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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　架構内に設置され、耐震要素が設けられた鉄骨枠と、
　前記鉄骨枠の上辺部に設けられた鋼板部と、
　前記架構の既設鉄骨梁の周囲に配筋し、前記鋼板部を梁下部の型枠としてコンクリート
を打設し構築された鉄骨鉄筋コンクリート梁と、
　を備えた耐震補強構造。
【請求項２】
　前記鉄骨枠は前記架構内に開口部を残して設置され、
　前記鉄骨枠の前記上辺部及び前記鋼板部の少なくとも一方の開口側端部には、前記鉄骨
鉄筋コンクリート梁に埋設される補強筋が設けられた請求項１に記載の耐震補強構造。
【請求項３】
　前記鉄骨枠の前記上辺部及び前記鋼板部の少なくとも一方には、前記鉄骨鉄筋コンクリ
ート梁に埋設される応力伝達部材が設けられた請求項１又は請求項２に記載の耐震補強構
造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐震補強構造に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　特許文献１には、既設梁柱架構の内面に増設するブレース部材が設けられた架構補強用
面材に関する技術が開示されている。この先行技術では、架構補強用面材における既設梁
柱架構の内面形状に合せて形成された枠部材の上面には、既設梁柱架構を構成する上梁部
材を抱持する凹部を形成する取付金具が枠部材に固定されている。
【０００３】
　しかし、架構補強用面材の枠部材の上面の取付金具（凹部）は、既設架構の上梁部材と
の接着面積の増加には寄与するが、上梁部材の補強や剛性及び耐力の向上には殆ど寄与し
ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２２６２３８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記事実を鑑み、耐震要素で耐震補強する架構の梁の剛性及び耐力を高める
ための施工を容易にすることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１の発明は、架構内に設置され、耐震要素が設けられた鉄骨枠と、前記鉄骨枠の
上辺部に設けられた鋼板部と、前記架構の既設鉄骨梁の周囲に配筋し、前記鋼板部を梁下
部の型枠としてコンクリートを打設し構築された鉄骨鉄筋コンクリート梁と、を備えてい
る。
【０００７】
　請求項１の発明では、耐震要素が設けられた鉄骨枠を架構内に設置して耐震補強する。
また、架構の鉄骨梁の周囲に配筋し、鉄骨枠の上辺部の鋼板部を梁下部の型枠としてコン
クリートを打設し、鉄骨鉄筋コンクリート梁とすることで梁の剛性及び耐力を向上させる
。また、鉄骨枠の上辺部に設けられた鋼板部によって鉄骨鉄筋コンクリート梁が補強され
る。よって、架構の耐震性能が効果的に向上する。
【０００８】
　また、コンクリートを打設する際に、鉄骨枠の上辺部に設けた鋼板部を型枠として利用
するので、施工性が向上する。更に、例えば既設の鉄骨梁に鋼板を溶接して補強する場合
と比較し、溶接箇所（特に上向き溶接）が減少するので、施工性がよい。
【０００９】
　したがって、耐震要素で耐震補強する架構の梁の剛性及び耐力を高めるための施工が容
易である。
【００１０】
　請求項２の発明は、前記鉄骨枠は前記架構内に開口部を残して設置され、前記鉄骨枠の
前記上辺部及び前記鋼板部の少なくとも一方の開口側端部には、前記鉄骨鉄筋コンクリー
ト梁に埋設される補強筋が設けられている。
【００１１】
　請求項２の発明では、鉄骨枠の上辺部及び前記鋼板部の少なくとも一方の開口側端部に
、鉄骨鉄筋コンクリート梁に埋設される補強筋を設けることで、開口部分の剛性及び耐力
が向上する。
【００１２】
　請求項３の発明は、前記鉄骨枠の前記上辺部及び前記鋼板部の少なくとも一方には、前
記鉄骨鉄筋コンクリート梁に埋設される応力伝達部材が設けられている。
【００１３】
　請求項３の発明では、応力伝達部材を介して、鉄骨枠の上辺部と鉄骨鉄筋コンクリート
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梁との間で効果的に応力伝達することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、耐震要素で耐震補強する架構の梁の剛性及び耐力を高めるための施工
を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態の耐震補強構造が適用された架構の正面図である。
【図２】（Ａ）は図１の２Ａ－２Ａ線に沿った縦断面図であり、（Ｂ）は図１の２Ｂ－２
Ｂ線に沿った縦断面図であり、（Ｃ）は図１の２Ｃ－２Ｃ線に沿った縦断面図である。
【図３】（Ａ）は図１の隅部の拡大正面図であり、（Ｂ）は（Ａ）の３Ｂ－３Ｂ線に沿っ
