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(57)【要約】
【課題】柱梁架構に沿って構造部材の全てと接合される
耐震補強フレームを提供する。
【解決手段】耐震補強フレーム１０は外周柱１２Ｒ、１
２Ｌと、梁１４Ｕ、１４Ｄと、外周柱１２Ｒ、１２Ｌの
外側まで設けられたスラブ１６Ｕ、１６Ｄと、を備えた
既存構造物３０を補強する耐震補強フレームであって、
外周柱１２Ｒ、１２Ｌに側面が接合された一対の縦枠材
１８Ｒ、１８Ｌと、スラブ１６Ｕ、１６Ｄの下に設けら
れ、両端にスラブ１６Ｕ、１６Ｄを切り欠いた開口部２
２を貫通した縦枠材１８Ｒ，１８Ｌが接合されると共に
、下側の梁１４Ｄから張り出した連結部材に接合された
下側横枠材２０Ｄと、両端に縦枠材１８Ｒ、１８Ｌが接
合されると共に上側の梁１４Ｕから張り出した連結部材
に接合された上側横部材１４Ｕと、を有する横部材と、
縦枠材１８Ｒ、１８Ｌと横部材で矩形状に形成され、既
存構造物３０の変形を抑制する枠体３２と、を有してい
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外周柱と、前記外周柱に架設された梁と、前記梁に支持されて前記外周柱の外側まで設
けられたスラブと、を備えた既存構造物を補強する耐震補強フレームであって、
　前記外周柱に側面が接合された一対の縦部材と、
　前記スラブの下に設けられ、両端に前記スラブを切り欠いた開口部を貫通した前記縦部
材が接合されると共に、下側の前記梁の側面から張り出した連結部材に側面が接合された
下側横部材と、両端に前記縦部材が接合されると共に、上側の前記梁の側面から張り出し
た連結部材に側面が接合された上側横部材と、を有する横部材と、
　前記縦部材と前記横部材で矩形状に形成され、前記既存構造物が水平力を受けたとき、
前記既存構造物の変形を抑制する枠体と、
　を有する耐震補強フレーム。
【請求項２】
　外周柱と、前記外周柱に架設された梁と、前記梁に支持されて前記外周柱の外側まで設
けられたスラブと、を備えた既存構造物を補強する耐震補強フレームであって、
　前記外周柱に側面が接合された一対の縦部材と、
　前記スラブの上に設けられ、両端に前記縦部材が接合されると共に、前記スラブを切り
欠き露出させた下側の前記梁に接合されて前記スラブの上面まで延出された連結部材に側
面が接合された下側横部材と、両端に前記縦部材が接合されると共に、上側の前記梁の側
面から張り出した連結部材に側面が接合された上側横部材と、を有する横部材と、
　前記縦部材と前記横部材で矩形状に形成され、前記既存構造物が水平力を受けたとき、
前記既存構造物の変形を抑制する枠体と、
　を有する耐震補強フレーム。
【請求項３】
　外周柱と、前記外周柱に架設された梁と、前記梁に支持されて前記外周柱の外側まで設
けられたスラブと、を備えた既存構造物を補強する耐震補強フレームであって、
　前記外周柱に側面が接合された一対の縦部材と、
　前記縦部材に両端が接合されると共に、上側の前記梁へ上面が接合された上側横部材と
、前記縦部材に両端が接合されると共に、前記スラブを切り欠き露出させた下側の前記梁
へ下面が接合された下側横部材と、を有する横部材と、
　前記縦部材と前記横部材で矩形状に形成され、前記既存構造物が水平力を受けたとき、
前記既存構造物の変形を抑制する枠体と、
　を有する耐震補強フレーム。
【請求項４】
　前記枠体には、
　前記枠体が水平力を受けたとき、前記枠体の変形を抑制する枠体補強部材が設けられて
