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(57)【要約】
【課題】開口部を塞ぐことなく耐震性能を高めることが
できる既設建物の耐震補強構造及び既設建物の耐震補強
方法を提供する。
【解決手段】既設建物１１の耐震補強構造は、既設建物
１１の複数の梁１３に沿って配置された鋼材２５と、鋼
材２５に連結された状態で既設建物１１の袖壁１４ｓに
沿って配置された鉄筋２６Ｍと、鋼材２５及び鉄筋２６
を内部に含んで梁１３及び袖壁１４ｓに沿って設けられ
たコンクリート体２７と、を備える。壁部の厚さ方向に
おいて、梁１３に沿って配置された鋼材２５及びコンク
リート体２７により構成される第１補強部２２の長さは
、袖壁１４ｓに沿って配置された鉄筋２６Ｍ及びコンク
リート体２７により構成される第２補強部２３の長さ以
上である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の梁及び前記梁と接する壁部を備える既設建物の耐震補強構造であって、
　前記梁に沿って配置された鋼材と、
　前記鋼材に連結された状態で前記壁部に沿って配置された鉄筋と、
　前記鋼材及び前記鉄筋を内部に含んで前記梁及び前記壁部に沿って設けられたコンクリ
ート体と、
　を備え、
　前記壁部の厚さ方向において、前記梁に沿って配置された前記鋼材及び前記コンクリー
ト体により構成される第１補強部の長さは、前記壁部に沿って配置された前記鉄筋及び前
記コンクリート体により構成される第２補強部の長さ以上であることを特徴とする既設建
物の耐震補強構造。
【請求項２】
　前記梁に先端部が差し込まれた軸材を備え、
　前記鋼材は、前記軸材の基端部を挿通可能な軸材挿通孔が設けられたウエブ及び前記ウ
エブの両端から延びる一対のフランジを有するＨ形鋼である
　ことを特徴とする請求項１に記載の既設建物の耐震補強構造。
【請求項３】
　前記鋼材は鉄筋を挿通可能な鉄筋挿通孔を有し、
　前記鋼材に連結された前記鉄筋を第１の鉄筋とするときに、前記鋼材の前記鉄筋挿通孔
に固定されることなく挿通される第２の鉄筋を備える
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の既設建物の耐震補強構造。
【請求項４】
　前記第１補強部は前記第２補強部よりも水平方向における長さが長い
　ことを特徴とする請求項１から請求項３のうち何れか一項に記載の既設建物の耐震補強
構造。
【請求項５】
　複数の梁及び前記梁と接する壁部を備える既設建物の耐震補強方法であって、
　前記梁に沿って鋼材を配置する鋼材配置工程と、
　前記壁部に沿って鉄筋を配置する鉄筋配置工程と、
　前記鋼材と前記鉄筋とを連結する連結工程と、
　前記梁及び前記壁部に沿う位置に、前記鋼材及び前記鉄筋を含むようにコンクリートを
打設するコンクリート打設工程と、
　を備え、
　前記壁部の厚さ方向において、前記梁に沿って配置された前記鋼材及び前記コンクリー
トにより構成される第１補強部の長さは、前記壁部に沿って配置された前記鉄筋及び前記
コンクリートにより構成される第２補強部の長さ以上であることを特徴とする既設建物の
耐震補強方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既設建物の耐震補強構造及び既設建物の耐震補強方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、既設建物の耐震補強方法として、既設建物の柱及び梁に複数のアンカーボルトを
差し込んで、それらアンカーボルトに長尺の鋼板を固定した後、その鋼板の周囲にコンク
リートを打設することによって、矩形枠状の鋼板入りコンクリート体を既設建物に接合さ
