
JP 4279739 B2 2009.6.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既存建物の柱と梁で構成された架構の面内に補強部材を嵌め入れて、同既存建物を耐震
補強する方法であって、
前記架構の面内に補強部材として波形鋼板を、その筋を水平方向に向けて架構との間で水
平力の伝達が可能に、梁又はスラブのコンクリートを斫ることなく嵌め入れることを特徴
とする、既存建物の耐震補強方法。
【請求項２】
　既存建物の柱と梁で構成された架構の面内に補強部材を嵌め入れて、同既存建物を耐震
補強する方法であって、
前記架構の面内に補強部材として波形鋼板を、その筋を水平方向に向けて架構との間で水
平力の伝達が可能に嵌め入れると共に、前記波形鋼板の上下辺の少なくとも一方を該波形
鋼板の中立軸上から外して架構に接合したことを特徴とする、既存建物の耐震補強方法。
【請求項３】
　既存建物の柱とスラブで構成された架構の面内に補強部材を嵌め入れて、同既存建物を
耐震補強する方法であって、
前記架構の面内に補強部材として波形鋼板を、その筋を水平方向に向けて架構との間で水
平力の伝達が可能に嵌め入れることを特徴とする、既存建物の耐震補強方法。
【請求項４】
　既存建物の柱と梁で構成された架構又は柱とスラブで構成された架構の面内に補強部材
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を嵌め入れて、同既存建物を耐震補強する方法であって、
架構の内周全面にスタッドを取り付け、当該架構の面内に、同じく外周全面にスタッドを
取り付けたフレーム付き波形鋼板を、その筋を水平方向に向けて嵌め入れ、架構の内周面
とフレーム付き波形鋼板のフレーム外周面との間に無収縮モルタルを充填し架構との間で
水平力の伝達が可能な構成とすることを特徴とする、既存建物の耐震補強方法。
【請求項５】
　既存建物の柱と梁で構成された架構又は柱とスラブで構成された架構の面内に補強部材
を嵌め入れて、同既存建物を耐震補強する方法であって、
架構の内周上面と内周下面又は左右の内周側面にスタッドを取り付け、当該架構の面内に
、前記スタッドを取り付けた架構の内周面と相対峙する外周面に同じくスタッドを取り付
けたフレーム付き波形鋼板を、その筋を水平方向に向けて嵌め入れ、前記スタッドを取り
付けた架構の内周面と、フレーム付き波形鋼板のスタッドを取り付けたフレーム外周面と
の間に無収縮モルタルを充填し架構との間で水平力の伝達が可能な構成とすることを特徴
とする、既存建物の耐震補強方法。
【請求項６】
　既存建物の柱と梁で構成された架構又は柱とスラブで構成された架構の面内に補強部材
を嵌め入れて、同既存建物を耐震補強する方法であって、
架構の内周面に接着剤を塗布し、当該架構の面内に同架構の内周と略等しい外周を有する
フレーム付き波形鋼板を、その筋を水平方向に向けて嵌め入れ、フレーム付き波形鋼板の
フレーム外周面を架構の内周面に接着し架構との間で水平力の伝達が可能な構成とするこ
とを特徴とする、既存建物の耐震補強方法。
【請求項７】
　既存建物の柱と梁で構成された架構又は柱とスラブで構成された架構の面内に補強部材
を嵌め入れて、同既存建物を耐震補強する方法であって、
架構の面内に同架構の内周と同形、同大の外周形状を有するフレーム付き波形鋼板を、そ
の筋を水平方向に向けて嵌め入れ架構との間で水平力の伝達が可能な構成とすることを特
徴とする、既存建物の耐震補強方法。
【請求項８】
　既存建物の柱と梁で構成された架構又は柱とスラブで構成された架構の面内に補強部材
を嵌め入れて、同既存建物を耐震補強する方法であって、
架構の内周全面にスタッドを取り付け、当該架構の面内に、同じく外周四辺の縁部にスタ
ッドを取り付けた波形鋼板を、その筋を水平方向に向けて嵌め入れ、架構の内周面と波形
鋼板の外周縁との間に無収縮モルタルを充填し架構との間で水平力の伝達が可能な構成と
することを特徴とする、既存建物の耐震補強方法。
【請求項９】
　既存建物の柱と梁で構成された架構又は柱とスラブで構成された架構の面内に補強部材