いる請求項１～３のいずれか１項に記載の耐震補強フレーム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐震補強フレームに関する。
【背景技術】
【０００２】
　既存構造物には、外周柱の外側まで設けられたスラブの先端に外壁が構築され、外周柱
の外側に設けられたスラブが既存構造物の内部スラブを形成する構成がある。このような
既存構造物の耐震補強においては、外周柱の外側に設けられたスラブの活用を極力損なわ
ず、かつ、十分な補強強度を備えた耐震補強フレームが求められている。
外周柱の外側に設けられたスラブを備えた既存構造物の耐震補強に関する技術には、例え
ば特許文献１がある。
【０００３】
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　特許文献１は、Ｌ字状及びＩ字状に形成した補強ピースで、外周柱の外側まで設けられ
たスラブ（外床部）を有する既存構造物を補強する構成である。ここに、補強ピースは、
既存構造物の、外周柱の外側に設けられたスラブの上で、外周柱の外側の側面及び梁の外
側の側面に沿ってＬ字状及びＩ字状に組み合わせられ、補強ピースが組み合わされた補強
ユニットで既存構造物の外周柱と梁で形成される柱梁架構を補強する。ここに、補強ユニ
ットは、門型形状や矩形形状に組み合わされて、既存構造物の柱梁架構の外周柱と上側の
梁に取り付けられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－７６２２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の補強ユニットは、スラブの下にある下側の梁とは直接接合されず
、外周柱の外側まで設けられたスラブに固定されている。即ち、補強ユニットは、既存構
造物の柱梁架構の構造部材の一部とは接合されていない。このため、既存構造物の変形抑
制には改善の余地がある。
【０００６】
　本発明は、上記事実に鑑み、柱梁架構に沿って構造部材の全てと接合される耐震補強フ
レームを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明に係る耐震補強フレームは、外周柱と、前記外周柱に架設された
梁と、前記梁に支持されて前記外周柱の外側まで設けられたスラブと、を備えた既存構造
物を補強する耐震補強フレームであって、前記外周柱に側面が接合された一対の縦部材と
、前記スラブの下に設けられ、両端に前記スラブを切り欠いた開口部を貫通した前記縦部
材が接合されると共に、下側の前記梁の側面から張り出した連結部材に側面が接合された
下側横部材と、両端に前記縦部材が接合されると共に、上側の前記梁の側面から張り出し
た連結部材に側面が接合された上側横部材と、を有する横部材と、前記縦部材と前記横部
材で矩形状に形成され、前記既存構造物が水平力を受けたとき、前記既存構造物の変形を
抑制する枠体と、を有することを特徴としている。
【０００８】
請求項１に記載の発明によれば、縦部材と横部材を備えた枠体により、既存構造物の外周
柱と梁で形成された柱梁架構が補強される。
　即ち、枠体を構成する一対の縦部材は、既存構造物の外周柱の外側の側面にそれぞれ接
合される。また、下側横部材は、両端がスラブを切り欠いた開口部を貫通した縦部材の下
端と接合され、スラブの下で、既存構造物の下側の梁の側面から張り出した連結部材を介
して下側の梁に接合される。上側横部材は、上側の梁の側面から張り出した連結部材を介
