
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柱梁架構の面内にＲＣ耐震壁を増設する既存建物の耐震補強方法において、
　柱梁架構の内面に沿い、柱又は梁の内法寸法にほぼ等しい長さで耐震壁の壁厚 大
きい

鉄骨枠材を、 向き
に配置して柱梁架構 接着 、
　前記

鉄骨
枠材の幅寸を限度に壁厚を大きく
　

耐震壁を増設して補強することを特徴とす
る、ＲＣ耐震壁による既存建物の耐震補強方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、鉄筋コンクリート造耐震壁（以下、ＲＣ耐震壁と言う。）の増設により既
存建物を耐震補強する方法の技術分野に属する。
【０００２】
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よりも
幅寸の平坦な接着面を有する平鋼板状、Ｔ形鋼状、若しくはハット形鋼状又は溝形鋼

状材から成り予め内向きにアンカー筋を突設した その平坦な接着面を外
の内面へエポキシ樹脂で する段階と

鉄骨枠材のアンカー筋を利用して耐震壁の剪断補強筋を配筋すると共に、外周部分
にはコンクリートの拘束効果を高める主筋を鉄骨枠材の長手方向に通し、幅止め筋も配置
してその両側に壁用のコンクリート型枠を組立てると共に、外周部分については前記

コンクリート型枠を組立てる段階と、
コンクリートを打設し、養生後に型枠を解体して、外周部分の壁厚を鉄骨枠材の幅寸を

限度に耐震壁本来の壁厚よりも大きく形成した



【従来の技術】
　阪神大震災の後に、旧基準で設計された既存建物の耐震補強の必要性が改めて認識され
た。しかし、認識の高まりの割りに、既存建物の耐震補強の実施はあまり進んでいない。
その理由は、工事中の騒音等により工事期間中の既存建物の使用が大きく制限されるため
と言われている。
【０００３】
　即ち、既存建物の耐震補強方法として各種の工法が開発され実施されているが、ＲＣ耐
震壁の増設による補強方法が最も一般的で実施例が多い。しかるに、ＲＣ耐震壁の増設に
よる耐震補強方法、或いは鉄骨枠組みブレースの増設による耐震補強方法のいずれであれ
、これらを既存建物構造体と一体化する手段としては、既存の仕上げを撤去し、目荒らし
、アンカー打ちする各工程が必須であり、多大の騒音と振動を発生するので、とても「居
ながら」施工が可能な条件にないのである。
【０００４】
　既存建物の耐震補強工事の普及の遅れは重大な社会問題である。
【０００５】
　従来、上記騒音と振動の問題を解決して、「居ながら」施工を可能にする技術として、
例えば特開昭５８ー１４６６６３号公報に記載された既存建物の補強用耐震要素取付方法
が公知である。この耐震補強方法は、柱及び上位の梁には断面コ字状の取付金物ピースを
、それぞれ接着剤の注入に必要な間隔をあけて複数個不連続的に、柱又は梁を抱く向きに
配置してそれぞれ接着剤で固定する。下位の梁（スラブの上）には平プレート状の取付金
物を、やはり接着剤の注入に必要な間隔をあけて複数個不連続的に配置してそれぞれ接着
剤で固定する。各取付金物には予め定着用鉄筋又は鋼材を取り付けておく。その後、前記
定着用鉄筋等に壁用鉄筋を固定しコンクリートを打設して耐震壁を増設することを内容と
している。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　上述した従来公知の耐震補強方法は、多数のピース状取付金物を一つ一つ接着剤により
柱及び梁へ取り付けねばならないから、たいへん手間がかかって作業能率が悪い。のみな
らず、取付金物は、ＲＣ耐震壁の壁用鉄筋を定着用鉄筋等を介して柱梁架構と繋ぐ働きの
要素でしかなく、ＲＣ耐震壁（のコンクリート）を拘束して地震等による過大応力を伝達
する要素とはなり得ない。そのため地震等による過大応力を受けたとき、ＲＣ耐震壁の外
周部分の局部破壊を防ぐことはできず、よってＲＣ耐震壁が真に耐震補強要素として機能
しない懸念がある。
【０００７】
　本発明の目的は、増設したＲＣ耐震壁は、その外周部分を鉄骨枠材で拘束して局部破壊
を防ぐ構造であり、しかも柱梁架構との間において確実に地震等による過大応力を伝達す
る構造であり、従って、真に耐震要素として既存建物の耐震補強に実効を奏する、ＲＣ耐
震壁による既存建物の耐震補強方法を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するための手段として、請求項１記載の発明に係るＲＣ耐震壁による既
存建物の耐震補強方法は、柱梁架構の面内にＲＣ耐震壁を増設する既存建物の耐震補強方
法において、
　柱梁架構の内面に沿い、柱又は梁の内法寸法にほぼ等しい長さで耐震壁の壁厚 大
きい