を嵌め入れて、同既存建物を耐震補強する方法であって、
架構の内周上面と内周下面又は左右の内周側面にスタッドを取り付け、当該架構の面内に
、前記スタッドを取り付けた架構の内周面と相対峙する外周二辺の縁部に同じくスタッド
を取り付けた波形鋼板を、その筋を水平方向に向けて嵌め入れ、前記スタッドを取り付け
た架構の内周面と、波形鋼板のスタッドを取り付けた外周縁との間に無収縮モルタルを充
填し架構との間で水平力の伝達が可能な構成とすることを特徴とする、既存建物の耐震補
強方法。
【請求項１０】
　フレーム付き波形鋼板は、一枚の単位波形鋼板を大版とするか、又は複数枚の単位波形
鋼板を接合用波形鋼板で接合して大版とし、その大版の波形鋼板の外周各辺、又は前記大
版の波形鋼板を複数枚重ね合わせその外周各辺に、スタッドを取り付けた、又はスタッド
のないプレートを接合してフレームを形成した構成としていることを特徴とする、請求項
４～７の何れか１項に記載した既存建物の耐震補強方法。
【請求項１１】
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　フレーム付き波形鋼板は、一枚の単位波形鋼板の外周各辺、又は前記単位波形鋼板を複
数枚重ね合わせその外周各辺に、スタッドを取り付けた、又はスタッドのないプレートを
接合してフレームを形成し、そのフレーム付き単位波形鋼板を複数個接合して大版にユニ
ット化した構成としていることを特徴とする、請求項４～７の何れか１項に記載した既存
建物の耐震補強方法。
【請求項１２】
　スタッドを外周縁部に取り付けた波形鋼板は、一枚の単位波形鋼板を大版とするか、又
は複数枚の単位波形鋼板を接合用波形鋼板で接合して大版とし、その大版の波形鋼板の外
周各辺、又は外周上辺と外周下辺、又は左右の外周側辺にスタッドを取り付けた構成とし
ていることを特徴とする、請求項８又は９に記載した既存建物の耐震補強方法。
【請求項１３】
　単位波形鋼板の一部分又は全部を低降伏点鋼で構成していることを特徴とする、請求項
１０～１２のいずれか１項に記載した既存建物の耐震補強方法。
【請求項１４】
　接合用波形鋼板は低降伏点鋼で構成していていることを特徴とする、請求項１０又は１
２に記載した既存建物の耐震補強方法。
【請求項１５】
　請求項１～請求項１４の何れか１項に記載した既存建物の耐震補強方法で構築された耐
震壁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の既存建物の耐震補強方
法の技術分野に属し、更に云うと、建物を支持する杭等の地下躯体や柱、梁の上部躯体の
補強が殆ど不要で、耐震効果と制震効果とを発揮させることができる耐震補強方法と耐震
壁に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の既存建物の耐震補強方法は、既存建物の柱と梁（又はスラブ）とで形成される架
構面内に、補強部材として耐震壁を設置するのが一般的である。例えば、（ｉ）特許文献
１の耐震補強方法は、架構面内に人力で運搬可能な大きさにブロック化された鋼製ブロッ
ク部材（溝形鋼）を組み込んで耐震壁を設置し、既存建物を補強している。
【０００３】
（ii）特許文献２の耐震補強方法は、架構面内に極低降伏点鋼壁パネルと高張力鋼壁パネ
ルとを交互に組み込んで耐震壁を設置し、既存建物を補強している。
【０００４】
（iii）特許文献３の耐震補強方法は、コンクリート壁にスリットを形成した後に、同コ
ンクリート壁を予めスリットを形成した鋼板で挟み込み耐震壁とし、既存建物を補強して
いる。
【０００５】
（iv）なお、特許文献４には、建物の架構面内に波形鋼板を遮災壁として設置する技術が
開示されている。
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－２９３９５０号公報
【０００７】
【特許文献２】特開平５－１６３７７２号公報
【０００８】
【特許文献３】特開平９－１５８４９０号公報
【０００９】
【特許文献４】特開２００３－１７６５８２号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記特許文献１～３の耐震補強方法は、十分な耐震性能を発揮させるために、耐震壁を