せるものがある（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１５２９９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、既設建物に矩形枠状の鋼板入りコンクリート体を接合し、その矩形の対角線
上に斜状介在補強体（ブレース）を配置すると、窓などの開口部を塞いでしまう、という
課題がある。
【０００５】
　本発明は、このような従来技術に存在する問題点に着目してなされたものである。その
目的とするところは、開口部を塞ぐことなく耐震性能を高めることができる既設建物の耐
震補強構造及び既設建物の耐震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】
【０００６】
　以下、上記課題を解決するための手段及びその作用効果について記載する。
　上記課題を解決する既設建物の耐震補強構造は、複数の梁及び前記梁と接する壁部を備
える既設建物の耐震補強構造であって、前記梁に沿って配置された鋼材と、前記鋼材に連
結された状態で前記壁部に沿って配置された鉄筋と、前記鋼材及び前記鉄筋を内部に含ん
で前記梁及び前記壁部に沿って設けられたコンクリート体と、を備え、前記壁部の厚さ方
向において、前記梁に沿って配置された前記鋼材及び前記コンクリート体により構成され
る第１補強部の長さは、前記壁部に沿って配置された前記鉄筋及び前記コンクリート体に
より構成される第２補強部の長さ以上である。
【０００７】
　この構成によれば、第１補強部はコンクリート体の内部に強度と変形性能に優れた鋼材
を含むので、既設建物の耐震性能を大きく向上させることができる。なお、第１補強部は
梁に沿って配置されるので、鋼材を含むことによって厚さ方向における長さが長く（厚く
）なってもじゃまになりにくい。また、壁部に沿って配置される第２補強部は、第１補強
部と比較して、厚さ方向における長さ（厚さ）が第１補強部以下なので、既設建物の開口
部からつづく居住空間への突出を抑制することができる。そして、第２補強部に含まれる
鉄筋と第１補強部に含まれる鋼材とを連結することにより、鉄筋の軸方向に生じる力を鋼
材と鉄筋との間で効率よく伝達して、梁と壁部の相対的な変位による梁及び壁部の破壊を
抑制することができる。このような補強のための構造体を梁及び壁部に沿って配置するこ
とにより、開口部を塞ぐことなく既設建物の耐震性能を高めることができる。
【０００８】
　上記既設建物の耐震補強構造は、前記梁に先端部が差し込まれた軸材を備え、前記鋼材
は、前記軸材の基端部を挿通可能な軸材挿通孔が設けられたウエブ及び前記ウエブの両端
から延びる一対のフランジを有するＨ形鋼であることが好ましい。
【０００９】
　この構成によれば、Ｈ形鋼のウエブに設けられた軸材挿通孔に軸材を挿通して軸材と鋼
材を接合することにより、軸材の軸方向と交差する方向に生じる力を鋼材と軸材との間で
効率よく伝達することができる。また、鋼材をＨ形鋼とすることで、コンクリート体の圧
縮応力をフランジで効率よく受けることができる。
【００１０】
　上記既設建物の耐震補強構造において、前記鋼材は鉄筋を挿通可能な鉄筋挿通孔を有し
、前記鋼材に連結された前記鉄筋を第１の鉄筋とするときに、前記鋼材の前記鉄筋挿通孔
に固定されることなく挿通される第２の鉄筋を備えることが好ましい。
【００１１】
　この構成によれば、第１の鉄筋は鋼材に連結されているので、鋼材に作用する曲げ応力
に対して第１の鉄筋の引張り応力で抵抗することができる。一方、第２の鉄筋は鋼材に対
しては連結されず、鉄筋挿通孔に挿通するだけでよいので、第２の鉄筋を鋼材に連結する
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手間を省くことができる。
【００１２】
　上記既設建物の耐震補強構造において、前記第１補強部は前記第２補強部よりも水平方
向における長さが長いことが好ましい。
　この構成によれば、第２補強部の上下に設けられる第１補強部の長さを伸ばすことによ