た縦断面図であり、（Ｃ）は（Ａ）の３Ｃ－３Ｃ線に沿った縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の一実施形態の耐震補強構造について説明する。なお、図１の正面図では、梁主
筋３２などの一部の部材は判り易くするため実線で図示している。
【００１７】
＜構造＞
　本発明の一実施形態の耐震補強構造について説明する。なお、上下方向をＺ方向とし、
後述する架構１０の面外方向をＹ方向とし、Ｚ方向及びＹ方向と直交する架構１０の左右
方向をＸ方向とする。
【００１８】
　図１に示す本発明の一実施形態の耐震補強構造が適用された架構１０は、鉄骨鉄筋コン
クリート造の柱２０と鉄骨梁３０（図２を参照）とで構成された既設架構１２内に、Ｖ字
状に配置されたブレース５０が設けられた正面視矩形状の鉄骨枠１００が設置されること
で耐震補強されている。更に、既設架構１２の既設の鉄骨梁３０（図２を参照）を鉄骨鉄
筋コンクリート造の梁４０とし剛性及び耐力を上げることで効果的に耐震補強されている
。また、本実施形態では、鉄骨枠１００は既設架構１２（架構１０）内の図１における右
側部分に、出入口となる開口部１４を残して設置されている。
【００１９】
　なお、図１に示す本実施形態の鉄骨枠１００は、フランジ８２及びフランジ８４とウェ
ブ８６とを有するＨ形鋼８０で構成されている（図２及び図３も参照）。
【００２０】
　正面視で矩形枠状の鉄骨枠１００の上側の左右両側の隅部には、上側ガセットプレート
５２が接合され（図３（Ａ）も参照）、鉄骨枠１００の下辺部１１０の左右方向（Ｘ方向
）の中間部には、下側ガセットプレート５４が接合されている。これら上側ガセットプレ
ート５２と下側ガセットプレート５４とにブレース５０が接合されている。
【００２１】
　鉄骨枠１００の図における左側の縦辺部１１２と柱２０との間には、コンクリートやモ
ルタル等の充填材Ｊが充填され、この充填材Ｊが充填された充填部２２に縦辺部１１２に
設けられたスタッド１１４が埋設されている。また、充填部２２と柱２０とは、後施工の
接着系のアンカー２５で接合されている。
【００２２】
　同様に、鉄骨枠１００の下辺部１１０とスラブ４９（梁４８）との間には、充填材Ｊが
充填され、この充填材Ｊが充填された充填部２４に下辺部１１０に設けられたスタッド１
１５が埋設されている。また、充填部２４とスラブ４９（梁４８）とは、後施工の接着系
のアンカー２７で接合されている。
【００２３】
　架構１０の上側の梁４０は、前述したように、図２に示すように、既設の鉄骨梁３０の
周囲に梁主筋３２とせん断補強筋３４とが配筋され、コンクリートＫが打設されることで
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構築されている。また、図１に示すように、上側の梁４０と左右の柱２０とは、後施工の
接着系のアンカー３６で接合されている（図２（Ｃ）も参照）。
【００２４】
　図１に示すように、鉄骨枠１００の上辺部１２０に設けられたスタッド１２２は、梁４
０に埋設されている（図２（Ａ）も参照）。また、鉄骨枠１００の上辺部１２０の開口部
１４側の端部には補強筋１２４が設けられると共に、補強筋１２４は梁４０に埋設されて
いる。
【００２５】
　図２（Ａ）、図２（Ｂ）及び図３に示すように、鉄骨枠１００の上辺部１２０には、断
面形状がＵ字状（溝状）の鋼板部１５０が設けられている。鋼板部１５０は、Ｈ形鋼の上
側のフランジ８２と、フランジ８２の面外方向（Ｙ方向）の両外側に接合された略Ｌ字形
状のＬ字鋼板１５２と、で構成されている。図３に示すように、Ｌ字鋼板１５２は、側面
部１５３と、フランジ８２に接合された底部１５４とで構成されている。
【００２６】
　図１、図２（Ｃ）及び図３（Ｃ）に示すように、鉄骨枠１００の上辺部１２０の鋼板部
１５０は、図１における右側の柱２０（図１参照）まで延在された延在部１５１が設けら
れている。なお、本実施形態では、図１に示すように、鋼板部１５０の延在部１５１の延
在端部には、下側に延在する接合部１５５が形成されている。この接合部１５５は、後施
工のアンカー３８で柱２０と接合されている。
【００２７】
　なお、図２に示すように、鋼板部１５０は、梁４０の梁下部４０Ａの外側に接触配置さ
れ、後述するようにコンクリートＫを打設する際の型枠の一部として利用される。
【００２８】
＜施工方法＞
　次に、施工方法の一例について説明する。
【００２９】
　図１に示すように、鉄骨鉄筋コンクリート造の柱２０と鉄骨梁３０（図２参照）とで構
成された既設架構１２内に、Ｖ字状に配置されたブレース５０が設けられた正面視矩形状
の鉄骨枠１００を設置する。
【００３０】
　鉄骨枠１００の左側の縦辺部１１２と柱２０との間に充填材Ｊを充填し、この充填材Ｊ
が充填された充填部２２に縦辺部１１２のスタッド１１４を埋設すると共に、充填部２２
と柱２０とを後施工の接着系のアンカー２５で接合する。
【００３１】
