まれた架構１０に設けられている。耐震壁１
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００は、開口部３０が形成されるように設けられたブロック壁５０と、開口部３０に設け
られた鉄骨枠７０と、を有している。なお、本実施形態では、構造物１１（架構１０）は
鉄筋コンクリート造であるが、鉄筋コンクリート造に特定されるものではない。
【００１７】
＜ブロック壁及びブロック＞
　次に、ブロック壁及びブロックについて説明する。
【００１８】
　図１に示すように、ブロック壁５０は、壁体構築用のブロック５２を布積みされること
で構築されている。なお、「布積み」とは、ブロックを鉛直方向対して千鳥状に配置して
壁体が構築される積み方である。
【００１９】
　図２及び図６に示すように、ブロック５２は、正面視において、水平方向の両端部から
中央部に向かうに従って鉛直方向幅が短くなった所謂蝶々型とされている。なお、正面視
とは、ブロック壁５０を面外方向に見た場合である。また、以降、ブロック５２の形状を
説明では、特に断りがない場合は、正面視におけるものとする。
【００２０】
　図２に示すように、ブロック５２は、上面５４、下面５６、正面６２、背面６４、第一
側面６６、及び第二側面６８とで構成されている。
【００２１】
　ブロック５２の上面５４は、両端部から中央部に向かって下り勾配となった傾斜面５４
Ａ、５４Ｂが形成されている。換言すれば、上面５４は、左右一対の傾斜面５４Ａ、５４
Ｂから構成されている。同様に、ブロック５２の下面５６は、両端部から中央部に向かっ
て上り勾配となった傾斜面５６Ａ，５６Ｂが形成されている。換言すれば、下面５６は、
左右一対の傾斜面５６Ａ、５６Ｂから構成されている。
【００２２】
　ブロック５２の第一側面６６及び第二側面６８には、平面視（上方から見た場合）にお
いて、半円形状の凹部６７，６９が形成されている（図５（Ｂ）も参照）。また、ブロッ
ク５２の水平方向の中央部には、上面５４と下面５６とに開口する貫通孔５８が形成され
ている（図５（Ｂ）も参照）。
【００２３】
　なお、ブロック５２が布積みされブロック壁５０となった状態（第一側面６６及び第二
側面６８が接触した状態）では、凹部６７と凹部６９とが繋がり、貫通孔５９を構成する
（図５（Ｂ）も参照）。また、貫通孔５９は、貫通孔５８と同じ大きさとされている。
【００２４】
　また、ブロック５２には、第二側面６８の凹部６９と貫通孔５８とを連通する案内部６
０が形成されている。案内部６０は、貫通孔５８及び凹部６９よりも面外方向の幅が狭く
なっている（図５（Ｂ）も参照）。
【００２５】
（ブロックの布積み方法）
　つぎに、ブロック５２の布積み方法の一例について説明する。
【００２６】
　先ず、鉄筋４０を上下の梁１４Ｕ，１４Ｌ（図１及び図３を参照）に接合（定着）する
。鉄筋４０は、左右方向に間隔をあけて複数接合する。なお、鉄筋４０の間隔は、貫通孔
５８、５９の間隔と一致するように設ける。
【００２７】
　つぎに、鉄筋４０にブロック５２の第二側面６８から案内部６０を通して貫通孔５８に
達するようにブロック５２を移動させる。鉄筋４０が貫通孔４４に達すると、ブロック５
２を９０度回転させて、ブロック５２の正面６２及び背面６４を面内方向とする。
【００２８】
　このようにして、ブロック５２を下側から順に積み上げていく。このとき、傾斜面５４
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Ａと傾斜面５６Ｂ、及び傾斜面５４Ｂと傾斜面５６Ａとが上下に重なるように、積み上げ
ていく。
【００２９】
　なお、ブロック５２を回転させる際に、既に配置されているブロック５２との干渉を回
避するために、既に配置されているブロック５２を水平方向にずらす等して適宜対応する
。
【００３０】
　このようにして構築されたブロック壁５０は、ブロック５２が半分ずつ左右方向にずれ