して、既存構造物の上側の梁に接合される。これにより、既存構造物の変形を、柱梁の構
造部材に接合された耐震補強フレームで抑制することができる。
【０００９】
　請求項２に記載の発明に係る耐震補強フレームは、外周柱と、前記外周柱に架設された
梁と、前記梁に支持されて前記外周柱の外側まで設けられたスラブと、を備えた既存構造
物を補強する耐震補強フレームであって、前記外周柱に側面が接合された一対の縦部材と
、前記スラブの上に設けられ、両端に前記縦部材が接合されると共に、前記スラブを切り
欠き露出させた下側の前記梁に接合されて前記スラブの上面まで延出された連結部材に側
面が接合された下側横部材と、両端に前記縦部材が接合されると共に、上側の前記梁の側
面から張り出した連結部材に側面が接合された上側横部材と、を有する横部材と、前記縦
部材と前記横部材で矩形状に形成され、前記既存構造物が水平力を受けたとき、前記既存
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構造物の変形を抑制する枠体と、を有することを特徴としている。
【００１０】
請求項２に記載の発明によれば、縦部材と横部材で構成された枠体により、既存構造物の
外周柱と梁で形成された柱梁架構が補強される。
　即ち、枠体を構成する一対の縦部材が、既存構造物の外周柱の外側の側面にそれぞれ接
合される。また、下側横部材は、両端に縦部材が接合されると共に、スラブを切り欠き露
出させた下側の梁に接合されてスラブの上面まで延出された連結部材を介して、既存構造
物の下側の梁と接合される。上側横部材は、上側の梁の側面から張り出した連結部材を介
して、既存構造物の上側の梁と接合される。これにより、既存構造物の変形を、柱梁の構
造部材に接合された耐震補強フレームで抑制することができる。
【００１１】
　請求項３に記載の発明に係る耐震補強フレームは、外周柱と、前記外周柱に架設された
梁と、前記梁に支持されて前記外周柱の外側まで設けられたスラブと、を備えた既存構造
物を補強する耐震補強フレームであって、前記外周柱に側面が接合された一対の縦部材と
、前記縦部材に両端が接合されると共に、上側の前記梁へ上面が接合された上側横部材と
、前記縦部材に両端が接合されると共に、前記スラブを切り欠き露出させた下側の前記梁
へ下面が接合された下側横部材と、を有する横部材と、前記縦部材と前記横部材で矩形状
に形成され、前記既存構造物が水平力を受けたとき、前記既存構造物の変形を抑制する枠
体と、を有することを特徴としている。
【００１２】
請求項３に記載の発明によれば、縦部材と横部材で構成された枠体により、既存構造物の
外周柱と梁で形成された柱梁架構が補強される。
即ち、枠体を構成する一対の縦部材が、既存構造物の外周柱の内側の側面にそれぞれ接合
される。また、下側横部材は、両端に縦部材が接合されると共に、スラブを切り欠き露出
させた下側の梁に下面が接合される。上側横部材は、上側の梁の側面から張り出した連結
部材を介して、既存構造物の上側の梁と接合される。これにより、既存構造物の変形を、
柱梁の構造部材に接合された耐震補強フレームで抑制することができる。
【００１３】
　請求項４に記載の発明に係る耐震補強フレームは、請求項１～３のいずれか１項に記載
の耐震補強フレームにおいて、前記枠体には、前記枠体が水平力を受けたとき、前記枠体
の変形を抑制する枠体補強部材が設けられていることを特徴としている。
【００１４】
　請求項４に記載の発明によれば、枠体に設けられた枠体補強部材により、枠体が水平力