り、既設建物の梁が補強され、地震時等の横揺れに対する耐力を向上させることができる
。
【００１３】
　上記課題を解決する既設建物の耐震補強方法は、複数の梁及び前記梁と接する壁部を備
える既設建物の耐震補強方法であって、前記梁に沿って鋼材を配置する鋼材配置工程と、
前記壁部に沿って鉄筋を配置する鉄筋配置工程と、前記鋼材と前記鉄筋とを連結する連結
工程と、前記梁及び前記壁部に沿う位置に、前記鋼材及び前記鉄筋を含むようにコンクリ
ートを打設するコンクリート打設工程と、を備え、前記梁に沿って配置される前記鋼材及
び前記コンクリートにより構成される第１補強部は、前記壁部に沿って配置される前記鉄
筋及び前記コンクリートにより構成される第２補強部よりも、前記壁部の厚さ方向におけ
る長さが長いことを特徴とする。
【００１４】
　この構成によれば、上記耐震補強構造と同様の作用効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、開口部を塞ぐことなく既設建物の耐震性能を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】既設建物の耐震補強構造の一実施形態を模式的に示す正面図。
【図２】既設建物の耐震補強構造を示す断面図。
【図３】補強部の構成を模式的に示す正面図。
【図４】補強部の設置位置を示す斜視図。
【図５】第２補強部がせん断応力を負担したときの第１補強部における応力の釣り合いを
示す説明図。
【図６】第２補強部が曲げ応力を負担したときの第１補強部における応力の釣り合いを示
す説明図。
【図７】補強部の第１変更例を示す断面図。
【図８】補強部の第２変更例を示す正面図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、既設建物の一例として、鉄筋コンクリート造の共同住宅の耐震補強構造及び既設
建物の耐震補強方法の実施形態を図面に従って説明する。
　図１に示すように、既設建物１１は、水平方向Ｈに並ぶ複数の柱１２と、鉛直方向Ｚに
並ぶ複数の梁１３と、柱１２及び梁１３と接する壁部１４と、壁部１４に外接して張り出
すことで居住空間を形成するベランダ１５と、を備える。なお、梁１３のうち、鉛直方向
Ｚにおける最下部にあるものを基礎梁１３Ｂという。本実施形態の既設建物１１は、鉛直
方向Ｚに並んで水平方向Ｈに延びる６つ（複数）の梁１３を備える５階建ての建物である
。
【００１８】
　壁部１４には、ベランダ１５への出入り口となる掃き出し窓１６と、下端位置が床面よ
りも高い窓１７とが設けられている。掃き出し窓１６及び窓１７は既設建物１１の壁部１
４に設けられた開口部の一例であり、既設建物１１の壁部１４には、これら窓の他に、開
閉扉が取り付けられるドア開口部などが開口部として設けられていてもよい。なお、掃き
出し窓１６及び窓１７の鉛直上方にある外壁を垂れ壁１４ｂ、窓１７の鉛直下方にある外
壁を腰壁１４ｗ、鉛直方向Ｚに並ぶ２つの梁１３（床梁と天井梁）の間に延びる開口部の
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ない外壁を袖壁１４ｓという。
【００１９】
　既設建物１１には、耐震補強構造として、既設建物１１の開口部にかからないように補
強部２１（図１において二点鎖線で示す）が設置されている。補強部２１は、梁１３に沿
って配置される鉄筋鉄骨コンクリート構造の第１補強部２２（図１において濃い網掛けで
示す部分）と、袖壁１４ｓに沿って配置される鉄筋コンクリート構造の第２補強部２３（
図１において薄い網掛けで示す部分）とを備える。第１補強部２２及び第２補強部２３は
、補強部２１として一体化した状態で、それぞれ梁１３及び袖壁１４ｓから外方に向けて
突出するように既設建物１１に接合される。
【００２０】
　補強部２１は、鉛直方向Ｚに並んで対をなす２つの第１補強部２２と、それら対をなす