て千鳥状に配置され、傾斜面５４Ａ、５４Ｂと傾斜面５６Ａ、５６Ｂとがそれぞれ上下に
重なるように布積みされる（図６も参照）。
【００３１】
　なお、本実施形態では、貫通孔５８、５９及び案内部６０には、モルタルなどの充填材
Ｍを充填する（図５（Ｂ）を参照）。また、本実施形態では、ブロック５２は、上面５４
、下面５６、第一側面６６、及び第二側面６８は、エポキシ樹脂など樹脂製の接着剤を塗
布し、接着接合している。
【００３２】
　また、本実施形態では、図１に示すように、ブロック５２と外形が同じ蝶々形の鉄骨開
口部材５１をブロック５２と同じように布積みする。この鉄骨開口部材５１は、設備開口
用の開口として利用される。
【００３３】
　なお、ブロック壁５０の側端部５０Ｌと柱１２Ｌとの接合部１２０Ａ（図１）、及びブ
ロック壁５０の側端部５０Ｒと鉄骨枠７０を構成する鉄骨柱７２Ｌとの接合部１２０Ｃ（
図１、図５（Ｂ））の構造は、後述する。
【００３４】
＜鉄骨枠＞
　つぎに、開口部３０に設けられた鉄骨枠７０について説明する。
【００３５】
　図１に示すように、鉄骨枠７０は、開口部３０の内壁３２（柱１２Ｒ、梁１４Ｕ，１４
Ｌ，及びブロック壁５０における面外方向の内側の端面）の全周に亘って接合されている
。鉄骨枠７０は、溶接接合された左右の鉄骨柱７２Ｌ、７２Ｒ、鉄骨梁７４、及び鉄骨プ
レート７６で構成されている。
【００３６】
　鉄骨枠７０を構成する左右の鉄骨柱７２Ｒ，７２Ｌは、柱１２Ｒ及びブロック壁５０と
接合部１２０Ｂ、１２０Ｃを介して接合されている。なお、鉄骨柱７２Ｌと柱１２Ｒの接
合部１２０Ｃ（図１、図５（Ａ））の構造は後述する。
【００３７】
　図３に示すように、鉄骨柱７２Ｌ，７２Ｒ（図１も参照）及び鉄骨梁７４は、上側の梁
１４Ｕに後施工のアンカー８０で接合されている。また、図４（Ａ）に示すように、鉄骨
柱７２Ｌ，７２Ｒと下側の梁１４Ｌとも同様にアンカー８０で接合されている。
【００３８】
　図４に示すように、鉄骨プレート７６は、プレート部７９と、プレート部７９の上面７
９Ｕに左右方向に沿って接合されたリブ７８と、を有する構造となっている。そして、鉄
骨プレート７６のプレート部７９が下側の梁１４Ｌに後施工のアンカー８０で接合されて
いる。
【００３９】
　なお、図１に示すように、開口部３０の内壁３２の全周に鉄骨枠７０を接合することで
、鉄骨プレート７６を掃き出し部とする通路開口（ドア開口）として利用可能な逆Ｕ字形
状の開口部３１が形成される。
【００４０】
＜接合部＞
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　つぎに、ブロック壁５０の側端部５０Ｒと柱１２Ｌとの接合部１２０Ａ（図１）、ブロ
ック壁５０の側端部５０Ｒと鉄骨枠７０の鉄骨柱７２Ｌとの接合部１２０Ｂ（図１、図２
、及び図５（Ｂ））、鉄骨枠７０の鉄骨柱７２Ｌと柱１２Ｌとの接合部１２０Ｃ（図１及
び図５（Ａ））の構造について説明する。
【００４１】
　図１、図２、図５（Ａ）、図５（Ｂ）に示すように、これら接合部１２０Ａ，１２０Ｂ
，１２０Ｃは、両者の間の隙間１２２Ａ，１２２Ｂ，１２２Ｃにモルタルなどの充填材Ｍ
が充填されると共に、鉄筋で構成された螺旋状の割裂防止筋１２４Ａ，１２４Ｂ，１２４
Ｃが配筋（埋設）されている。
【００４２】
　なお、これら接合部１２０Ａ，１２０Ｂ，１２０Ｃは、圧縮力は伝達するが、引張力は
伝達しない、或いは殆ど伝達しない。
【００４３】
　また、接合部１２０Ａ，１２０Ｂ，１２０Ｃは、上述したように構成は同じであるので
、以降、符号の後のＡ，Ｂ，Ｃを省略して区別しないで説明する場合がある。
【００４４】
＜作用及び効果＞
　つぎに、本実施形態の作用及び効果について説明する。
【００４５】
　図６に示すように、ブロック壁５０に入力された水平方向の力（せん断力）Ｓは、ブロ
