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要旨：面外方向への倒壊防止を意図した形状の靭性ブロックを組積するだけの簡便な RC 造

建物の耐震補強方法を提案し，組積造壁増設による補強効果，破壊機構の変化を明らかにす

るため，静的加力実験を行った。その結果，組積造壁の増設が架構の耐力を大きく向上させ

ること，柱のせん断破壊後も組積造壁が柱に代わって軸力を負担すること，柱のせん断破壊

を境に組積造壁が摩擦抵抗機構を発現することなどを確認した。 

キーワード：耐震補強，組積造壁，繊維補強セメント複合材料，静的実験 

 

1. はじめに 

既存不適格となる鉄筋コンクリート（以下，

RC）造建物を耐震補強するため，既存躯体内に

RC 造壁や鉄骨ブレースを増設する方法を採る

事例が数多く見られる。これらの方法では比較

的大掛かりな作業が必要であり，例えば，大型

機械による資材の搬入や，RC 躯体へのあと施工

アンカー設置に伴う穿孔などによって発生する

騒音・振動・粉塵が工事中の居室の利用を制限

する要因となる。 

一方，主な作業が組積作業のみで，人力によ

る持ち運びが可能な組積ブロックで構成される

組積構造は上記の弊害が抑えられ，且つ，労働

力，労働時間の削減が可能な点において既存建

物の耐震補強方法へ応用する際の優位性が期待

できる。しかし，周知の通り，鉄筋を配さない

組積構造は面外方向への入力に対し極めて脆弱

であるため，わが国においてはほとんど用いら

れないのが現状である。 

そこで，これら組積構造の長所・短所に着目

し，組積ブロックに面外方向への幾何学的な噛

み合いを設けることで水平力抵抗機構を確保し，

施工性に優れる新しい耐震補強法について検討

する。提案する補強構法の有効性を検証するた

め，既存不適格となる RC 造柱梁架構と，これに

本手法により耐震補強を施した試験体を計画し，

静的加力実験を行った。本研究では，補強構法

の面内・面外方向の性能を確認するため，各方

向に対して静的な加力実験を行ったが，本稿で

は面内方向の性能について検証した結果につい

て報告する。 

 

2. 実験方法 

2.1 試験体 

実験対象は 1970 年代初頭までに竣工の 3 階建

てRC造学校建物の1階部分を想定したスケール

3/10 の門型架構試験体である。 

図－1(a)に補強を施さない RC 造フレーム試

験体（以下，B-Frame）を，図－1(b)に B-Frame

を後述のブロック造壁により耐震補強した試験

体（以下，I-Frame）を示す。RC 造フレームを構

成する柱の補強筋比は小さく，計画時にはせん

断破壊が先行することを期待した。 

2.2 補強方法 

補強に用いるブロックの詳細を図－2 に示す。

面外方向の力や変形に対する抵抗機構を確保す
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引張鉄筋比：0.66%

せん断補強筋比：0.12%

180 1170 180

30
0

9
00

30
0

180 1170 180180 180 180 180

(a) B-Frame     (b) I-Frame 

図－1 試験体詳細 
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表－1 材料特性

コンクリート 

  
圧縮強度

N/mm2 

引張強度

N/mm2 

ヤング係数

N/mm2 

B-Frame 25.32 2.36 21367 

I-Frame 30.41 2.84 24094 

 HPFRCC 

圧縮試験 一軸引張試験 4 点曲げ試験 
目地モルタル 

圧縮強度

N/mm2 

ヤング係数 

N/mm2 

引張強度

N/mm2 

引張強度時歪度

μ 

引張強度

N/mm2 

引張終局歪度

μ 

圧縮強度

N/mm2 

引張強度

N/mm2

39.31 11222 1.58 1670 2.34 6684 38.89 9.31 

 

鉄筋 

  
降伏強度

N/mm2 

降伏歪度

μ 

引張強度

N/mm2 

ヤング係数

N/mm2 

D4 382.04 3916 575.47 197240

D10 364.03 1881 488.85 189345

 

