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袖壁増し厚補強に用いる補強パネルのせん断強度に関する実験的研究 
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１．はじめに  

既存建物、特に、集合住宅などを住まいながら耐

震補強する工法の開発が急務である。2011 年 3 月 11

日の東日本大震災においても多くの集合住宅で、主

要構造部の大きな損傷は免れたものの、玄関際の二

次壁やベランダ側の方立壁が大きく損傷して、住民

たちは多大の経済負担を被った。被災後 1 年を経過

した現在も未改修建物が数多く残されている。 

二次壁やドア周りおよびサッシュの被害は、変形

性能を多大に期待した構造設計に起因すると思われ

る。筆者らは、既存建物の耐震補強では、大きな変

形性能に期待しない強度型補強が有効であると考え、

2009 年より強度型補強の一つである袖壁付き柱の

袖壁増し厚補強工法（以後、新工法と記す。）の開発

を行ってきた。 

2009 年度はせん断耐力と靭性能の関する実験研

究を行った。2010 年度は曲げ耐力と靭性能にかかわ

る実験を行った。研究で得られて知見を基に、緊急

性の高い川口市、札幌市、川崎市などに建つ集合住

宅の改修が行われている。 

これまでの研究では、①新工法は在来工法に比べ

て耐力・靭性能は共に向上する：②補強建物が損傷

する部位は鉄骨枠付き湿式パネル（以後、補強パネ

ルと記す。）と既存躯体との接合部である：③よって、

補強パネルによる補強は既存躯体梁の接合部強度が

大きく影響する：④また、接合部を改善することで

更に補強効果の向上が見込める、等の知見を得た。

しかし、補強パネル自体の耐力は確認できておらず、

よって、既存躯体梁の接合部強度を改善できたとき、

補強パネルによる補強の上限値を把握できていない。 

2011 年度の実験研究では、接合部破壊を免れたと

き、新工法による補強効果の上限値を見つけること

を試みた。また、補強パネルの力学的メカニズムの

解明も試みた。 

本報告では袖壁増し厚に用いる補強パネルのせん

断耐力の実験結果について報告する。 

２．2009 年度・2010 年度の実験結果概要  

 過年度の実験結果の概要を示す。新工法による補

強では耐力性能、靭性能は共に向上した（参考文献

1)～6)）。しかし、写真１、および、写真２に示すよ

うに、補強した袖壁付き柱の性能にかかわる損傷部  

 

水平接合部のコーン状破壊の伴い既存躯体梁が損傷。
他に大きな損傷は見られない。

損傷部分

 

写真１ せん断耐力実験（2009 年度）結果 

 

脚部水平接合部のコーン状破壊の伴い既存躯体梁が
損傷。柱脚部に曲げひび割れ。他に大きな損傷無し。

損傷部分

 

写真２ 曲げ耐力実験（2010 年度）結果 

 

 ＊1：工学院大学建築学部建築学科 ＊2：工学院大学工学研究科大学院生，＊3：芝浦工業大学名誉教授  

＊4：矢作建設工業株式会社    ＊5：日本ヒルティ株式会社  
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位は水平接合部（既存躯体の梁）で、補強パネルの

損傷は軽微であった。よって、新工法は耐力性能と

靭性能の向上に余地を残している。また、補強パネ

ル自体の耐力性を把握できていない。  

 

３．実験  

３．１実験計画  

 補強パネルのせん断性能を把握し、力学機構を解

明する目的で実験を行う。 

 

 

図１ 試験体概形状  

 

 

写真３ 試験体設置状況  

 

 既往のせん断耐力の評価式では、せん断耐力は断

面寸法、せん断スパン比、コンクリート強度、せん

断補強筋比に加えて柱主筋比が関わるとされている。

よって、試験体には、柱主筋に代わる部材として柱

置換材を設ける。柱置換材は鉛直力に対する抵抗要

素であるが、せん断力に対しては抵抗力の小さな鋼

製プレートを用いる（図１参照）。 

また、境界梁が補強パネルに先行して損傷するこ

とを避ける目的で剛強な鋼製の梁（試験体固定梁）

を用いる（写真３参照）。試験体固定梁と補強パネル

および柱置換材とは PC 鋼棒（ボルト）で留め付けた。 

 