ック５２の傾斜面５４Ａ，５４Ｂ，５６Ａ，５６Ｂに作用する圧縮力Ｖによって、下側の
ブロック５２に順次作用する。よって、ブロック間のせん断摩擦力で水平力を伝達する構
成と比較し、伝達力が大きく、また水平方向の鉄筋（横筋）を設けることなく水平力に対
抗することができる。
【００４６】
　図９（Ａ）に示すように、正面視において、せん断力が矢印ＷＡのように架構１０に作
用すると、せん断力は柱１２Ｌ及び接合部１２０Ａを介してブロック壁５０の左上側角部
５５Ａに入力される。ブロック壁５０の左上側角部５５Ａに入力されたせん断力は、矢印
ＶＡで示す圧縮ストラット（上述した傾斜面５４Ａ，５４Ｂ，５６Ａ，５６Ｂに作用する
圧縮力Ｖ（図６の参照））によって右下側角部５７Ａに伝達される。
【００４７】
　右下側角部５７Ａに伝達されたせん断力は、接合部１２０Ｂを介して、鉄骨枠７０に伝
達される。そして、矢印ＴＡに示すように、鉄骨柱７２Ｌ、鉄骨プレート７６、及び鉄骨
柱７２Ｒを伝達する。このとき、鉄骨プレート７６には、リブ７８が設けられているので
、効果的にせん断力が伝達される。そして、鉄骨柱７２Ｒに伝達されたせん断力は、接合
部１２０Ｃを介して柱１２Ｒに伝達される。
【００４８】
　図９（Ｂ）に示すように、正面視において、せん断力が矢印ＷＢのように架構１０に作
用すると、せん断力は柱１２Ｒ及び接合部１２０Ｃを介して鉄骨枠７０に伝達される。そ
して、矢印ＴＢに示すように、鉄骨柱７２Ｒ、鉄骨梁７４、及び鉄骨柱７２Ｌを伝達する
。鉄骨柱７２Ｌに伝達されたせん断力は、接合部１２０Ｂを介して、ブロック壁５０の右
上側角部５５Ｂに入力される。ブロック壁５０の右上側角部５５Ｂに入力されたせん断力
は、矢印ＶＢで示す圧縮ストラットＶ（圧縮力Ｖ（図６参照））によって左側角部５７Ｂ
に伝達される。
【００４９】
　このように、架構１０を変形させるせん断力（水平力）が、架構１０の左右の上側角部
から架構１０の左右の下側角部に伝達され、架構１０の変形が抑制される。なお、せん断
力は、鉄骨プレート７６及び鉄骨梁７４で主に伝達されるが、梁１４Ｕ，１４Ｌを介して
も伝達される。
【００５０】
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　また、ブロック壁５０は、圧縮ストラットＶＡ，ＶＢ（圧縮力Ｖ（図６参照））によっ
てせん断力を伝達し、引張力の伝達を期待していない。よって、ブロック壁５０の側端部
５０Ｒと柱１２Ｌとの接合部１２０Ａ（図１を参照）及びブロック壁５０の側端部５０Ｒ
と鉄骨枠７０の鉄骨柱７２Ｌとの接合部１２０Ｂ（図１、図２、及び図５（Ｂ）を参照）
は、引張力を伝達するアンカーなどで接合する必要がない。なお、ブロック壁５０に過大
な引張力が伝達されると、ブロック５２が破損する虞がある。
【００５１】
　よって、これらの間の接合部１２０Ａ，１２０Ｂには、割裂防止筋１２４を配筋して充
填材Ｍを充填すればよい。したがって、引張力を伝達するアンカーなどでブロック壁５０
を接合する場合と比較し、施工が容易である。
【００５２】
　また、前述したように、傾斜面５４Ａ，５４Ｂ，５６Ａ，５６Ｂを有する蝶々形のブロ
ック５２を用いることで、ブロック壁５０に入力されたせん断力は圧縮力Ｖによって、下
側のブロック５２に順次伝達される（圧縮ストラットＶＡ，ＶＢ（図９参照））。よって
、水平方向の鉄筋（横筋）を設けることなく、ブロック５２を積み上げる構造であるにも
関わらず、水平力に対抗することができる。すなわち、水平方向の鉄筋（横筋）が不要と
なる。更に、本実施形態では、図２に示すように、ブロック５２を正面側から積み上げる
ことができる。
【００５３】
　したがって、耐震性能を確保しつつ、開口部３０（開口部３１）を有する耐震壁１００
をブロック５２で架構１０に容易に設けることができる。
【００５４】
＜変形例＞
　つぎに、本実施形態の変形例について説明する。
【００５５】