剛強な溝形鋼や鋼板で構成している。そのため、耐震壁が重量物と成り、建物を支持する
杭等の地下躯体や柱、梁の上部躯体の補強が必要である。つまり、補強作業が大掛かりで
、工期が長期化するだけでなく、コストが嵩む問題点を有する。
【００１１】
　また、溝形鋼や鋼板は軸力に対して大きな剛性、耐力を発揮するので、架構の柱が建物
の長期荷重によって、又は鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であるが故の
コンクリートのクリープ、乾燥収縮に起源する軸力が地下躯体や上部躯体に伝達される。
そのため、やはり地下躯体や上部躯体の補強が必要となり、補強作業が大掛かりで、工期
が長期化するだけでなく、コストが嵩む問題点を有する。
【００１２】
　ところで、波形鋼板の力学的特性について着目すると、次の特徴が認められる。なお、
波形鋼板とは、単に折り板とか波板とも称されるもので、断面形状としては、図２１（Ａ
）～（Ｄ）に例示した台形波形状（Ａ）、矩形波形状（Ｂ）、三角波形状（Ｃ）、円弧波
形状（Ｄ）などがある。
【００１３】
（せん断力に対して）
【００１４】
図１７に例示したように、波形鋼板は、折り板になっている一枚一枚がせん断力に対して
抵抗し、その集合としての全体がせん断力に抵抗する。そして、せん断座屈長さが短く、
そのせん断強度を平板と比較した場合、せん断耐力ははるかに大きい。
【００１５】
　一方、図１８に例示するように、波形鋼板の筋と直角なせん断力に対してはアコーディ
オンの如く自由に伸びて抵抗しない。
【００１６】
　（軸力及び曲げに対して）
【００１７】
波形鋼板の筋に直角な軸力に対しては、図１９に例示したようにアコーディオンの如く自
由に伸び縮みして、平板に比較すると剛性、耐力ははるかに小さい。また、面内の曲げに
対しても、図２０に例示したようにアコーディオンの如く自由に伸び縮みして、平板に比
較すると剛性、耐力ははるかに小さい。
【００１８】
　しかし、特許文献４の波形鋼板は遮災壁として採用されているので、同波形鋼板を降伏
させて地震エネルギーを吸収させる技術的思想はなく、制震効果は期待できない。
【００１９】
　そこで本発明の目的は、上記した力学的特性を有する波形鋼板を、既存建物の柱・梁架
構又は柱・スラブ架構の面内に、補強部材として前記波形鋼板の筋を水平方向に向けて嵌
め込むことで、既存建物を軽量に、しかも地下躯体や上部躯体に軸力を伝達しない構成で
耐震補強することができ、それ故に前記地下躯体や上部躯体の補強を殆ど不要として、施
工を容易にし、工期の短縮とコストの削減に寄与できる既存建物の耐震補強方法と耐震壁
を提供することである。
【００２０】
　本発明の次の目的は、波形鋼板を降伏させて制震効果を発揮させることができる、既存
建物の耐震補強方法と耐震壁を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記従来技術の課題を解決するための手段として、請求項１に記載した発明は、既存建
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物の柱と梁で構成された架構の面内に補強部材を嵌め入れて、同既存建物を耐震補強する
方法であって、前記架構の面内に補強部材として波形鋼板を、その筋を水平方向に向けて
架構との間で水平力の伝達が可能に、梁又はスラブのコンクリートを斫ることなく嵌め入
れることを特徴とする。
【００２２】
　請求項２に記載した発明は、既存建物の柱と梁で構成された架構の面内に補強部材を嵌
め入れて、同既存建物を耐震補強する方法であって、前記架構の面内に補強部材として波
形鋼板を、その筋を水平方向に向けて架構との間で水平力の伝達が可能に嵌め入れると共
に、前記波形鋼板の上下辺の少なくとも一方を該波形鋼板の中立軸上から外して架構に接
合したことを特徴とする。
【００２３】
　請求項３に記載した発明は、既存建物の柱とスラブで構成された架構の面内に補強部材