３．２試験体  

 試験体は６対で、ISW 試験体を基本形とする。こ

れに、柱主筋量が倍増したことを想定して柱置換材

の断面積を大きくした ISR 試験体、柱主筋量をゼロ

とみて柱置換材を置かない OSW 試験体、ISW 試験体

の反曲点高さを高くした IMW 試験体、OSW 試験体の

反曲点高さを高くした OMW 試験体、補強パネルを片

側のみに配置した ISS 試験体である。 

 ISW 試験体、ISR 試験体、OSW 試験体の配筋詳細を

図２から図４に例示する。また、鉄筋（鉄骨枠）組

み立て状況を写真４と写真５に示す。そして、PC 鋼

棒（ボルト R17）の留め付け状況を写真６に示す。 

 鉄骨枠は山形鋼で端部を４５度に切断して突合せ

溶接して枠材を作った。縦横筋は鉄骨枠（山形鋼ウ

エブ）にフレア溶接した。なお、横筋を台形状に折

り曲げて重なり部の解消を図った。 

 

 

 

図２ ISW 試験体（基本形試験体）  
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写真４ ISW 試験体鉄筋組立状況 

 

 

図３ ISR 試験体（柱置換材の断面積を倍増）  

 

 

図４ OSW 試験体（柱置換材無し）  

 

 

写真５ OSW 試験体鉄筋組立状況 

 

 

写真６ OSW 試験体接合部状況 

 

３．２材料強度  

 コンクリート圧縮試験結果を表１に記す。試験体

製作（コンクリート打設）日は同一であるが、実験

日が異なり、材齢に応じて試験体毎にコンクリート

強度を変えた。なお、コンクリート圧縮試験は実験

期間の間で３回行った。この結果を基に、試験体の

コンクリート強度は材齢の２次関数と仮定して「推
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定σB」を算定した。 

 補強パネル縦筋横筋（D13）の引張試験結果を表２

に記す。 

 鉄骨枠（山形鋼 L-150×90×9）の引張試験結果を

表３に記す。山形鋼から試験片（プレート）を切り

出し引張試験した。 

 柱置換材（40mm 厚さのプレート）の材料試験結果

を図５に示す。プレートは２点支持、２点加力曲げ

試験を行い、プレート表面の曲げ変形時の歪度を測

定した。図で歪度（横軸）はひずみゲージによる計

測値で、応力度（縦軸）は荷重（計測値）に対する

曲げモーメント（計算値）から算出した縁応力度で

ある。 

 なお、降伏棚が不明確なため 0.2%オフセット法で

降伏値（σy）と降伏時（εy）の歪度を記した。 

 

表１ コンクリート圧縮試験強度  

 

表２ 補強パネル縦筋横筋（D13）引張試験結果  

 

表３ 鉄骨枠材（山形鋼）引張試験結果  

 

 

 

図５ 柱置換材（プレート）曲げ試験結果  

３．３実験結果  

○耐力と層間変位 

 実験結果（荷重変形曲線）を図６から図１１に示

す。また、最大強度と最大強度時の圧縮側にある補

強パネルのせん断変形角を表４に示す。 

 柱置換材がある試験体（ISS、ISW、ISR、IMW）は

最大耐力に達したのち７割程度耐力が低下して、そ

の耐力を保ちながら大きな変形まで耐える傾向があ

る。 

 柱置換材の無い OSW 試験体は柱置換材の有るもの

と比べて最大耐力に達した以降は変形の増加に伴い

耐力は次第に低下する。 
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 柱置換材が無く、加力点高さが高い（反曲点高さ