を受けたとき枠体の変形が抑制される。これにより、枠体の補強強度をより高くすること
ができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は、上記構成としてあるので、柱梁架構に沿って構造部材の全てと接合される耐
震補強フレームを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】（Ａ）は本発明の第１実施形態に係る耐震補強フレームの基本構成を示す正面図
であり、（Ｂ）はＹ１－Ｙ１線断面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る耐震補強フレームの基本構成を示す図１のＸ１－Ｘ
１線断面図である。
【図３】（Ａ）は本発明の第１実施形態に係る耐震補強フレームの補強部材の展開例を示
す正面図であり、（Ｂ）は他の展開例を示す正面図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係る耐震補強フレームの基本構成を示す正面図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係る耐震補強フレームの基本構成を示す図４のＸ１－Ｘ
１線断面図である。
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【図６】本発明の第３実施形態に係る耐震補強フレームの基本構成を示す正面図である。
【図７】本発明の第３実施形態に係る耐震補強フレームの基本構成を示す図６のＸ１－Ｘ
１線断面図である。
【図８】本発明の第４実施形態に係る耐震補強フレームの基本構成を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
（第１実施形態）
　図１（Ａ）～３（Ｂ）を用いて、第１実施形態に係る耐震補強フレーム１０について説
明する。ここに、図１（Ａ）は耐震補強フレーム１０を取付けた状態の正面図であり、（
Ｂ）はＹ１－Ｙ１線断面図である。図２は図１のＸ１－Ｘ１線断面図である。図３（Ａ）
、（Ｂ）は補強部材の展開例を示す図である。
【００１８】
　図１（Ａ）、図２に示すように、耐震補強フレーム１０は、既存構造物３０を耐震補強
する補強フレームであり、既存構造物３０の一対の外周柱１２Ｒ、１２Ｌと、外周柱１２
Ｒ、１２Ｌに架設された上下の梁１４Ｕ、１４Ｄで形成された、矩形状の柱梁架構４４に
取付けられている。
【００１９】
　既存構造物３０の梁１４Ｕ、１４Ｄは、上下のスラブ１６Ｕ、１６Ｄをそれぞれ支持し
ている。スラブ１６Ｕ、１６Ｄの一部は、外周柱１２Ｒ、１２Ｌの外側まで設けられ、ス
ラブ１６Ｕ、１６Ｄの先端部には、既存構造物３０の外壁６４が形成されている。外壁６
４には、窓６６が設けられている。即ち、スラブ１６Ｕ、１６Ｄの外周柱１２Ｒ、１２Ｌ
の外側まで設けられた部分は、室内側のスラブを構成している。
　なお、外周柱１２Ｒ、１２Ｌの外側まで設けられたスラブ１６Ｕ、１６Ｄは、跳ね出し
スラブ構造であっても良いし、跳ね出し大梁、小梁で支持されたスラブ構造であってもよ
い。
【００２０】
　外周柱１２Ｒ、１２Ｌは、断面形状が矩形の鉄骨鉄筋コンクリート柱（ＳＲＣ柱）で形
成され、梁１４Ｒ、１４Ｄは、いずれもＨ形鋼で形成されている。スラブ１６Ｕ、１６Ｄ
は、鉄筋コンクリートで形成されている。
【００２１】
　耐震補強フレーム１０は、一対の縦枠材（縦部材）１８Ｒ、１８Ｌを有している。縦枠