を嵌め入れて、同既存建物を耐震補強する方法であって、前記架構の面内に補強部材とし
て波形鋼板を、その筋を水平方向に向けて架構との間で水平力の伝達が可能に嵌め入れる
ことを特徴とする。
【００２４】
　請求項４に記載した発明は、既存建物の柱と梁で構成された架構又は柱とスラブで構成
された架構の面内に補強部材を嵌め入れて、同既存建物を耐震補強する方法であって、架
構の内周全面にスタッドを取り付け、当該架構の面内に、同じく外周全面にスタッドを取
り付けたフレーム付き波形鋼板を、その筋を水平方向に向けて嵌め入れ、架構の内周面と
フレーム付き波形鋼板のフレーム外周面との間に無収縮モルタルを充填し架構との間で水
平力の伝達が可能な構成とすることを特徴とする。
【００２５】
　請求項５に記載した発明は、既存建物の柱と梁で構成された架構又は柱とスラブで構成
された架構の面内に補強部材を嵌め入れて、同既存建物を耐震補強する方法であって、架
構の内周上面と内周下面又は左右の内周側面にスタッドを取り付け、当該架構の面内に、
前記スタッドを取り付けた架構の内周面と相対峙する外周面に同じくスタッドを取り付け
たフレーム付き波形鋼板を、その筋を水平方向に向けて嵌め入れ、前記スタッドを取り付
けた架構の内周面と、フレーム付き波形鋼板のスタッドを取り付けたフレーム外周面との
間に無収縮モルタルを充填し架構との間で水平力の伝達が可能な構成とすることを特徴と
する。
【００２６】
　請求項６に記載した発明は、既存建物の柱と梁で構成された架構又は柱とスラブで構成
された架構の面内に補強部材を嵌め入れて、同既存建物を耐震補強する方法であって、架
構の内周面に接着剤を塗布し、当該架構の面内に同架構の内周と略等しい外周を有するフ
レーム付き波形鋼板を、その筋を水平方向に向けて嵌め入れ、フレーム付き波形鋼板のフ
レーム外周面を架構の内周面に接着し架構との間で水平力の伝達が可能な構成とすること
を特徴とする。
【００２７】
　請求項７に記載した発明は、既存建物の柱と梁で構成された架構又は柱とスラブで構成
された架構の面内に補強部材を嵌め入れて、同既存建物を耐震補強する方法であって、架
構の面内に同架構の内周と同形、同大の外周形状を有するフレーム付き波形鋼板を、その
筋を水平方向に向けて嵌め入れ架構との間で水平力の伝達が可能な構成とすることを特徴
とする。
【００２８】
　請求項８に記載した発明は、既存建物の柱と梁で構成された架構又は柱とスラブで構成
された架構の面内に補強部材を嵌め入れて、同既存建物を耐震補強する方法であって、架
構の内周全面にスタッドを取り付け、当該架構の面内に、同じく外周四辺の縁部にスタッ
ドを取り付けた波形鋼板を、その筋を水平方向に向けて嵌め入れ、架構の内周面と波形鋼
板の外周縁との間に無収縮モルタルを充填し架構との間で水平力の伝達が可能な構成とす



(6) JP 4279739 B2 2009.6.17

10

20

30

40

50

ることを特徴とする。
【００２９】
　請求項９に記載した発明は、既存建物の柱と梁で構成された架構又は柱とスラブで構成
された架構の面内に補強部材を嵌め入れて、同既存建物を耐震補強する方法であって、架
構の内周上面と内周下面又は左右の内周側面にスタッドを取り付け、当該架構の面内に、
前記スタッドを取り付けた架構の内周面と相対峙する外周二辺の縁部に同じくスタッドを
取り付けた波形鋼板を、その筋を水平方向に向けて嵌め入れ、前記スタッドを取り付けた
架構の内周面と、波形鋼板のスタッドを取り付けた外周縁との間に無収縮モルタルを充填
し架構との間で水平力の伝達が可能な構成とすることを特徴とする。
【００３０】
　請求項１０に記載した発明は、フレーム付き波形鋼板は、一枚の単位波形鋼板を大版と
するか、又は複数枚の単位波形鋼板を接合用波形鋼板で接合して大版とし、その大版の波
形鋼板の外周各辺、又は前記大版の波形鋼板を複数枚重ね合わせその外周各辺に、スタッ
ドを取り付けた、又はスタッドのないプレートを接合してフレームを形成した構成として
いることを特徴とする。
【００３１】
　請求項１１に記載した発明は、フレーム付き波形鋼板は、一枚の単位波形鋼板の外周各