鉄骨枠材を、 向き
に配置して柱梁架構 接着 、
　前記

鉄骨
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よりも
幅寸の平坦な接着面を有する平鋼板状、Ｔ形鋼状、若しくはハット形鋼状又は溝形鋼

状材から成り予め内向きにアンカー筋を突設した その平坦な接着面を外
の内面へエポキシ樹脂で する段階と

鉄骨枠材のアンカー筋を利用して耐震壁の剪断補強筋を配筋すると共に、外周部分
にはコンクリートの拘束効果を高める主筋を鉄骨枠材の長手方向に通し、幅止め筋も配置
してその両側に壁用のコンクリート型枠を組立てると共に、外周部分については前記



枠材の幅寸を限度に壁厚を大きく
　

耐震壁を増設して補強することを特徴とす
る。
【０００９】
【発明の実施形態及び実施例】

発明に係るＲＣ耐震壁による既存建物の耐震補強方法は、柱梁架構の面内にＲＣ耐震
壁を増設する既存建物の耐震補強方法として好適に実施される。
【００１０】
　具体的には、図１～図６に実施形態を示したように、柱１と梁２とより成る架構の内面
に沿い、柱１又は梁２の内法寸法にほぼ等しい長さ（一例として２５００ mm×５０００ mm
）で、しかも耐震壁３の壁厚Ｗ（通例１８０ mm位）に比してかなり大きい （一例とし
て３００ mm）の溝形鋼状材から成る鉄骨枠材４を、その溝形を内向きに配置して柱梁架構
と接着剤５で強固に接着し、前記鉄骨枠材４の溝底から内向きにアンカー筋６を突設させ
たＲＣ耐震壁３を増設して補強す
【００１１】
　但し、鉄骨枠材４は、図１のように上下の梁２、２及び左右の柱１、１の内面に沿って
耐震壁３の四周に配置し接着する場合と、図５のように上下の梁２、２の内面に沿っての
み、即ち耐震壁３上下辺にのみ配置し接着する場合とに大別され
【００１２】
　また、鉄骨枠材４は、溝形鋼状材の限りではない。柱１及び梁２との強固な接着に十分
広い平坦面を有する材料であれば、例えば平鋼板状、又はＴ形鋼状、若しくはハット形鋼
状、その他の鋼材を全く同様に使用することができ
【００１３】
　アンカー筋６は、鉄骨枠材４への溶接の利便性を考慮して、一般にはスタッド溶接とす
るが、場合によってはＵ字形状に曲げ加工した鉄筋を壁長方向又は壁厚方向に配置して溶
接し固定する。
【００１４】
　鉄骨枠材４の溝形内には更に、長手方向に主筋７を通し、幅止め筋８を配置してコンク
リートの拘束効果を一層高めている。図５のように柱１の内面に沿って鉄骨枠材を配置し
ない場合は、図６に明示したように鉄筋篭１０を配置してコンクリートの拘束効果を高め
た構造とする。以上のようにＲＣ耐震壁３の外周部分は鉄骨枠材４の を利用して通常
の壁厚Ｗよりも大きな壁厚とし（図４）、且つ鉄骨枠材４とアンカー筋６、さらには鉄筋
７、８、１０を配置してコンクリートの拘束効果を高めているので、地震等の過大応力が
負荷されても局部破壊を発生する懸念は皆無である。その上、鉄骨枠材４と柱梁架構は全
長にわたり連続的に強固に接着して一体化されているので、ＲＣ耐震壁３と柱梁架構との
間で確実に応力を伝達し、耐震補強の実効を奏する。
【００１５】
　耐震壁３には、壁用剪断補強筋９がダブルに配置されている。ＲＣ耐震壁３の外周部分
は、鉄骨枠材４によって拘束されている。そして、周辺部の壁厚は、耐震壁本来の壁厚Ｗ
よりもせいが大きい溝形鋼状材の溝幅寸法そのものとし、本来の壁厚Ｗへと傾斜面（又は
直角面でも可）で繋いでいる。
【００１６】
　鉄骨枠材４を柱梁架構と接着する接着剤５には、エポキシ樹脂が好適に使用される。
【００１７】
　次に、図７～図１０は、 明に係る現場打ちＲＣ耐震壁の増設による既存建物の耐震
補強方法の実施形態を工程順に示している。このＲＣ耐震壁３は、上下の梁２、２に沿っ
てのみ、鉄骨枠材４、４を配置した構造の実施例である。
【００１８】
　先ず図７Ａ、Ｂは、予めアンカー筋６を内向きに溶接し突設した鉄骨枠材４を柱梁架構
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コンクリート型枠を組立てる段階と、
コンクリートを打設し、養生後に型枠を解体して、外周部分の壁厚を鉄骨枠材の幅寸を