材１８Ｒ、１８Ｌは、いずれもＨ形鋼で形成され、外周柱１２Ｒ、１２Ｌの外側の側面に
接合されている。縦枠材１８Ｒ、１８Ｌの上端部はスラブ１６Ｕの下面に達し、下端部は
、スラブ１６Ｄに設けられた開口部２２を通過して、スラブ１６Ｄの下まで達している。
【００２２】
　図１（Ｂ）に示すように、外周柱１２Ｒ、１２Ｌと縦枠材１８Ｒ、１８Ｌは、アンカー
ボルト７６で接合されている。また、縦枠材１８Ｒ、１８Ｌのウェブにはスタッド８４が
取付けられており、外周柱１２Ｒ、１２Ｌと縦枠材１８Ｒ、１８Ｌの間の空間にはモルタ
ル７８が充填されている。これにより、外周柱１２Ｒ、１２Ｌと縦枠材１８Ｒ、１８Ｌが
強く接合され、一体化が図られている。
【００２３】
　また、耐震補強フレーム１０は、横部材（下側横枠材２０Ｄと上側横枠材２０Ｕ）を有
している。下側横枠材（下側横部材）２０Ｄは、スラブ１６Ｄの下に配置され、両端部が
縦枠材１８Ｒ、１８Ｌの下端部と接合されている。即ち、縦枠材１８Ｒ、１８Ｌは、スラ
ブ１６Ｄを切り欠いた開口部２２を貫通して、下端部がスラブ１６Ｄの下部に達しており
、スラブ１６Ｄの下部で、下側横枠材２０Ｄの両端が、縦枠材１８Ｒ、１８Ｌの下端と接
合される。また、下側横枠材２０Ｄは、梁１４Ｄの側面から張り出した連結部（連結部材
）２４Ｄに側面が接合されている。
【００２４】
　耐震補強フレーム１０は、上側横枠材（上側横部材）２０Ｕを有している。上側横枠材
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２０Ｕは、スラブ１６Ｕの下に配置され、両端部が縦枠材１８Ｒ、１８Ｌの上端部と接合
されている。更に、上側横枠材２０Ｕは、上側の梁１４Ｕの側面から張り出した連結部２
４Ｕに側面が接合されている。
【００２５】
　上側横枠材２０Ｕと上側の梁１４Ｕを接合する連結部（連結部材）２４Ｕは、梁１４Ｕ
のウェブから横に上側横枠材２０Ｕへ向けて取付けられたスタッド８６と、上側横枠材２
０Ｕのウェブから横に梁１４Ｕへ向けて取付けられたスタッド８８を有している。また、
スタッド８６、８８の周囲には、鉄筋９０が取付けられている。梁１４Ｕと上側横枠材２
０Ｕの間には、スタッド８６、８８と鉄筋９０の回りにモルタル９２が打設されている。
これにより、梁１４Ｕと上側横枠材２０Ｕが、強く接合される。
　連結部（連結部材）２４Ｄも、連結部２４Ｕと同じ構成であり説明は省略する。
【００２６】
　また、耐震補強フレーム１０は、縦枠材１８Ｒ、１８Ｌと上側横部材２０Ｕ、下側横部
材２０Ｄで枠体３２を構成している。枠体３２は矩形状に形成され、枠体３２の内部には
、一対のブレース（枠体補強部材）２６Ｒ、２６Ｌが設けられている。
　ブレース２６Ｒ、２６Ｌは、Ｈ形鋼で形成され、下端部が下側横枠材２０Ｄの中央部に
固定された板材２８に固定されている。また、上端部が縦枠材１８Ｒ、１８Ｌと、上側横
枠材２０Ｕの接合部（角部）に固定されている。即ち、ブレース２６Ｒ、２６Ｌは、中央
部が低く両端部が高い下に凸の形状に配置されている。
【００２７】
　これにより、枠体３２が水平力を受けたとき、ブレース２６Ｒ、２６Ｌにより、枠体３
２の変形が抑制される。上述したように、枠体３２の側面は、既存構造物３０の柱梁架構
４４の側面と、全周囲に渡り全ての部材が接合されているので、柱梁架構４４の変形を抑
制することができる。更に、柱梁架構４４の耐力を向上させることができる。
　この結果、耐震補強フレーム１０により、既存構造物３０の構造部材である外周柱１２
Ｒ、１２Ｌ、及び梁１４Ｕ、１４Ｌを補強することができる。更に、本実施形態によれば