辺、又は前記単位波形鋼板を複数枚重ね合わせその外周各辺に、スタッドを取り付けた、
又はスタッドのないプレートを接合してフレームを形成し、そのフレーム付き単位波形鋼
板を複数個接合して大版にユニット化した構成としていることを特徴とする。
【００３２】
　請求項１２に記載した発明は、スタッドを外周縁部に取り付けた波形鋼板は、一枚の単
位波形鋼板を大版とするか、又は複数枚の単位波形鋼板を接合用波形鋼板で接合して大版
とし、その大版の波形鋼板の外周各辺、又は外周上辺と外周下辺、又は左右の外周側辺に
スタッドを取り付けた構成としていることを特徴とする。
【００３３】
　請求項１３に記載した発明は、単位波形鋼板の一部分又は全部を低降伏点鋼で構成して
いることを特徴とする。
【００３４】
　請求項１４に記載した発明は、接合用波形鋼板は低降伏点鋼で構成していていることを
特徴とする。
【００３５】
　請求項１５に記載した発明は、請求項１～請求項１４の何れか１項に記載した既存建物
の耐震補強方法で構築された耐震壁を特徴とする。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明に係る既存建物の耐震補強方法において、架構面内に補強部材として嵌め入れた
波形鋼板は、折り板になっている一枚一枚がせん断力に抵抗し、その集合としての全体が
せん断力に抵抗する性状なので、架構の剛性が高まり、地震による水平力に対して波形鋼
板が抵抗し十分な耐震効果を発揮する。
【００３７】
　つまり、波形鋼板は平板に比べて軽量でありながら、十分な耐震性能を発揮するので、
既存建物を軽量な構成で耐震補強することができ、杭等の地下躯体や柱、梁の上部躯体へ
の影響が少なく、殆ど補強する必要がない。そのため、耐震補強の施工が容易で、工期の
短縮とコストの削減に寄与できる。
【００３８】
　また、波形鋼板は軸力に対して、アコーディオンの如く自由に伸び縮みして抵抗しない
ので、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であるが故のコンクリートのクリ
ープ、乾燥収縮に起源する軸力を地下躯体や上部躯体に伝達しない。そのため、やはり地
下躯体や上部躯体を殆ど補強する必要がなく、耐震補強の施工が容易で、工期の短縮とコ
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ストの削減に寄与できる。
【００３９】
　しかも、波形鋼板を降伏させて、地震エネルギーを吸収させることができるので、高い
制震効果を発揮させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　既存建物の柱・梁架構又は柱・スラブ架構の面内に補強部材として波形鋼板を、その筋
を水平方向に向けて架構との間で水平力の伝達が可能に嵌め入れる。
【実施例１】
【００４１】
　請求項１、２、３及び請求項１０並びに請求項１３に記載した発明に係る既存建物の耐
震補強方法の実施例を、図１及び図２に基づいて説明する。
【００４２】
　図１及び図２に示す実施例は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の既存
建物の柱１と梁２とで形成される架構３の面内に補強部材としてフレーム付き波形鋼板４
を嵌め入れて補強している。
【００４３】
　具体的には、先ず架構３の内周全面にスタッド５を取り付ける。
【００４４】
前記架構３の面内に嵌め入れるフレーム付き波形鋼板４は、低降伏点鋼から成る単位波形
鋼板６を一枚の大版とし、その単位波形鋼板６の外周各辺に、スタッド７を取り付けたプ
レート８を接合してフレーム９を形成した構成としており、工場などで予め組み上げて現
場サイトに搬入する（請求項１０及び請求項１３記載の発明）。ちなみに、単位波形鋼板
６の板厚の大きさ（通例９mm～２２mm程度）、波形のピッチ（通例５００mm～７００mm程
度）及び波高の大きさ（通例８０mm～１５０mm程度）は、所定のせん断耐力及び剛性を発
現するように設計する。
【００４５】
　架構３の面内に、上記構成のフレーム付き波形鋼板４を、その単位波形鋼板６の筋を水
