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1.  はじめに 
 
 1995 年の兵庫県南部地震以来，既存建物（新耐震設

計法以前の建物）の耐震診断・耐震補強の必要性が強

調されたが，既存建物の耐震化はあまり進まなかった。

2006 年に「耐震改修促進法」が改正され，2015 年まで

に住宅および特定建築物を対象に，これらの耐震化率

を 90％にする目標を掲げ，各地方公共団体はその実現

のための計画・方針を策定している。これにより，公

立の小中学校校舎・体育館の耐震補強は 2009 年度には

かなり進む見込みである。しかし，これ以外の民間建

物の耐震補強は遅々として進まない現状にある。その

原因の主たるものは，耐震補強工事中の振動・騒音・

粉塵がひどく一時的な移転が必要な場合が多い事，工

事の時間帯・期間が限定され施工期間が長引く事，工

事費が意外に嵩む事，耐震補強部材の増設により動線

計画や採光などの阻害要因になる事などが考えられる。 
 動線計画や採光に影響を与えない耐震補強として，

既存壁へのコンクリート増打ち補強が行われているが，

増設時と同様に，あと施工アンカー工事やコンクリー

ト打設工事に伴う騒音のため，一時移転や夜間工事と

なり、工事期間が長期化する。 
 そこで，あと施工アンカー工事に伴う振動・騒音・

粉塵を解消する目的で補強壁鉄筋の既存躯体への定着

を接着（以下，接着定着と称す）とし，またコンクリ

ートを打設する代わりにポリマーセメントモルタル

（以下，PCM と称す）による塗付け作業で行う工法

（以下，PCM 増打ちと称す）を提案し，補強工事に伴

う騒音・振動を極力抑えた耐震補強工法を提案する。 
 本論では，鉄筋の接着状況（溝の有無），PCM 増打

ち壁の鉄筋量を実験パラメータに水平加力実験を行い，

PCM 増打ち壁の鉄筋量および定着部詳細の違いによる

補強効果を確認した。 
 

2.  実験計画 
 
2.1  試験体 
 本工法の構造的特徴は，PCM で増打ちする壁（以下，

PCM 壁と称す）の壁筋端部を既存フレームに接着定着

する点（あと施工アンカーを用いない），増打ちする側

の既存壁面に目荒しやダボ筋などを施さない点である。

実験はこのような特徴を有する PCM 増打ち補強壁を対

象に行った。試験体の形状は，図－1 に示す通り柱梁

フレームを有する１層１スパンの独立壁で，1/2 モデル

である。 
 実験のパラメータは，PCM 壁筋端部の接着部詳細

（溝の有無）と PCM 壁筋比（PCM 壁のみを対象とし

た壁筋比で，0.73％，1.21％）とし，試験体は計 3 体で

ある。試験体諸元の一覧を表－1 に示す。柱中心間距

離（ 3,000mm），基礎から水平載荷点までの高さ

（1,600mm），柱（350x350mm，主筋 4-D22+8-D19，帯

筋 D6-□-@230），梁（230x380mm，主筋 4-D19，端部

梁
　主筋：4-D19
　肋筋：端部 D6-□-@150
　　　　中央 D6-□-@300

200

＊１ 技術センター 建築技術開発部 建築生産技術開発室

＊２ 設計本部 構造グループ 
図－1 試験体形状・寸法 

Fig.1 Shape and scale of specimens 
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帯筋 D6-□-@150，中央帯筋 D6-□-@300），既存壁（壁

厚 100mm，D6@125 ﾀﾃﾖｺｼﾝｸﾞﾙ），PCM 壁厚（35mm）

は共通である。PCM 壁と既存フレーム（柱・梁）との

接合部に，図－2 に示すような鉄筋端部に鋼板を溶接

した金物を配置し，鋼板を既存フレームにエポキシ樹

脂系モルタルで接着し，鉄筋部を PCM 壁内に埋設して

PCM 壁筋との重ね継ぎ手とし力の伝達を行う。PCM
増打ち作業は，35mm の厚さを 3 層に分けて行った。 
 接着面積を増やす目的で既存フレームに溝を設けた

試験体が P07-AG，溝を設けない試験体が P07-A であ

る。P12-A は PCM 壁筋比を大きくした試験体で，接着

定着部の溝は設けていない。 
 試験体に用いた材料の材料試験結果を表－2 に示す。 

厚（mm） 配筋 厚（mm） 配筋

P07-A 接着・溝なし

P07-AG 接着・溝あり

P12-A 接着・溝なし
D6@75　シングル

pw=1.208%

PCM壁
備考

　既存壁の表面
処理なし

100
D6@125
シングル
pw=0.254%

35

D6@125
シングル
pw=0.725%

試験体
PCM壁筋
の定着

既存壁

2.2  加力方法 表－1 試験体諸元 
Table 1 Parameters of specimens  試験体への加力は，柱への軸方向載荷と上部梁芯へ

の正負繰り返し水平載荷である。柱への軸方向載荷は

N=700kN（軸力比 0.14：σ0=5.71N/mm2）の一定軸外力

とし，水平載荷時にも一定の外力に保った。正負繰り

返し水平載荷は，梁両端からの押し・引きの両方で与

えた。加力装置図を図－3 に示す。 

接着　P07-A, P12-A：溝なし
　　　P07-AG　　 ：深さ10mmの溝あり）

PCM壁
　縦筋：D6 @125
　横筋：D6 @125
　　　　（Pw=0.725%)