、枠体３２が、外周柱１２Ｒ、１２Ｌの外側に固定され、下側横枠材２０Ｄがスラブ１６
Ｄの下に設けられるので、室内空間を広く確保できる。
【００２８】
　なお、本実施形態では、外周柱１２Ｒ、１２Ｌが鉄骨鉄筋コンクリート柱（ＳＲＣ柱）
の場合について説明した。しかし、これに限定されることはなく、例えば鉄筋コンクリー
ト柱（ＲＣ柱）や鉄骨柱（Ｓ柱）等、構造種別を問わず一般的な柱の全てに適用できる。
【００２９】
　次に、本実施形態に係る補強部材の展開例について説明する。
　図３（Ａ）に第１展開例を示す。第１展開例のブレース（補強部材）３４Ｒ、３４Ｌは
、枠体３２に対する取付け方向を、図１で説明したブレース２６Ｒ、２６Ｌと上下を逆に
した構成である。即ち、ブレース３４Ｒ、３４Ｌを、中央部が上側横枠材２０Ｕの中央部
に固定された板材２８に固定されている。また、下端部が縦枠材１８Ｒ、１８Ｌと、下側
横枠材２０Ｄの接合部（角部）に固定されている。即ち、中央部が高く両端部が低い、上
に凸の形状に配置している。
この構成においても、ブレース２６Ｒ、２６Ｌと同じ効果を得ることができる。なお、ブ
レース３４Ｒ、３４Ｌは、要求される横荷重が小さい場合には、角部にのみ設けてもよい
。
【００３０】
　図３（Ｂ）に第２展開例を示す。第２展開例の補強部材３６Ｒ、３６Ｌは、枠体３２に
対する取付け方向を斜めでなく縦方向としている。これにより、補強部材３６Ｒ、３６Ｌ
の視覚に訴える安定感を増すことができる。
　但し、この場合には、横荷重に対する枠体３２の剛性を確保するため、補強部材３６Ｒ
、３６Ｌの幅寸法は、ブレース２６Ｒ、２６Ｌより大きくする必要がある。
【００３１】
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（第２実施形態）
　図４、図５を用いて、第２実施形態に係る耐震補強フレーム４０について説明する。
ここに、図４は耐震補強フレーム４０を取付けた状態の正面図であり、図５は図４のＸ１
－Ｘ１線断面図である。
　耐震補強フレーム４０は、下側横枠材４２Ｄをスラブ１６Ｄの上に配置した点において
、第１実施形態に係る耐震補強フレーム１０と相違する。相違点を中心に説明する。
【００３２】
図４、図５に示すように、耐震補強フレーム４０は、外周柱１２Ｒ、１２Ｌに接合される
縦枠材４６Ｒ、４６Ｌ、及び、縦枠材４６Ｒ、４６Ｌの下端部に接合される下側横枠材４
２Ｄと、縦枠材４６Ｒ、４６Ｌの上端部に接合される上側横枠材４２Ｕを有している。
縦枠材４６Ｒ、４６Ｌ、下側横枠材４２Ｄ、及び上側横枠材４２Ｕで、枠体５０が形成さ
れ、枠体５０の内部にはブレース６４Ｒ、６４Ｌが設けられている。
【００３３】
縦枠材４６Ｒ、４６Ｌは、スラブ１６Ｄの上面と、スラブ１６Ｕの下面の間に設けられて
いる。また、縦枠材４６Ｒ、４６Ｌは、外周柱１２Ｒ、１２Ｌの外側の側面に接合されて
いる。
　上側横枠材４２Ｕは、両端部が縦枠材４６Ｒ、４６Ｌの上部と接合され、上側の梁１４
Ｕの側面から張り出した連結部２４Ｕに側面が接合されている。
下側横枠材４２Ｄは、両端部が縦枠材４６Ｒ、４６Ｌの下部と接合され、側面がスラブ１
６Ｄの上で連結部材６２に連結されている。
【００３４】
　連結部材６２は、下側の梁１４Ｄと下側横枠材４２Ｄを連結するための鋼材製の部材で
ある。スラブ１６Ｄの下側の梁１４Ｄの上方には、梁１４Ｄのフランジ幅より大きい開口
部５８が設けられている。
　連結部材６２は、Ｈ形鋼製の立上げ部材５２を有し、立上げ部材５２が、下側の梁１４