第１補強部２２の間に位置する第２補強部２３と、を基本の１ユニットとすることが好ま
しい。例えば、既設建物１１の１階部分を補強する補強構造であれば、１階部分の床梁（
基礎梁１３Ｂ）に沿って設けられる第１補強部２２と、１階部分の天井梁（２階部分の床
梁）に沿って設けられる第１補強部２２と、１階部分の袖壁１４ｓに沿って設けられる第
２補強部２３と、が１ユニットとなる。そして、これに加えて２階部分も補強する場合に
は、２階部分の袖壁１４ｓに沿って設けられる第２補強部２３と、２階部分の天井梁（３
階部分の床梁）に沿って設けられる第１補強部２２とが追加される。
【００２１】
　図１に例示する補強部２１Ａ～２１Ｄのように、補強部２１は、鉛直方向Ｚに並ぶ第１
補強部２２の数や水平方向Ｈに並ぶ第２補強部２３の数、あるいは第１補強部２２及び第
２補強部２３の水平方向Ｈへの延設長さなどを任意に変更することができる。なお、補強
部２１Ａ～２１Ｄは、一棟の既設建物１１を補強するための組み合わせを示すものではな
く、補強部２１の変更例を示すために一棟の既設建物１１上に表現したものである。
【００２２】
　図１において一番左に位置する補強部２１Ａは、鉛直方向Ｚに並ぶ３つの第１補強部２
２と、これら第１補強部２２の間に位置して鉛直方向Ｚに並ぶ２つの第２補強部２３と、
を備える。そして、水平方向Ｈにおいて、３つの第１補強部２２及び２つの第２補強部２
３の長さは等しい。
【００２３】
　図１において補強部２１Ａの右隣に位置する補強部２１Ｂは、補強部２１Ａと比較して
、一番下側に位置する第１補強部２２の水平方向Ｈにおける長さが、他の第１補強部２２
及び２つの第２補強部２３よりも長い。
【００２４】
　図１において一番右に位置する補強部２１Ｄは、鉛直方向Ｚに並ぶ４つの第１補強部２
２と、これら第１補強部２２の間に位置して鉛直方向Ｚに並ぶ３つの第２補強部２３と、
を備える。そして、水平方向Ｈにおいて４つの第１補強部２２の長さは３つの第２補強部
２３よりも長い。
【００２５】
　図１において補強部２１Ｄの左隣に位置する補強部２１Ｃは、鉛直方向Ｚに並ぶ４つの
第１補強部２２と、これら第１補強部２２の間に位置して鉛直方向Ｚに並ぶ第２補強部２
３と、を備える。そして、水平方向Ｈにおいて、４つの第１補強部２２は複数の袖壁１４
ｓ、掃き出し窓１６及び窓１７にまたがるように水平方向Ｈに延設され、第２補強部２３
は、第１補強部２２に上下端が接続するように、袖壁１４ｓのある位置に間隔をあけて配
置される。
【００２６】
　図２に示すように、補強部２１は、梁１３に先端部が差し込まれた複数の軸材２４と、
梁１３に沿って配置された鋼材２５と、袖壁１４ｓに沿って配置された鉄筋２６と、鋼材
２５及び鉄筋２６を内部に含んで既設建物１１と一体化されたコンクリート体２７と、を
備える。すなわち、第１補強部２２は、鋼材２５及びコンクリート体２７を含んで梁１３
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に沿って配置されているとともに、第２補強部２３は鉄筋２６及びコンクリート体２７を
含んで袖壁１４ｓに沿って配置されている。なお、鋼材２５の周囲にはせん断補強筋２８
（あばら筋）を配置して、鋼材２５とコンクリート体２７との一体性を高めることが好ま
しい。
【００２７】
　鋼材２５は、ウエブ２５ｗ及びウエブ２５ｗの両端から延びる一対のフランジ２５ｆを
有するＨ形鋼とすることが好ましい。この場合、鋼材２５において、ウエブ２５ｗには軸
材２４の基端部を挿通可能な複数の軸材挿通孔３５が設けられるとともに、フランジ２５
ｆには鉛直方向Ｚに延びる鉄筋２６を挿通可能な複数の鉄筋挿通孔３６が設けられる。な
お、図２においては、紙面と直交する方向において異なる位置にある軸材挿通孔３５と鉄
筋挿通孔３６を図示するために、２点差線で囲んで示す拡大断面図においては、拡大して