が高い）試験体（OMW 試験体・OMWS 試験体）は極め

て脆く破壊した。OMW 試験体は脚部の回転変位が大

きく層間変形角の計算値が加力方向と逆の負側に出

る部分もある。 

・対比考察 

１）補強パネルが片側のみと両側にあることに差異

のある ISS 試験体と ISW 試験体を比較 

ISW 試験体に比べて ISS 試験体の最大耐力は 60%

程度と小さい。また、最大耐力時の割線剛性も 17%

程度と極めて小さい。初期割線剛性（1/500rad 時で

比較）も 45%程度と小さい。 

以上から、引張側の補強パネルの有無は最大耐力

と剛性に関わる。 

２）柱置換材の断面積の大小と有無に差異の ISW 試

験体と ISR 試験体と OSW 試験体を比較 

ISW 試験体に比べて ISR 試験体の最大耐力は 111%

程度で大きい。しかし、割線剛性は 41%程度、初期

割線剛性は 78%と小さい。 

また、ISW 試験体に比べて OSW 試験体の最大耐力

は 94%程度で小さい。そして、割線剛性は 63%程度、

初期割線剛性は 91%程度で小さい。 

以上から、柱置換材の断面積の差異は最大耐力に

影響する。しかし、剛性には影響しない。 

３）加力点高さに差異のある ISW 試験体と IMW 試験

体を比較 

ISW 試験体に比べて IMW 試験体の最大耐力は 87%

程度小さい。割線剛性は 56%程度、初期割線剛性は

79%程度で小さい。 

以上から、反曲点高さの差異は最大耐力と割線剛

性に関わる。 

４）加力点高さに差異のある OSW 試験体と OMW 試験

体を比較 

共に柱置換材の無い OSW 試験体と OMW 試験体を比

較する。OSW 試験体に比べて OMW 試験体の最大耐力

は 85%程度で小さい。割線剛性は 68%程度、初期割線

剛性は 81%程度で小さい。 

以上から、柱置換材の有無に関わらず反曲点高さ

の差異は最大耐力と割線剛性に関わる。 

 

 

表４ 最大耐力時の層間変形角等 

試験体 ISS ISW ISR OSW IMW OMW OMWS
最大強度Qwu(kN) 409 665 738 625 576 534 542
最大強度比（対ISW） 0.62 1.00 1.11 0.94 0.87 0.80 0.82
最大強度時せん断変形角(rad) 1/134 1/493 1/182 1/329 1/320 1/263 1/1007
最大強度時割線剛性(kN/rad) 54806 327845 134316 205625 184320 140442 545794
割線剛性比（対ISW) 0.17 1.00 0.41 0.63 0.56 0.43 1.66
1/500rad時強度(kN) 297 665 517 608 525 489 -
初期割線剛性比（対ISW） 0.45 1.00 0.78 0.91 0.79 0.74 -  

 

 

図６ ISS 型試験体の実験結果 

 

 

図７ ISW 型試験体の実験結果 
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図８ ISR 型試験体の実験結果 

 

 

図９ OSW 型試験体の実験結果 

 

 

図１０ IMW 型試験体の実験結果 

 

○ひび割れ状況 

 最大耐力直後の補強パネル表面のひび割れ状況を

写真７から写真１２に示す。 

 ひび割れ方の共通の傾向として、圧縮側補強パネ

ルでは補強パネルの対角線に沿ったひび割れを生じ 

 

図１１ OMW 型試験体の実験結果 

 