Ｄの上から開口部５８を通り立ち上げられている。
【００３５】
　立上げ部材５２は、梁１４Ｄの上フランジに下フランジを接合して立ち上げられている
。立上げ部材５２のスラブ１６Ｄからの立上げ高さは、下側横枠材４２Ｄの高さにほぼ等
しくされている。立上げ部材５２の上フランジには、連結板５４Ｕの一端が接合され、連
結板５４Ｕの他端は、下側横枠材４２Ｄの上フランジと接合されている。
【００３６】
　また、立上げ部材５２の下フランジは、平板をＬ字状に折り曲げた連結板５４Ｄの一端
（下端）と接合され、連結板５４Ｄは開口部５８から立ち上げられて、スラブ１６Ｄに沿
って下側横枠材４２Ｄの方向へ延出されている。連結板５４Ｄの他端は、下側横枠材４２
Ｄの下フランジと接合されている。連結部材６２は、スラブ１６Ｄから突出された部分が
化粧カバー５６で覆われている。
【００３７】
　これにより、下側横枠材４２Ｄと梁１４Ｄが連結板５４Ｄで連結される。この結果、既
存構造物３０の柱梁架構４４に沿って、構造部材の全てと接合できる耐震補強フレーム４
０を提供することができる。この結果、柱梁架構４４の変形を抑制することができると共
に、柱梁架構４４の耐力を向上させることができる。
　更に、本実施形態によれば、連結部材６２がスラブ１６Ｄの上に設けられ室内空間の一
部が占められるが、下階の空間へ影響を及ぼさず補強工事を行うことができる。
【００３８】
　なお、図示は省略するが、本実施形態の補強部材もブレース６４Ｒ、６４Ｌに替えて、
第１実施形態で説明した第１展開例、第２展開例を採用してもよい。
　他の構成は、第１実施形態と同じであり説明は省略する。
【００３９】
（第３実施形態）
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　図６、図７を用いて、第３実施形態に係る耐震補強フレーム６０について説明する。
ここに、図６は耐震補強フレーム６０を取付けた状態の正面図であり、図７は図６のＸ１
－Ｘ１線断面図である。
　耐震補強フレーム６０は、縦部材６８、横部材７０で構成された枠体７２を、柱梁架構
４４の内部に配置した点において、第１実施形態に係る耐震補強フレーム１０と相違する
。相違点を中心に説明する。
【００４０】
図６、図７に示すように、耐震補強フレーム６０は、外周柱１２Ｒ、１２Ｌに接合される
縦枠材６８Ｒ、６８Ｌ、縦枠材６８Ｒ、６８Ｌの下端部に接合される下側横枠材７０Ｄと
、上端部に接合される上側横枠材７０Ｕを有している。
縦枠材６８Ｒ、６８Ｌ、下側横枠材７０Ｄ、及び上側横枠材７０Ｕで、枠体７２が形成さ
れる。枠体７２は、内部に設けられたブレース７４Ｒ、７４Ｌで補強されている。
【００４１】
縦枠材６８Ｒ、６８Ｌは、下側の梁１４Ｄの上面と、上側の梁１４Ｕの下面の間に設けら
れ、外周柱１２Ｒ、１２Ｌの対向する側面に接合されている。また、上側横枠材７０Ｕは
、両端部が縦枠材６８Ｒ、６８Ｌの上部と接合され、上側の梁１４Ｕの下フランジに上フ
ランジの上面が接合されている。
【００４２】
　下側横枠材７０Ｄは、両端部が縦枠材６８Ｒ、６８Ｌの下部と接合され、スラブ１６Ｄ
を切り欠いた開口部９４に配置され、下側横枠材７０Ｄの下フランジを、下側の梁１４Ｄ
の上フランジの上に連結させている。これにより、下側横枠材７０Ｄと梁１４Ｄが接合さ
れる。この結果、既存構造物３０の柱梁架構４４の全周囲を、枠体７２で補強することが
できる。この結果、柱梁架構４４の変形を抑制することができると共に、柱梁架構４４の
耐力を向上させることができる。
【００４３】