いない部分と紙面と直交する方向において異なる位置で切断した断面を示している。
【００２８】
　鉄筋挿通孔３６に挿通される鉄筋２６は、壁部１４の厚さ方向（図２では左右方向）に
おいて鋼材２５のウエブ２５ｗと袖壁１４ｓの間に配置され、第２補強部２３のコンクリ
ート体２７は、その鉄筋２６の周囲に配置される。第１補強部２２は、Ｈ形鋼のように鉄
筋２６よりも断面積の大きい鋼材２５を含むことから、壁部１４の厚さ方向において、第
１補強部２２の長さは第２補強部２３の長さよりも長い。例えば、厚さ方向において、第
１補強部２２の長さ（厚さ）が２６５ｍｍ程度である場合に、第２補強部２３の長さ（厚
さ）は１３５ｍｍ程度となる。
【００２９】
　軸材２４は、その基端部にナット３１に形成される雌ねじ部と対応する雄ねじ部を有す
るアンカーボルトとすることが好ましい。この場合、軸材２４の基端部を挿通した鋼材２
５のウエブ２５ｗを軸材２４に取り付けたナット３１で挟持することにより、軸材２４を
介して鋼材２５を梁１３に連結することができる。
【００３０】
　図３に示すように、複数の軸材２４のうち、特に鋼材２５の長手方向における両端付近
の軸材２４には鋼材２５のウエブ２５ｗを挟持するように対をなすナット３１を取り付け
ることが好ましいが、その他の軸材２４においては、抜け留めとなるように基端側にのみ
ナット３１を取り付けたり、ナット３１を取り付けなかったりしてもよい。この場合にも
、鋼材２５を含むようにコンクリートを打設すれば、軸材挿通孔３５と軸材２４の間に入
り込むコンクリート体２７を介して鋼材２５を軸材２４と連結することができる。なお、
図３では、鉄筋２６の構成を明示するために、せん断補強筋２８の図示を省略している。
【００３１】
　鉄筋２６は、水平方向Ｈと交差する方向（例えば鉛直方向Ｚ）に延設されて鋼材２５の
鉄筋挿通孔３６に挿通される第１の鉄筋２６Ｍ及び第２の鉄筋２６Ｌと、水平方向Ｈに延
設される第３の鉄筋２６Ｈと、を含む。
【００３２】
　第１の鉄筋２６Ｍは、例えば機械式継手３２によって接合されるネジ節鉄筋であり、第
２補強部２３において水平方向Ｈの両端部分に配置され、ナット３３などによって鋼材２
５に連結される。第２の鉄筋２６Ｌは、例えば重ね継手等により接合される第１の鉄筋２
６Ｍよりも直径の小さい鉄筋であって、水平方向Ｈにおいて両端部分に配置された第１の
鉄筋２６Ｍの間に配置される。第２の鉄筋２６Ｌは必ずしも鋼材２５に連結する必要はな
く、鋼材２５の鉄筋挿通孔３６に対して、固定されることなく挿通されればよい。なお、
第１の鉄筋２６Ｍ及び第２の鉄筋２６Ｌの数は任意に変更できる。
【００３３】
　次に、既設建物１１の耐震補強方法について説明する。
　図２に示すように、本実施形態の補強部２１は、ベランダ１５の床部分を上下に貫通し
て設けられるため、補強部２１の設置にあたっては、まずベランダ１５の袖壁１４ｓに接
する床部分の一部を除去して設置用開口１５ｈを設ける。
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【００３４】
　そして、軸材２４の先端部を梁１３に差し込んで、軸材２４の基端部が梁１３から突出
した状態となるように、軸材２４を設置する（軸材設置工程）。
　続いて、鋼材２５をクレーン等で吊して、鋼材２５に設けられた複数の軸材挿通孔３５
に軸材２４の基端部をそれぞれ挿通する（挿通工程）。
【００３５】
　また、一部または全部の軸材２４において、ナット３１等により鋼材２５を固定するこ
とにより、フランジ２５ｆが水平をなすように梁１３に沿って鋼材２５を配置する。この
とき、鋼材２５は梁１３から５ｃｍ程度離れた位置に配置する（鋼材配置工程）。そして
、必要に応じて、鋼材２５の周囲にせん断補強筋２８（帯筋）を配置する。
【００３６】
　次に、袖壁１４ｓに沿って鉄筋２６を配置する（鉄筋配置工程）。まず、第１の鉄筋２