平方向に向けて嵌め入れ、架構３の内周面とフレーム付き波形鋼板４のフレーム外周面と
の間に無収縮モルタル１０を充填する。その結果、フレーム付き波形鋼板４の単位波形鋼
板６と架構３との間で水平力の伝達が可能な構成となり、上述したように、単位波形鋼板
６は折り板になっている一枚一枚がせん断力に抵抗し、その集合としての全体がせん断力
に抵抗する性状なので（図１７を参照）、架構３の剛性が高まり、地震による水平力に対
して単位波形鋼板６が抵抗し十分な耐震効果を発揮する。
【００４６】
　つまり、フレーム付き波形鋼板４の単位波形鋼板６は平板に比べて軽量でありながら、
十分な耐震性能を発揮するので、既存建物を軽量な構成で耐震補強することができ、杭等
の地下躯体や柱１、梁２の上部躯体への影響が少なく、殆ど補強する必要がない。そのた
め、耐震補強の施工が容易で、工期の短縮とコストの削減に寄与できる。
【００４７】
　また、フレーム付き波形鋼板４の単位波形鋼板６は軸力に対して、上述したようにアコ
ーディオンの如く自由に伸び縮みして抵抗しないので、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋
コンクリート造であるが故のコンクリートのクリープ、乾燥収縮に起源する軸力を地下躯
体や上部躯体に伝達しない（図１９を参照）。そのため、やはり地下躯体や上部躯体を殆
ど補強する必要がなく、耐震補強の施工が容易で、工期の短縮とコストの削減に寄与でき
る。
【００４８】
　しかも、フレーム付き波形鋼板４の単位波形鋼板６を降伏させて、地震エネルギーを吸
収させることができるので、高い制震効果を発揮させることができる。
【実施例２】
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【００４９】
　図３に示す実施例は、フレーム９の上下の外周面にスタッド７を取り付けたフレーム付
き波形鋼板１１を補強部材として架構３の面内に嵌め入れて補強している。
【００５０】
　具体的には、架構３の内周上面と内周下面にスタッド５を取り付ける。
【００５１】
前記架構３の面内に嵌め入れるフレーム付き波形鋼板１１は、上記実施例１のフレーム付
き波形鋼板４と略同様であるが、単位波形鋼板６の外周上辺と外周下辺にスタッド７を取
り付けたプレート８を接合し、左右の外周側辺にスタッド７のないプレート１２を接合し
てフレーム９を形成した構成としている（請求項１０記載の発明）。
【００５２】
　架構３の面内に、上記構成のフレーム付き波形鋼板１１を、その単位波形鋼板６の筋を
水平方向に向けて嵌め入れ、架構３の内周上面とフレーム付き波形鋼板１１のフレーム外
周上面、及び架構３の内周下面とフレーム付き波形鋼板１１のフレーム外周下面との間に
無収縮モルタル１０を充填し架構３との間で水平力の伝達が可能な構成とする（請求項５
記載の発明）。
【００５３】
　なお、前記フレーム付き波形鋼板１１はフレーム９の上下の外周面にスタッド７を取り
付けた構成としているが、この構成に限らない。左右の外周側面にスタッド７を取り付け
た構成とし、予め左右の内周側面にスタッド５を取り付けた架構３に嵌め入れ、架構３の
内周側面とフレーム付き波形鋼板１１のフレーム外周側面との間に無収縮モルタル１０を
充填し架構３との間で水平力の伝達が可能な構成としても良い。
【実施例３】
【００５４】
　図４及び図５に示す実施例は、スタッド７のないフレーム付き波形鋼板１３を補強部材
として架構３の面内に嵌め入れて補強している。
【００５５】
　前記フレーム付き波形鋼板１３は単位波形鋼板６の外周各辺にスタッド７のないプレー
ト１２を接合してフレーム９を形成した構成としており、架構３の内周と略等しい外周を
有する。このフレーム付き波形鋼板１３を、予め内周面に接着剤１４を塗布した架構３の
面内に、その単位波形鋼板６の筋を水平方向に向けて嵌め入れ、フレーム付き波形鋼板１
３のフレーム外周面を架構３の内周面に接着し架構３との間で水平力の伝達が可能な構成
とする（請求項６及び請求項１０記載の発明）。
【実施例４】
【００５６】
　図６及び図７に示す実施例は、架構３の内周と同形、同大の外周形状を有するフレーム