　例えば、上記実施形態では、柱１２Ｒと鉄骨枠７０の鉄骨柱７２Ｒとの接合部１２０Ｃ
は充填材Ｍと割裂防止筋１２４Ｃとで構成されていたが、これに限定されない。例えば、
柱１２Ｒと鉄骨枠７０の鉄骨柱７２Ｒとは、アンカーやスタッド等でせん断力が伝達され
るように接合されていてもよい。
【００５６】
　また、開口部３０に設ける補強部材は、枠状の鉄骨枠７０に限定されない。少なくとも
鉄骨柱７２Ｌがあればよい。なお、鉄骨梁７４及び鉄骨プレート７６が設けられていない
場合は、梁１４Ｕ、１４Ｌがブロック壁５０との間でせん断力を伝達する。
【００５７】
　また、ブロック壁を構成するブロックは、上記実施形態の所謂蝶々型（図２などを参照
）に限定されない。例えば、図８に示すように曲面２５４Ａ，２５４Ｂ，２５６Ａ，２５
６Ｂを有するブロック２５２と曲面２５５Ａ，２５５Ｂ，２５７Ａ，２５７Ｂを有するブ
ロック２５３との組み合わせであってもよい。また、傾斜部が左右一対でなく、いずれか
一方であってもよい。要は、傾斜部に作用する圧縮力（圧縮ストラット）によって、下側
のブロックに水平力（せん断力）が順次伝達される構成であればよい。
【００５８】
　また、ブロック壁５０には、上下方向に面外の倒れ防止用の鉄筋４０が配筋されていた
が、これに限定されない。鉄筋４０が配筋されていなくてもよい。なお、鉄筋４０が配筋
されていない場合は、ブロック壁５０の面外の倒れ込みを防止するために、ブロック壁５
０と梁１４Ｕ，１４Ｌとをアンカー等で接合する。
【００５９】
［開口部］
　開口部の形状は、上記実施形態に限定されない。よって、つぎに開口部の変形例につい
て説明する。なお、変形例においても、鉄骨枠又は鉄骨部材とブロック壁の側端部との間
、及びブロック壁の側端部と柱１２Ｌ，１２Ｒとの間は、充填材Ｍと割裂防止筋１２４と
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で構成された接合部１２０と同様の構成であるので、説明を省略する。
【００６０】
（第一変形例）
　図７（Ａ）に示す第一変形例の耐震壁１０２は、ブロック壁１５０の右側上部は上側の
梁１４Ｕと右側の柱１２Ｒとの上部とに接合されている。そして、開口部１３０に鉄骨枠
１７０を接合することで、逆Ｕ字形状の開口部１３１が形成される。
【００６１】
（第二変形例）
　図７（Ｂ）に示す第二変形例の耐震壁１０４は、ブロック壁２５０の左右方向中央部が
逆Ｕ字形状に開口することで開口部２３０が形成されている。そして、開口部２３０に鉄
骨枠２７０を接合することで、逆Ｕ字形状の開口部２３１が形成される。
【００６２】
（第三変形例）
　図７（Ｃ）に示す第三変形例の耐震壁１０６は、ブロック壁３５０の中心部が開口する
ことで開口部３３０が形成されている。そして、開口部２３０に鉄骨枠２７０を接合する
ことで、矩形状の開口部２３１が形成される。
【００６３】
（第四変形例）
　図７（Ｄ）に示す第四変形例の耐震壁１０８は、ブロック壁４５０が下側の梁１４Ｌと
左右の柱１２Ｌ，１２Ｒとに接合され、ブロック壁４５０と上側の梁１４Ｕとの間が開口
部４３０となっている。そして、開口部４３０の下部に鉄骨部材４７０が設けられ、左右
の柱１２Ｒ，１２Ｌとブロック壁４５０とに接合されている。なお、鉄骨部材４７０と上
側の梁１４Ｕとの間に開口部４３１が形成される。
【００６４】
（第五変形例）
　図７（Ｅ）に示す第五変形例の耐震壁１０９は、ブロック壁２５０が下側の梁１４Ｌと
左の柱１２Ｌとに接合され、ブロック壁２５０と上側の梁１４Ｕ及び右側の柱１２Ｒとの
間が開口部５３０となっている。そして、正面視において横向きのＴ字形状の鉄骨部材５
７０を構成する縦部材５７２が上下の梁１４Ｕ，１４Ｌとブロック壁２５０とに接合され
、横部材５７４がブロック壁２５０及び柱１２Ｌに接合されている。なお、開口部５３０
に鉄骨部材５７０を接合することで、左側の開口部５７１Ａと上側の開口部５７１Ｂとが