限度に耐震壁本来の壁厚よりも大きく形成した
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を形成する上下の梁２、２の内面に沿って配置し、接着剤５で接着した段階を示している
。図８Ａ、Ｂは、上下の鉄骨枠材４、４の内側に前記アンカー筋６を利用して耐震壁の剪
断補強筋９を配筋し、また、柱１の内面に沿っては鉄骨枠材に代わる鉄筋篭１０を配置し
た段階を示している。図９は壁用のコンクリート型枠１１を組立て、コンクリートを打設
した段階を示している。更に図１０Ａ、Ｂは、打設したコンクリートの養生後に型枠を解
体してＲＣ耐震壁３の増設を完了した段階を示している。
【００１９】
　従って、既存の仕上げを撤去することは行うにしても、目荒らし、アンカー打ちする工
程は無いので、騒音や振動を発生する度合いは極めて低く、「居ながら」施工が可能な条
件を満たし得る。
【００２０】
　なお レキャストＲＣ耐震壁の増設による既存建物の耐震補強方法については、実施
形態を図示することまでは省略したが、図１～図１０の実施形態から容易に理解できるよ
うに、工場などで柱梁架構の内面に沿う周辺部に鉄骨枠材を配置したプレキャストコンク
リート耐震壁を製作し、現場へ運んで柱梁架構の面内へ建て込み、前記耐震壁周辺の鉄骨
枠材と柱梁架構の内面との隙間に接着剤を注入して強固に接着する。但し、プレキャスト
コンクリート耐震壁は、柱梁架構の面内へぴったり納まる一枚板として製作して建て込む
場合と、縦に分割した複数のプレキャストコンクリート耐震壁を次々並べて建て込み、相
互に接合して一枚板状の耐震壁に完成する場合とを選択的に実施できる。
【００２１】
【本発明が奏する効果】
　請求項 載の発明に係るＲＣ耐震壁による既存建物の耐震補強方法により増設するＲ
Ｃ耐震壁は、その外周部分を鉄骨枠材その他で拘束し局部破壊を防ぐ構造であり、しかも
柱梁架構とは鉄骨枠材を介して強固に接着して両者間で確実に地震等による過大応力を伝
達する構造であるから、真に耐震要素として既存建物の耐震補強に実効を奏する。
【００２２】
　また、本発明の耐震補強方法は、目荒らしやアンカー打ちする工程がないので、騒音や
振動を発生する度合いは極めて低く、「居ながら」施工が可能な条件を満たす。よって旧
基準で設計された既存建物の耐震補強の必要性、認識に基づき、耐震補強工事の普及に大
きく寄与するものと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の方法で既存建物にＲＣ耐震壁を増設した状況を示す正面図である。
【図２】　図１の２－２線矢視の断面図である。
【図３】　図２と同じ視点で耐震壁の構造を詳示した拡大断面図である。
【図４】　図１の４－４線矢視の詳細断面図である。
【図５】　本発明の方法で既存建物に異なる構造のＲＣ耐震壁を増設した状況を示す正面
図である。
【図６】　図５の６－６線矢視の詳細断面図である。
【図７】　ＡとＢは本発明の方法で既存建物にＲＣ耐震壁を増設 ため鉄骨枠材を接着
した段階を示す正面図と縦断面図である。
【図８】　ＡとＢは壁用の剪断補強筋を配置した段階を示す正面図と縦断面図である。
【図９】　壁用のコンクリート型枠を組み立てた段階を示す縦断面図である。
【図１０】　ＡとＢはＲＣ耐震壁の完成段階を示す正面図と縦断面図である。
【符号の説明】
　　１　　柱
　　２　　梁
　　３　　ＲＣ耐震壁
　　４　　鉄骨枠材
　　５　　接着剤
　　６　　アンカー筋
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　　９　　剪断補強筋
　　７、８、１０　　壁外周部補強筋

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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