６Ｍを鉛直方向Ｚに並ぶ鋼材２５の鉄筋挿通孔３６に挿通し、ナット３３等で全ての鋼材
２５に対して固定することにより、鋼材２５と鉄筋２６Ｍとを連結する（連結工程）。続
いて、第１の鉄筋２６Ｍに接合する態様で、水平方向Ｈに延びる第３の鉄筋２６Ｈを配筋
する。さらに、第２の鉄筋２６Ｌを鉛直方向Ｚに並ぶ全ての鋼材２５の鉄筋挿通孔３６に
挿通し、水平方向Ｈに延びる第３の鉄筋２６Ｈに固定する。
【００３７】
　そして、鉄筋２６の配筋が終了すると、鋼材２５及び鉄筋２６を囲むように、壁部１４
の外面側にコンクリートを打設するための型枠を取り付け、その型枠内にコンクリートを
流し込むことにより、既設建物１１と接する位置に鋼材２５及び鉄筋２６を含むように普
通コンクリートを打設する（コンクリート打設工程）。
【００３８】
　そして、打設したコンクリートが固まってコンクリート体２７となった後に、型枠を取
り外す。これにより、梁１３に沿って第１補強部２２が形成されるとともに、袖壁１４ｓ
に沿って第２補強部２３が形成される。その後、必要に応じて、外装材の吹付けなど、コ
ンクリート体２７の表面処理を行って、補強部２１を完成させる。
【００３９】
　次に、本実施形態における既設建物１１の耐震補強構造及び既設建物の耐震補強方法の
作用について説明する。
　図４に二点鎖線で示すように、補強部２１は、掃き出し窓１６などの開口部を塞ぐこと
なく、既設建物１１の外壁部分に接合される。さらに、壁部１４に沿って設けられる第２
補強部２３は第１補強部２２よりも外方への突出長さが短いので、圧迫感が少なく、既設
建物１１において掃き出し窓１６からつづく居住空間であるベランダ１５が狭くなりにく
い。すなわち、Ｈ形鋼である鋼材２５を含む第１補強部２２は増し打壁となる第２補強部
２３よりも外方に突出するが、第１補強部２２は居住空間としての利用度が低い位置（床
や天井から水平に延びる位置）に配置されるので、突出していてもじゃまになりにくい。
【００４０】
　また、補強部２１は梁１３や袖壁１４ｓなど、既設建物１１が備える構造物に対して平
面的なはみ出しがないため、既設建物１１の外壁に取り付けても、その美観に与える影響
が小さい。そして、補強部２１は既設建物１１の外側から施工可能なので、建物内部での
作業を必要としない。
【００４１】
　なお、壁部１４に増打ち壁を設けるにあたって、無収縮モルタルの吹き付けやコテ塗り
を行う場合には、作業の手間がかかったり、コストが高くなってしまったりする。その点
、本実施形態の補強部２１は、普通コンクリートの打設によりコンクリート体２７を形成
するので、作業の手間が少なく、コスト面でも有利である。
【００４２】
　そして、本実施形態では、第１補強部２２を介して第２補強部２３を既設建物１１に取
り付けるため、図５及び図６に示すように、地震時などに第２補強部２３がせん断応力や
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曲げ応力を負担することにより、梁１３や壁部１４の変形や破壊が抑制される。なお、図
５及び図６においては、構造要素に作用する力の関係を明示するために、補強部２１の構
成を簡素化して表現している。
【００４３】
　図５は、第２補強部２３がせん断応力を負担したときの、第１補強部２２における応力
の釣り合いを示す。第２補強部２３がせん断応力Ｆｓを負担すると、コンクリート体２７
には斜め方向に圧縮応力Ｆｃが生じ、鉄筋２６Ｌには引張応力Ｆｔが生じる。そして第１
補強部２２の内部では、コンクリート体２７の圧縮応力Ｆｃと鉄筋２６Ｌの引張応力Ｆｔ
が、鋼材２５を介して軸材２４のせん断応力Ｆｓと釣り合う。
【００４４】
　図６は、第２補強部２３が曲げ応力を負担したときの、第１補強部２２における応力の
釣り合いを示す。第２補強部２３が曲げ応力を負担すると、コンクリート体２７には鉛直
方向に圧縮応力Ｆｃが生じ、鉄筋２６Ｍには引張応力Ｆｔが生じる。そして第１補強部２