PCM壁
　縦筋：D6 @75
　横筋：D6 @75
　　　　（Pw=1.208%)

 P07-A
 P07-AG 

 P12-A

既

存

壁

基礎梁

D6

エポキシ樹脂系
接着モルタル

1
0

35

2

 載荷履歴は層間変形角で制御し，層間変形角 1/2000，
1/1000，1/500 で正負載荷を各１回行った後，層間変形

角 1/300，1/200 で正負載荷を各２回行う計画とした。 
 

3.  実験結果 
 
3.1  水平荷重－層間変形角関係および破壊性状 
 図－4 a)～c)に実験から得られた水平荷重－層間変形

角関係を示す。横軸は水平荷重位置に於ける水平変位

を基礎からの水平載荷高さで除した層間変形角を，縦

軸は水平荷重を示す。図中には一点鎖線で計算耐力

（3.5 節参照）も図示している。 

図－2 PCM 壁配筋 
Fig.2 Bar arrangement of PCM wall 

 接着定着部に溝を設けていない P07-A の場合，層間

変形角 1/3500 付近で既存壁に，層間変形角 1/1700 付近

で PCM 壁にせん断ひび割れが発生し，剛性が低下し始

めた。層間変形角 1/1000 で両壁のせん断ひび割れはほ

ぼ同程度になり，柱頭にはせん断ひび割れが生じた。

その後，両壁のせん断ひび割れが全面に発生し，層間

変形角 1/207 で壁中央のせん断ひび割れが拡大すると

共に梁のせん断破壊を誘発して最大耐力（Qmax= 
2684kN）に達し，急激な耐力低下を生じた。実験から

得られた最大耐力は，計算耐力を上回る結果であった。 
 接着面積を増やす目的で接着定着部に溝を設けた

P07-AG でも，P07-A とほとん

ど同様の挙動を示した。層間

変形角 1/215 で両壁のせん断ひ

び割れが拡大して梁および柱

のせん断破壊を誘発し，最大

耐力（Qmax= 2648kN）に達し

て急激な耐力低下を生じた。

最大耐力および最大耐力時の

既存柱梁壁

圧縮強度

（N/mm
2
） 第一層 第二層 第三層 平均

P07-A 31.5

P07-AG

P12-A

29.2 30.1
33.4

試験体 圧縮強度（N/mm
2
）

PCM壁

31.2 30

降伏点 引張強度 破断伸び

（N/mm
2
） （N/mm

2
） （％）

既存柱梁壁 368 559 18.5

PCM壁 380 578 20.8

D19 既存柱 422 593 20.3

D22 既存梁 399 586 19.5

D6

種類 使用部位

表－2 材料試験結果 
Table 2 Material test results 

a) コンクリート，PCM 

b) 鉄筋 

2
,
2
0
0

100ton ジャッキ

ローラー支承 ローラー支承

門型フレーム 門型フレーム

試験体

図－3 加力装置 
Fig.3 Loading system 
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層間変形角は P07-A の場合とほとんど変わらなかった。

 PCM 壁筋比を大きくした

 