　同様に、鉄骨枠１００の下辺部１１０とスラブ４９（梁４８）との間に充填材Ｊを充填
し、この充填材Ｊが充填された充填部２４に下辺部１１０のスタッド１１５を埋設すると
共に、充填部２４とスラブ４９（梁４８）とを後施工の接着系のアンカー２７で接合する
。
【００３２】
　図２に示すように、鉄骨梁３０の周囲に梁主筋３２及びせん断補強筋３４を配筋すると
共に型枠を設置し、コンクリートＫを打設し、鉄骨鉄筋コンクリート造の梁４０とする。
このとき、鉄骨枠１００の上辺部１２０の鋼板部１５０を梁下部４０Ａの型枠として利用
する。
【００３３】
　また、図１に示すように、鉄骨枠１００の上辺部１２０の鋼板部１５０の延在部１５１
に延在端部に設けられた接合部１５５を後施工のアンカー３８で柱２０と接合する。
【００３４】
＜作用及び効果＞
　次に、本実施形態の作用及び効果について説明する。
【００３５】
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　ブレース５０が設けられた鉄骨枠１００を既設架構１２内に設置することで耐震補強さ
れる。また、既設架構１２の鉄骨梁３０の周囲に梁主筋３２及びせん断補強筋３４を配筋
し、鉄骨枠１００の上辺部１２０の鋼板部１５０を梁下部４０Ａの型枠としてコンクリー
トＫを打設し、鉄骨鉄筋コンクリート造の梁４０とすることで剛性及び耐力が向上する。
また、鉄骨枠１００の上辺部１２０の鋼板部１５０によって梁４０が補強される。よって
、架構１０の耐震性能が効果的に向上する。
【００３６】
　また、コンクリートＫを打設する際に、鉄骨枠１００の上辺部１２０に設けた鋼板部１
５０を型枠として利用するので、施工性が向上する。また、例えば既設の鉄骨梁３０に鋼
板を溶接して補強する場合と比較し、溶接箇所（特に上向き溶接）が減少するので、施工
性がよい。
【００３７】
　したがって、ブレース５０で耐震補強した架構１０の梁４０の剛性及び耐力を高めるた
めの施工が容易である。
【００３８】
　また、鉄骨枠１００の上辺部１２０に、梁４０に埋設される補強筋１２４を設けること
で、架構１０における開口部１４の剛性及び耐力が向上する。
【００３９】
　また、鉄骨枠１００の上辺部１２０に設けたスタッド１２２を介して、上辺部１２０と
梁４０との間で効果的に応力伝達することができる。
【００４０】
　このように、既設架構１２内にブレース５０が設けられた鉄骨枠１００を設置して耐震
補強すると共に、既設の鉄骨梁３０を鉄骨枠１００の上辺部１２０の鋼板部１５０を型枠
の一部として利用して鉄骨鉄筋コンクリート造とすることで、梁４０の剛性及び耐力を向
上させ且つ補強し、架構１０の耐震性能を効果的に向上させている。
【００４１】
＜その他＞
　尚、本発明は上記実施形態に限定されない。
【００４２】
　例えば、上実施形態では、鉄骨枠１００の上辺部１２０におけるＵ字形状（溝状）の鋼
板部１５０部分が開口部１４に延在していたが、これに限定されない。上辺部１２０全体
が開口部１４に延在していてもよい。また、延在部１５１が設けられていなくてもよい。
【００４３】
　また、例えば、上実施形態では、鉄骨枠１００は既設架構１２（架構１０）内の図１に
おける左右方向の右側部分に開口部１４を残して設置されているが、これに限定されない
。図１における左右方向の左側部分に開口部１４を残すようにしてもよし、左右方向の中
央部（中間部）に開口部１４を残すようにしてもよい。或いは、開口部１４を残さなくて
もよい。
【００４４】
　また、例えば、上記実施形態では、鉄骨枠１００の上辺部１２０のＵ字状（溝状）の鋼
板部１５０を型枠として利用したが、これに限定されない。型枠となる鋼板部は、Ｕ字状
（溝状）以外の構造であってもよい。例えば、側面部１５３がない、フランジ８２と底部
１５４とで底型枠として機能する構成であってもよい。
【００４５】
　また、例えば、上記実施形態では、鉄骨枠１００はＨ形鋼８０で構成されていたが、こ
れに限定されない。Ｈ形鋼以外の鋼材、例えば、Ｔ形鋼、Ｉ形鋼、矩形鋼管等でもよい。
【００４６】
　また、ブレース５０以外の耐震要素であってもよい。例えば波形鋼板などの鋼製壁でも
よい。あるいは、制震ブレースなどの制震機能を有する耐震要素であってもよい。
【００４７】
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　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】
【００４８】
　　　　１０　　　架構
　　　　１４　　　開口部
　　　　４０　　　梁（鉄骨鉄筋コンクリート梁）
　　　　５０　　　ブレース（耐震要素の一例）
　　　１００　　　鉄骨枠
　　　１２０　　　上辺部
　　　１２４　　　補強筋
　　　１２２　　　スタッド（応力伝達部材の一例）
　　　１５０　　　鋼板部

【図１】 【図２】
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