る。また、脚部（圧縮支点付近）で圧潰などの状況

は無い。 

一方引張側補強パネルではひび割れの角度は対角

線方向に比べて水平に近い。また、脚部ではひび割

れ幅の広い水平ひび割れが生じている。 

・対比考察 

１）補強パネルが片側のみと両側にあることに差異

のある ISS 試験体と ISW 試験体を比較 

ISS 試験体の補強パネルと ISW 試験体の圧縮側の

補強パネルのひび割れ状況を比較する。ひび割れは

共に補強パネルの対角線に沿っている。 

以上から、引張側補強パネルの有無は圧縮側補強

パネルのひび割れ状況に関わりが少ないと考える。 

２）柱置換材の断面積の大小と有無に差異の ISW 試

験体と ISR 試験体と OSW 試験体を比較 

圧縮側補強パネルでは、3 つの試験体は共に対角

線に沿ってひび割れている。また、引張側補強パネ

ルでは、共にひび割れ線の角度は対角線方向より水

平に近い。そして、脚部ではほぼ水平に大きくひび

割れている。ここで、脚部の水平のひび割れは、OSW

試験体では引張側補強パネルの脚部から圧縮側補強

パネルの一部まで進展している。一方、柱置換材の

有る 2 体（ISW 試験体、ISR 試験体）では引張側補強

パネル内に水平ひび割れは止まっている。 

以上から、柱置換材の有無は引張側補強パネル脚

部に生じるひび割れが圧縮側補強パネル脚部に進展

する有無に影響する。柱置換材の断面積の差異は圧

縮側補強パネルと引張側補強パネルのひび割れ状況

に影響が少ないと考える。 

３）加力点高さに差異のある ISW 試験体と IMW 試験

体を比較 
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ISW 試験体と IMW 試験体は共に、圧縮側補強パネ

ルでは対角線方向にひび割れ場ある。また、引張側

補強パネルのひび割れは圧縮側補強パネル脚部外端

に向かう放射線状に、対角線に対して水平に近い角

度でひび割れている。 

以上から、反曲点高さの差異はひび割れ状況に影

響が少ないと考える。 

４）加力点高さに差異のある OSW 試験体と OMW 試験

体を比較 

共に柱置換材の無い OSW 試験体と OMW 試験体を比

較する。圧縮側補強パネルのひび割れが対角線方向

であること、引張側補強パネルのひび割れは圧縮側

補強パネル外端に向かう放射状で対角線に対して水

平に近い事、引張側補強パネル脚部に水平なひび割

れを生じ、これが圧縮側補強パネル脚部内に進展し

ていることが同一である。 

以上から、反曲点高さの差異はひび割れ状況に影

響が少ないと考える。 

 

 

写真７ ISS 試験体ひび割れ状況 

 

写真８ ISW 型試験体ひび割れ状況 

 

 

写真９ ISR 試験体ひび割れ状況 

 

写真１０ OSW 試験体ひび割れ状況 

 

写真１１ IMW 試験体ひび割れ状況 
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写真１２ OMW 試験体ひび割れ状況 

 

○柱主筋・袖壁縦筋・袖壁横筋の歪状況 

 図１２に ISW 試験体を例に袖壁縦筋・鉄骨縦枠

材・柱置換材の鉛直方向の歪度を示す。A-G は圧縮

側、P-V は柱置換材、H-N は引張側にある鋼材の歪度

である。一部（K,L）は降伏時歪度εy を超えている

ものの他は未降伏である。 

 図１３に袖壁横筋の歪状況を示す。左図は圧縮側

にある袖壁横筋の状況で、右図は引張側横筋の歪度

の状況である。左図（圧縮側）では L2— L4 の横筋が

εy を超え降伏している。一方、右図（引張側）で

は未降伏状態にある。 

以上から、柱置換材を挟み圧縮側にある補強パネ

ルがせん断破壊している。 

 

 

図１２ ISW 試験体縦筋の歪状況  

 

図１３ ISW 試験体の横筋の歪状況  

 

４．まとめ  

袖壁付き柱を想定して柱置換材を設けた補強パ

ネルのせん断力に対する挙動を Qc-R 曲線、ひび割れ、

鋼材の歪状況から調べた。圧縮側横筋のみが降伏し

ていること、Qc-R 曲線が脆性的で無く２段になるこ

と、ひび割れ線の角度が左右で異なること、以上か

ら、柱置換材を挟んで圧縮側にある補強パネルのせ

ん断破壊が先行していることが分かった。耐力の評

価において、左右の補強パネルは一体では無く、よ

って、既往の壁耐力評価式を用いることはできない。 

 今後は耐力評価式の提案など、実験結果の分析を

進める予定である。 
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