付き波形鋼板１５を、その単位波形鋼板６の筋を水平方向に向けて架構３の面内に嵌め入
れ架構３との間で水平力の伝達が可能な構成としている（請求項７記載の発明）。
【実施例５】
【００５７】
　上記実施例１～４のフレーム付き波形鋼板４、１１、１３、１５は一枚の単位波形鋼板
６を大版とし、その外周にフレーム９を形成した構成としているが、この構成に限らない
。すなわち、図８に例示するように、複数枚（図８では３枚）の単位波形鋼板６…を重ね
合わせてその外周にフレーム９を形成した構成としても良い（請求項１０記載の発明）。
【実施例６】
【００５８】
　図９及び図１０に示す実施例は、スタッド７を外周縁部に取り付けた波形鋼板１６を架
構３の面内に嵌め入れて補強しており、前記スタッド７を外周縁部に取り付けた波形鋼板
１６は低降伏点鋼から成る一枚の単位波形鋼板６を大版とし、その外周四辺の縁部にスタ
ッド７を取り付けた構成としている（請求項８及び請求項１２記載の発明）。
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【００５９】
　なお、施工手順は上記実施例１と略同様であるが、スタッド７を外周縁部に取り付けた
波形鋼板１６の単位波形鋼板６の外周四辺に型枠（図示を省略）を設けて、前記型枠と架
構３の内周面との間に無収縮モルタル１０を充填し架構３との間で水平力の伝達が可能な
構成とする。
【実施例７】
【００６０】
　図１１に示す実施例も、スタッド７を外周縁部に取り付けた波形鋼板１７を架構３の面
内に嵌め入れて補強しているが、前記スタッド７を外周縁部に取り付けた波形鋼板１７は
単位波形鋼板６の外周上辺及び外周下辺の縁部にスタッド７を取り付けた構成としている
（請求項９及び請求項１２記載の発明）。
【００６１】
　なお、施工手順は上記実施例２と略同様であるが、スタッド７を外周縁部に取り付けた
波形鋼板１７の単位波形鋼板６の外周上辺及び外周下辺に型枠（図示を省略）を設けて、
前記型枠と架構３の内周上面又は内周下面との間に無収縮モルタル１０を充填し架構３と
の間で水平力の伝達が可能な構成とする。
【００６２】
　ちなみに、前記スタッド７を外周縁部に取り付けた波形鋼板１７は、単位波形鋼板６の
外周上辺と外周下辺の縁部にスタッド７を取り付けているが、この構成に限らない。すな
わち、単位波形鋼板６の左右の外周側辺の縁部にスタッド７を取り付けた構成としても良
い。
【実施例８】
【００６３】
　上記実施例１～７の単位波形鋼板６は全部を低降伏点鋼で構成しているが、図１２に例
示するように一部分（図中の斜線の部分）を低降伏点鋼１８で構成し、その他の部分を普
通鋼で構成しても良く（請求項１３記載の発明）、又は全部を普通鋼で構成しても良い。
【実施例９】
【００６４】
　図１３及び図１４の実施例は、上記実施例１と略同様にフレーム付き波形鋼板１９を架
構３の面内に嵌め入れて補強しているが、前記フレーム付き波形鋼板１９は複数枚（図１
３では９枚）の小版の単位波形鋼板２０を接合用波形鋼板２１で接合して大版とし、その
大版の波形鋼板の外周各辺に、スタッド７を取り付けたプレート８を接合してフレーム９
を形成した構成としている（請求項１０記載の発明）。この場合、前記接合用波形鋼板２
１を低降伏点鋼で構成すると、地震エネルギーを良好に吸収することができ、好都合であ
る（請求項１４記載の発明）。
【００６５】
　なお、前記フレーム付き波形鋼板１９は、外周全面にスタッド７を取り付けた構成とし
ているが、上記実施例２と略同様に外周上面と外周下面、又は左右の外周側面にスタッド
７を取り付けた構成としても良い。
【００６６】
　また、前記フレーム付き波形鋼板１９は、大版の波形鋼板の外周にフレーム９を形成し
た構成としているが、この構成に限らない。すなわち、大版の波形鋼板を複数枚重ね合わ
せその外周にフレーム９を形成した構成としても良い。
【実施例１０】
【００６７】
　図１５及び図１６の実施例も、上記実施例１と略同様にフレーム付き波形鋼板２２を架
構３の面内に嵌め入れて補強しているが、前記フレーム付き波形鋼板２２は、外周全面に