ひび割れ状況比較 
割れ状況

効果 
い P07-A と溝を設けた P07-

と P12-A の正加力側水平荷

ひび割れ状況比較 
割れ状況

効果 
い P07-A と溝を設けた P07-

と P12-A の正加力側水平荷

P12-A に於いても層間変形

角 1/300 までは他の 2 体と同様の挙動を示したが，層

間変形角 1/300 以後はほとんど耐力の上昇は見られず，

層間変形角 1/242 で壁のせん断ひび割れが拡大して梁

および柱のせん断破壊を誘発して最大耐力（Qmax= 
2511kN）に達し，急激な耐力低下を生じた。最大耐力

および最大耐力時の層間変形角ともに，3 体の中で最

も小さな値となった。 
3.2  既存壁と PCM 壁の

び柱のせん断破壊を誘発して最大耐力（Qmax= 
2511kN）に達し，急激な耐力低下を生じた。最大耐力

および最大耐力時の層間変形角ともに，3 体の中で最

も小さな値となった。 
3.2  既存壁と PCM 壁の

 写真－1～3 に各試験体の加力終了時のひび 写真－1～3 に各試験体の加力終了時のひび

を示す。各写真の a)は PCM 壁のひび割れ状況を，b)は
既存壁のひび割れ状況を示す。なお，既存壁の写真は

PCM 壁との比較が容易なように左右反転している。 
 各試験体の既存壁のひび割れ状況と PCM 壁のひび割

を示す。各写真の a)は PCM 壁のひび割れ状況を，b)は
既存壁のひび割れ状況を示す。なお，既存壁の写真は

PCM 壁との比較が容易なように左右反転している。 
 各試験体の既存壁のひび割れ状況と PCM 壁のひび割

れ状況を比較すると，全試験体ともほぼ同じ位置に同

様のひび割れが生じていることがわかる。このことか

ら，PCM 増打ち壁を施工する際に，既存壁に目荒し等

の処置を施さなくても，増打ち後の壁は一体的に挙動

すると言える。 
3.3  接着定着の

れ状況を比較すると，全試験体ともほぼ同じ位置に同

様のひび割れが生じていることがわかる。このことか

ら，PCM 増打ち壁を施工する際に，既存壁に目荒し等

の処置を施さなくても，増打ち後の壁は一体的に挙動

すると言える。 
3.3  接着定着の

 接着定着部に溝を設けな 接着定着部に溝を設けな

AG の正加力側水平荷重－層間変形角包絡曲線を比較

して図－5 に示す。層間変形角 1/500～1/300 までは

P07-AG の方がやや大きな耐力を示すものの，最大耐力

はほとんど変わらない。また，最大耐力時の層間変形

角もほとんど変わらない結果となった。このことから

接着定着部に設けた溝が，耐力・変形能力に与える効

果は認められなかった。 
3.4  PCM 壁筋比の影響 

AG の正加力側水平荷重－層間変形角包絡曲線を比較

して図－5 に示す。層間変形角 1/500～1/300 までは

P07-AG の方がやや大きな耐力を示すものの，最大耐力

はほとんど変わらない。また，最大耐力時の層間変形

角もほとんど変わらない結果となった。このことから

接着定着部に設けた溝が，耐力・変形能力に与える効

果は認められなかった。 
3.4  PCM 壁筋比の影響 
 PCM 壁筋比の違う P07-A PCM 壁筋比の違う P07-A
重－層間変形角包絡曲線を比較して図－6 に示す。層

間変形角 1/500～1/300 までは P12-A の方がやや大きな

耐力を示すものの，層間変形角 1/300 以後は耐力の上

重－層間変形角包絡曲線を比較して図－6 に示す。層

間変形角 1/500～1/300 までは P12-A の方がやや大きな

耐力を示すものの，層間変形角 1/300 以後は耐力の上
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a) P07-A b) P07-AG c) P12-A 
図－4 水平荷重－層間変形角関係 

Fig.4 Lateral load – drift angle relationship 

a) PCM 壁 a) PCM 壁 a) PCM 壁 

b) 既存壁 
写真－1 ひび割れ状況（P07-A） 

Photo 1 Crack view（P07-A） 

b) 既存壁 b) 既存壁 
写真－2 ひび割れ状況（P07-AG） 写真－3 ひび割れ状況（P12-A）

Photo 3 Crack view（P12-A） Photo 2 Crack view（P07-AG） 
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昇は見られず，最大耐力は P12-A の方がやや小さな値

となった。また，最大耐力時の層間変形角も P12-A の

方がやや小さな値となった。このように壁筋比の増加

による補強耐力の改善が明確でなかった原因について

は今後の課題である。 
3.5  実験耐力と計算耐力 

力（実験耐力）と計算耐力

.  まとめ 

ポリマーセメントモルタル（PCM）で増打ち補強し 

施さなくても，

2) 

3) 認められ

4) を増やす目的で設けた接着定着部の溝の

5) ，荒川式で安全側
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P07-A
P07-AG  実験から得られた最大耐

を比較して図－7 に示す。横軸が計算耐力，縦軸が実

験耐力である。計算耐力は，既存壁とPCM壁が最大耐

力まで一体として挙動していたことから，増打ち補強

された壁を等価な一枚壁に置換して荒川式1)（Mean
式）を適用した。なお，Mean式とするため文献 1)の終

局せん断耐力式の係数 0.053 を 0.068 とし、3.4 節で示

した現象については考慮していない。同図より，全試

験体とも実験耐力は計算耐力を上回っており，荒川式

で安全側に評価できることがわかる。 
 

図－5 溝の有無による包絡曲線の比較 
Fig.5 Influence of the groove 
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た壁を対象に，鉄筋の接着部詳細（溝の有無），PCM
増打ち壁の鉄筋量を実験パラメータとした水平加力実

験を行い，以下のような知見を得た。 
1) 既存壁と PCM 壁間に目荒し等を

両壁は最大耐力時まで一体として挙動する。 
PCM 壁の壁筋を接着用金物を介して接着定着する

図－6 PCM 壁筋比の違いによる包絡曲線の比較 
Fig.6 Influece of PCM wall bar ratio 

方法は，有効な耐震補強工法である。 
本補強工法による塑性変形能力の向上は

1000

1500

2000

2500

3000

1000 1500 2000 2500 3000

計算耐力(kN)

実
験
耐
力
(
k
N
)

P07-A P07-AG

P12-A

ない。 
接着面積

効果は認められない。 
PCM 増打ち補強壁の補強耐力は

に評価できる。 

 

図－7 実験耐力と計算耐力の比較 
Fig.7 Comparison between experimental strength 

 and calculation strength 

リート造建築物の耐震改修設計指針 同解説 
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