２の内部では、コンクリート体２７の鉛直方向の圧縮応力Ｆｃと鉄筋２６Ｍの引張応力Ｆ
ｔが、鋼材２５を介して軸材２４のせん断応力Ｆｓと釣り合う。
【００４５】
　このように、鋼材２５は、コンクリート体２７の圧縮応力Ｆｃ、鉄筋２６Ｌ，２６Ｍの
引張応力Ｆｔ及び軸材２４のせん断応力Ｆｓを伝達するためにある。なお、鋼材２５とし
てのＨ形鋼のウエブ２５ｗに設けられた軸材挿通孔３５に軸材２４を挿通して軸材２４と
鋼材２５を接合することにより、軸材２４の軸方向と交差する方向に生じる力を鋼材２５
と軸材２４との間で効率よく伝達することができる。また、鋼材２５としてのＨ形鋼のフ
ランジ２５ｆに設けられた鉄筋挿通孔３６に鉄筋２６Ｌ，２６Ｍを挿通して鉄筋２６Ｌ，
２６Ｍと鋼材２５を接合することにより、鉄筋２６Ｌ，２６Ｍの軸方向に生じる力を鋼材
２５と鉄筋２６Ｌ，２６Ｍとの間で効率よく伝達することができる。そして、鋼材２５を
Ｈ形鋼とすることで、コンクリート体２７の圧縮応力Ｆｃをフランジ２５ｆで効率よく受
けることができる。
【００４６】
　補強部２１は鉛直方向Ｚに延びる鋼材を備えず、第２補強部２３は第１補強部２２と比
較して厚さが薄いが、第２補強部２３は壁部１４に対する設置面積が広いため、高い耐震
性を発揮することができる。
【００４７】
　そして、例えば１階部分に補強部２１を設ける場合、１階の天井梁（２階の床梁）とな
る梁１３を第１補強部２２で補強することにより、第２補強部２３の強度を活かすことが
できる。
【００４８】
　なお、図１に示す補強部２１Ｂ，２１Ｃ，２１Ｄのように、水平方向Ｈにおいて第１補
強部２２の長さを第２補強部２３よりも長くすれば、その分、既設建物１１の梁１３を補
強する効果が高くなり、地震時等の横揺れに対する耐力を向上させることができるので、
補強部２１全体として耐震性を確保することができる。
【００４９】
　また、補強部２１の設置にあたっては、袖壁１４ｓには軸材２４（あと施工アンカー）
を設置しないので、軸材２４を差し込む穴を形成する際に発生する騒音や振動の発生が少
なくて済む。
【００５０】
　以上詳述した実施形態によれば、次のような効果が発揮される。
　（１）第１補強部２２はコンクリート体２７の内部に強度と変形性能に優れた鋼材２５
を含むので、既設建物１１の耐震性能を大きく向上させることができる。なお、第１補強
部２２は梁１３に沿って配置されるので、鋼材２５を含むことによって厚さ方向における
長さが長く（厚く）なってもじゃまになりにくい。また、壁部１４に沿って配置される第
２補強部２３は、第１補強部２２と比較して、厚さ方向における長さ（厚さ）が第１補強
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部２２以下なので、既設建物１１の開口部からつづく居住空間への突出を抑制することが
できる。そして、第２補強部２３に含まれる鉄筋２６Ｍと第１補強部２２に含まれる鋼材
２５とを連結することにより、鉄筋２６Ｍの軸方向に生じる力を鋼材２５と鉄筋２６Ｍと
の間で効率よく伝達して、梁１３と壁部１４の相対的な変位による梁１３及び壁部１４の
破壊を抑制することができる。このような補強のための構造体を梁１３及び壁部１４に沿
って配置することにより、開口部を塞ぐことなく既設建物１１の耐震性能を高めることが
できる。
【００５１】
　（２）鋼材２５としてのＨ形鋼のウエブ２５ｗに設けられた軸材挿通孔３５に軸材２４
を挿通して軸材２４と鋼材２５を接合することにより、軸材２４の軸方向と交差する方向
に生じる力を鋼材２５と軸材２４との間で効率よく伝達することができる。また、鋼材２
５をＨ形鋼とすることで、コンクリート体２７の圧縮応力をフランジ２５ｆで効率よく受
けることができる。
【００５２】
　（３）鋼材２５としてのＨ形鋼のフランジ２５ｆに設けられた鉄筋挿通孔３６に鉄筋２
６Ｌ，２６Ｍを挿通して鉄筋２６Ｌ，２６Ｍと鋼材２５を接合することにより、鉄筋２６