　本実施形態によれば、下側横枠材７０Ｄがスラブ１６Ｄの上に設けられ、室内空間の一
部が占められるが、下階空間へ影響を及ぼさず補強工事を行うことができる。また、既存
躯体や設備機器との取り合いが少ない。
　なお、図示は省略するが、本実施形態の補強部材も、ブレース７４Ｒ、７４Ｌに替えて
、第１実施形態で説明した第１展開例、第２展開例を採用してもよい。
　他の構成は、第１実施形態と同じであり説明は省略する。
【００４４】
（第４実施形態）
　図８を用いて、第３実施形態に係る耐震補強フレーム８０について説明する。
　耐震補強フレーム８０は、縦枠材１８Ｒ、１８Ｌ、上側横部材２０Ｕ、下側横部材２０
Ｄで構成された枠体８２の内部に、補強部材が取り付けられていない点において、第１実
施形態に係る耐震補強フレーム１０と相違する。相違点を中心に説明する。
【００４５】
　耐震補強フレーム８０は、一対の縦枠材１８Ｒ、１８Ｌを有し、外周柱１２Ｒ、１２Ｌ
の外側の側面に接合されている。縦枠材１８Ｒ、１８Ｌの上端部はスラブ１６Ｕの下面に
達し、下端部は、スラブ１６Ｄに設けられた開口部２２を通過して、スラブ１６Ｄの下ま
で達している。
　また、耐震補強フレーム８０の下側横枠材２０Ｄは、スラブ１６Ｄの下に配置され、両
端部が縦枠材１８Ｒ、１８Ｌの下端部と、スラブ１６Ｄの下で接合されている。下側横枠
材２０Ｄの側面は、梁１４Ｄの側面から張り出した連結部２４Ｄで接合されている（図２
参照）。
【００４６】
　また、上側横枠材２０Ｕは、スラブ１６Ｕの下に配置され、両端部が縦枠材１８Ｒ、１
８Ｌの上端部と接合されている。上側横枠材２０Ｕは、上側の梁１４Ｕの側面から張り出
した連結部２４Ｕに側面が接合されている（図２参照）。
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　耐震補強フレーム８０は、縦枠材１８Ｒ、１８Ｌと上側横部材２０Ｕ、下側横部材２０
Ｄで矩形の枠体８２を構成している。枠体８２には、ブレース（補強部材）は設けられて
いない。枠体８２は、補強部材が設けられていない分、横荷重に対する剛性は低下するが
、大きな剛性を要求しない既存構造物３０においては、既存構造物３０の柱梁架構と全周
囲が接合されているので、既存構造物３０の変形を抑制することができる。更に、柱梁架
構４４の耐力を向上させることができる。
【００４８】
　なお、本実施形態は、第１実施形態の枠体３２に適用した場合を例にとり説明した。し
かしこれに限定されることはなく、第２実施形態の枠体５０、及び第３実施形態の枠体７
２に適用してもよい。他の構成は、第１実施形態と同じであり説明は省略する。
【符号の説明】
【００４９】
　１０、４０、６０、８０　耐震補強フレーム
　１２Ｒ、１２Ｌ　外周柱
１４Ｕ、１４Ｄ　梁
１６Ｕ、１６Ｄ　スラブ
　１８Ｒ、１８Ｌ　縦枠材（縦部材）
　２０Ｕ、４２Ｕ、７０Ｕ　上側横枠材（横部材）
２０Ｄ、４２Ｄ、７０Ｄ　下側横枠材（横部材）
　２２、５８、９４　開口部
　２４Ｕ、２４Ｄ　連結部（連結部材）
　２６Ｒ、２６Ｌ　ブレース（枠体補強部材）
　２８　板材
　３０　既存構造物
　３２、５０、７２、８２　枠体
３４Ｒ、３４Ｌ　ブレース（枠体補強部材）
３６Ｒ、３６Ｌ　縦材（枠体補強部材）
　４６Ｒ、４６Ｌ　縦枠材（縦部材）
　６２　連結部（連結部材）
６８Ｒ、６８Ｌ　縦枠材（縦部材）
７４Ｒ、７４Ｌ　ブレース（枠体補強部材）
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