形成される。
【００６５】
＜その他＞
　尚、本発明は上記実施形態に限定されない。
【００６６】
　また、例えば、上記実施形態では、鉄骨枠（補強部材）は、複数の鉄骨材を溶接接合し
て構成されていたが、これに限定されない。例えば、複数の鉄骨部材をボルト接合して構
成されていてもよい。
【００６７】
　例えば、補強部材は、鉄骨製（鋼製）以外であってもよい。例えば、木製やプレキャス
トコンクリート製の補強部材であってもよい。
【００６８】
　また、例えば、上記実施形態では、架構１０は、柱１２Ｌ、１２Ｒと梁１４Ｕ、１４Ｌ
とで囲まれて構成されたが、これに限定されない。梁１４Ｕ、１４Ｌでなくスラブと柱と
で囲まれてもよい。
【００６９】
　また、例えば、上記実施形態では、図１に示すように、設備開口として利用される鉄骨
開口部材５１は、ブロック５２と外形が同じ蝶々形であったが、このような外形に限定さ
れない。ブロック５２の外形と異なる外形、例えば矩形状であってもよい。また、鉄骨開
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口部材が設けられていなくてもよい。
【００７０】
　また、例えば、上記実施形態では、鉄骨プレート７６には、リブ７８が設けられていた
が、これに限定されない。鉄骨プレート７６の板厚が大きく、鉄骨プレート７６のみでせ
ん断力を伝達する性能を十分有していれば、リブ７８は無くてもよい。
【００７１】
　また、例えば、上記実施形態では、割裂防止筋は、螺旋状の鉄筋で構成されていたが、
これに限定されない。割裂防止機能を有していれば、螺旋状以外の他の形状、例えば、支
直線状であってもよい。
【００７２】
　更に、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々なる態様で実施し得ることは言うま
でもない。
【符号の説明】
【００７３】
　　　１０　　　架構
　　　１２Ｒ　　柱
　　　１２Ｌ　　柱
　　　１４Ｕ　　梁
　　　１４Ｌ　　梁
　　　３０　　　開口部
　　　３２　　　内壁
　　　５０　　　ブロック壁
　　　５２　　　ブロック
　　　５４　　　上面
　　　５４Ａ　　傾斜面（傾斜部）
　　　５４Ｂ　　傾斜面（傾斜部）
　　　５６　　　下面
　　　５６Ａ　　傾斜面（傾斜部）
　　　５６Ｂ　　傾斜面（傾斜部）
　　　７０　　　鉄骨枠（補強部材の一例）
　　１００　　　耐震壁
　　１０２　　　耐震壁
　　１０４　　　耐震壁
　　１０６　　　耐震壁
　　１０８　　　耐震壁
　　１０９　　　耐震壁
　　１２４　　　割裂防止筋
　　１３０　　　開口部
　　１５０　　　ブロック壁
　　１７０　　　鉄骨枠（補強部材の一例）
　　２３０　　　開口部
　　２５０　　　ブロック壁
　　２５２　　　ブロック
　　２５３　　　ブロック
　　２５４Ａ　　曲面（傾斜部）
　　２５４Ｂ　　曲面（傾斜部）
　　２５５Ａ　　曲面（傾斜部）
　　２５５Ｂ　　曲面（傾斜部）
　　２５６Ａ　　曲面（傾斜部）
　　２５６Ｂ　　曲面（傾斜部）
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　　２５７Ａ　　曲面（傾斜部）
　　２５７Ｂ　　曲面（傾斜部）
　　２７０　　　鉄骨枠（補強部材の一例）
　　３３０　　　開口部
　　３５０　　　ブロック壁
　　３７０　　　鉄骨枠（補強部材の一例）
　　４３０　　　開口部
　　４５０　　　ブロック壁
　　４７０　　　鉄骨部材（補強部材の一例）
　　５３０　　　開口部
　　５５０　　　ブロック壁
　　５７０　　　鉄骨部材（補強部材の一例）
　　　　Ｍ　　　充填材

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図８】 【図９】
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