Ｌ，２６Ｍの軸方向に生じる力を鋼材２５と鉄筋２６Ｌ，２６Ｍとの間で効率よく伝達す
ることができる。
【００５３】
　（４）第１の鉄筋２６Ｍは鋼材２５に連結されているので、鋼材２５に作用する曲げ応
力に対して第１の鉄筋２６Ｍの引張り応力で抵抗することができる。一方、第２の鉄筋２
６Ｌは中間の鋼材２５に対しては連結されず、鉄筋挿通孔３６に挿通するだけでよいので
、第２の鉄筋２６Ｌを鋼材２５に連結する手間を省くことができる。
【００５４】
　（５）第２補強部２３の上下に設けられる第１補強部２２の長さを伸ばすことにより、
既設建物１１の梁１３が補強され、地震時等の横揺れに対する耐力を向上させることがで
きる。
【００５５】
　（変更例）
　なお、上記実施形態は、次のように変更して具体化することも可能である。また、上記
実施形態及び下記変更例は、任意に組み合わせて具体化することが可能である。
【００５６】
　・補強部２１に内蔵する鋼材２５はＨ形鋼に限らず、例えば、鋼板、Ｉ形鋼、Ｌ形鋼、
溝形鋼、山形鋼など、任意に変更することができる。ただし、鋼材２５として、平行をな
す一対のフランジ２５ｆを有するＨ形鋼を用いることにより、コンクリート体２７の圧縮
応力を上下方向から効率よく受けることができるので、より好ましい。
【００５７】
　・第２補強部２３は、袖壁１４ｓだけでなく、窓（開口部）の上下にある垂れ壁１４ｂ
や腰壁１４ｗにも設けることができる。
　・図７に示す第１変更例のように、例えば補強部２１を取り付ける壁部１４に外接して
居住空間を形成するベランダ１５やバルコニー、廊下等がないなどの事情により、補強部
２１の突出が許容される場合には、壁部１４の厚さ方向において、第１補強部２２と第２
補強部２３の長さ（厚さ）が等しくてもよい。また、この場合には、鉄筋２６を鋼材２５
のウエブ２５ｗの両側に配置することにより、補強部２１による補強効果をより高くする
ことができる。
【００５８】
　・図８に示す第２変更例のように、補強部２１において、鉄筋２６Ｍ，２６Ｌ，２６Ｈ
に加えて、あるいは鉄筋２６Ｍ，２６Ｌ，２６Ｈに変えて、水平方向Ｈ及び鉛直方向Ｚの
双方と交差する斜状の鉄筋２６Ｓを配筋してもよいし、斜状の鉄筋２６Ｓを互いに交差さ
せてＸ状をなすように配筋してもよい。
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【００５９】
　・軸材２４は必ずしも鋼材２５に軸材挿通孔３５を設けて挿通させる必要はない。例え
ば、梁１３に先端部分が差し込まれた軸材２４の既設建物１１から突出する基端部と鋼材
２５とを含むようにコンクリートを打設すれば、固化したコンクリート体２７を介して軸
材２４と鋼材２５との間で力を伝達することができる。この構成によれば、軸材２４を梁
１３に差し込む際にその位置がずれてしまったとしても、その軸材２４を軸材挿通孔３５
に挿通するという作業上の困難を回避することができる。ただし、軸材２４を軸材挿通孔
３５に挿通しておいた方が、軸材２４の軸方向と交差する方向に作用する力を軸材２４と
鋼材２５との間でより確実に伝達することができるので、好ましい。
【符号の説明】
【００６０】
　Ｈ…水平方向、Ｚ…鉛直方向、１１…既設建物、１３…梁、１４ｓ…壁部である袖壁、
２２…第１補強部、２３…第２補強部、２４…軸材、２５…鋼材、２５ｆ…フランジ、２
５ｗ…ウエブ、２６，２６Ｈ，２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｓ…鉄筋、２６Ｌ…第２の鉄筋、２
６Ｍ…第１の鉄筋、２７…コンクリート体、３５…軸材挿通孔、３６…鉄筋挿通孔。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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