スタッド７を取り付けた構成となるように、小版の単位波形鋼板２０の外周各辺に、スタ
ッド７を取り付けたプレート２３、又はスタッド７のないプレート２４を接合してフレー
ム２５を形成し、そのフレーム付き単位波形鋼板２６を複数個（図１５では９個）接合し
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て大版にユニット化した構成としている（請求項１１記載の発明）。
【００６８】
　なお、前記フレーム付き波形鋼板２２は、外周全面にスタッド７を取り付けた構成とし
ているが、上記実施例２と略同様に外周上面と外周下面、又は左右の外周側面にスタッド
７を取り付けた構成としても良い。
【００６９】
　また、前記フレーム付き波形鋼板２２は、一枚の単位波形鋼板２０の外周各辺にフレー
ム２５を形成した構成としているが、この構成に限らない。すなわち、単位波形鋼板２０
を複数枚重ね合わせその外周にフレーム２５を形成した構成としても良い。
【実施例１１】
【００７０】
　以上に本発明の実施例を説明したが、本発明はこうした実施例に何ら限定されるもので
はなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の形態で実施でき、要するに、架
構面内に補強部材として波形鋼板を、その筋を水平に向けて架構との間で水平力の伝達が
可能に嵌め入れれば良い（請求項１記載の発明）。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】実施例１の既存建物の耐震補強方法を施工した架構を概念的に示した正面図であ
る。
【図２】図１の縦断面図である。
【図３】実施例２の既存建物の耐震補強方法を施工した架構を概念的に示した正面図であ
る。
【図４】実施例３の既存建物の耐震補強方法を施工した架構を概念的に示した正面図であ
る。
【図５】図４の縦断面図である。
【図６】実施例４の既存建物の耐震補強方法を施工した架構を概念的に示した正面図であ
る。
【図７】図６の縦断面図である。
【図８】異なるフレーム付き波形鋼板を例示した縦断面図である。
【図９】実施例６の既存建物の耐震補強方法を施工した架構を概念的に示した正面図であ
る。
【図１０】図９の縦断面図である。
【図１１】実施例７の既存建物の耐震補強方法を施工した架構を概念的に示した正面図で
ある。
【図１２】単位波形鋼板の一部を低降伏点鋼で構成したフレーム付き波形鋼板を示した正
面図である。
【図１３】実施例９の既存建物の耐震補強方法を施工した架構を概念的に示した正面図で
ある。
【図１４】図１３の縦断面図である。
【図１５】実施例１０の既存建物の耐震補強方法を施工した架構を概念的に示した正面図
である。
【図１６】図１５の縦断面図である。
【図１７】波形鋼板の筋と平行な方向のせん断変形の状態を模式的に示した斜視図である
。
【図１８】波形鋼板の筋と直角な方向のせん断変形の状態を模式的に示した側面図である
。
【図１９】波形鋼板の軸圧縮の状態を示した説明図である。
【図２０】波形鋼板の曲げの状態を示した説明図である。
【図２１】Ａ～Ｄは波形鋼板の異なる断面形状を示した説明図である。
【符号の説明】
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【００７２】
１ 柱
２ 梁
３ 架構
４ フレーム付き波形鋼板
５ スタッド
６ 単位波形鋼板
７ スタッド
８ スタッドを取り付けたプレート
９ フレーム
１０ 無収縮モルタル
１１ フレーム付き波形鋼板
１２ スタッドのないプレート
１３ フレーム付き波形鋼板
１４ 接着剤
１５ フレーム付き波形鋼板
１６ スタッドを外周縁部に取り付けた波形鋼板
１７ スタッドを外周縁部に取り付けた波形鋼板
１８ 低降伏点鋼
１９ フレーム付き波形鋼板
２０ 単位波形鋼板
２１ 接合用波形鋼板
２２ フレーム付き波形鋼板
２３ スタッドを取り付けたプレート
２４ スタッドのないプレート
２５ フレーム
２６ フレーム付き単位波形鋼板
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