るため，幾何学的な噛み合いを確保し得る詳細

とした。ただし，既往の研究 1)から，ブロックの

噛み合い部には応力が集中するため，脆性材料

によるブロックを用いた場合，噛み合い部が脆

性的に破壊し，早期に噛み合い効果を失うと予

想された。そこで当該ブロックには靭性材料を

使用することで上記を防止し，ブロックの損傷

後も噛み合い効果が十分機能するように計画し

た。本研究では靭性材料として，高靭性繊維補

強セメント複合材料（以下，HPFRCC）を用いた。

HPFRCC は文献 2)を参考に質量比で 1.0：0.4：

0.45（セメント：砂：水）のモルタルに体積比

1%のポリエチレン繊維を混入して製作した。 

目地モルタルの配合は，施工を簡便に行う目

的から，日本において一般的な組積工事で用い

られる配合，体積比で 1：1/3：1/2（砂：水：セ

メント）とした。将来的にはドライジョイント

とすることも考えられるが，自主製作したブロ

ックの製作精度を考慮し，本実験では目地モル

タルによる組積方法を採用した。目地幅はブロ

ック間（噛み合い部を含む）を 5mm，ブロック

外周を 10mm とした。I-Frame のブロック壁の断

面図を図－3に示す。凹凸のない通常のブロック

組積と異なり，最上段ブロックは下段のブロッ

クの凸部により物理的に組積できないため，最

上段のブロックのみ厚さ方向に 2 分割して作成

し，下段ブロックの凸部を 2 枚のブロックで挟

んで設置した後，これらをボルトで固定した。

また，上下スタブ（実際には梁）との境界部を

支点とする回転（面外への転倒）を防止するた

め，L 型の鉄アングルを壁とスタブが接する隅角

部に同図に示すように設置した。 

2.3 材料特性 

各試験体に使用した材料の力学的特性を表－

1 に示す。コンクリートの設計基準強度を

18N/mm2 として計画したが，両試験体ともに過

大な実強度が発現された。HPFRCC の引張特性

は文献 3)の各種一軸引張試験を参考に以下の一

軸引張試験を行い評価した。図－4に本引張試験

の概要を示す。試験には万能試験機を用い，試

験体両端をチャックで固定し載荷した。検長区

間は 100mm とし，検長区間外側に接着剤でパイ

型変位計を設置して平均歪度を計測した。ただ

し，表－1 には，参考値として JCI 規準 4）に従っ
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図－5 載荷装置図 
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図－6 変位測定位置 
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て行った曲げ試験より算出した引張強度，引張

終局歪も掲載した。 

2.4 載荷・計測方法 

図－5 に載荷装置図を示す。南北の各柱に

100kN の鉛直荷重（計画時軸力比：0.15）を載荷

した後，試験体頂部変形角 1/400，1/300，1/200，

1/150，1/100，1/75，1/50，1/37.5，1/25rad まで

正負交番で各 1 サイクルずつ水平力を載荷した。

ただし，水平力載荷高さはおよそ上階の床位置

を想定し，脚部から 1080mm の高さ（せん断ス

パン比＝載荷高さ／柱中心間距離＝0.8）に設定

したため，両鉛直ジャッキにより水平力の増減

に比例する曲げ戻しモーメントを作用させた。 

荷重は両鉛直ジャッキによる鉛直荷重各 1 点，

水平ジャッキによる水平荷重 1 点の計 3 点を計

測し，図－6に示す変位測定位置における水平・

鉛直・対角の各変位を測定した。また，南北各

柱の頭脚部を中心に，主筋・せん断補強筋の歪

度を各々12 点，I-Frame に関しては組積造壁の最

下部中央ブロックの表裏中央に歪ゲージを貼付

しブロックの鉛直歪度も測定した。更に，各サ

イクルのピーク時，除荷時に柱に生じた最大ひ

び割れ幅を，曲げとせん断とに分けてクラック

スケールを用いて目視によりそれぞれ計測した。 

 

3. 実験結果 

表－2 に各試験体の破壊経過の概要を示す。同

表中，背景が灰色の領域は RC 柱がせん断破壊し

た後の挙動である。図－7(a)，(b)に B-Frame，

I-Frame の最終破壊状況，同図(c)に柱がせん断破

壊する直前のサイクル（-1/50 サイクル）ピーク

時における I-Frame の破壊状況を示す。なお，加

力前の初期ひび割れは薄線で示す。 

3.1 柱のせん断破壊以前の挙動 

図－8 に各試験体の柱がせん断破壊する以前，

B-Frame では+1/25 サイクル途中，I-Frame では

+1/37.5 サイクル途中までの荷重－変形関係を示

す。表－2，図－8 より，B-Frame は+1/100 サイ

クルピーク時に曲げ降伏したと考えられ，+1/50

サイクル途中，変形角 1.78％付近で最大耐力

90.6kN を記録した。+1/37.5 サイクルピーク直前

に引張柱脚部の補強筋が降伏し，せん断ひび割

れが拡大し始め，続く+1/25 サイクルでは大きく

剛性低下し，変形角約 1.93%で最大耐力のおよそ

1/2 である 47.0kN を記録後，両柱がせん断破壊

した。本試験体はせん断破壊する以前では典型

的な紡錘形の履歴曲線を描いた。実験計画では

比較的早期にせん断破壊する設計であったが，

本試験体はコンクリート強度が過大に発現され

た（表－1）ため，大変形域まで耐力を維持し続

ける結果となった。 

I-Frame は+1/50 サイクルピーク時に柱がせん

断破壊する以前での最大耐力 123.6kN を記録し

たが，これは B-Frame の最大耐力の約 1.36 倍に

相当する。B-Frame 同様，+1/100 サイクルで柱が

曲げ降伏したと判断されるが，壁の増設により

架構全体の耐力は大幅に増大した。その後，
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+1/37.5 サイクル途中，変形角 2.34%付近で柱が

せん断破壊し耐力が大きく低下し始めた。ただ

し，I-Frame の柱のせん断破壊時における壁の損

傷は，微細なひび割れが分散して生じたのみで，

軽微であった（図－7(c)）。 

I-Frame の柱のせん断破壊以前においては，壁

の増設により架構全体の耐力は増大するが，RC

柱の靭性が低下，つまり柱のせん断破壊が無補

強試験体より早期に生じるという，ブロック造

壁が RC 造架構に与える典型的な効果が確認さ

れた。本効果は柱の挙動を詳細に分析すること

で説明できるが，紙面の都合上，稿を改めて報

告する。 

3.2 柱のせん断破壊以降の挙動 

各試験体のせん断破壊以降の荷重－変形関係

を図－9に，柱の軸方向変位－頂部変形角関係を

図－10にそれぞれ示す。 

先に記述したように，B-Frame は+1/25 サイク

ル途中，変形角 1.93%でせん断破壊し，その後は

急激に耐力が低下するとともに，安定して軸力

を保持できなくなった。本実験では引き続き鉛

直載荷を継続したが，両柱ともに軸力が回復す

ることなく水平変形，柱の軸方向変形が進行す

るのみであった（図－9(a)，図－10(B-Frame)）。

その後，水平変形が約 7%，圧縮変形が約 4%に

達した時点で載荷を終了した。 

表－2 破壊経過 

B-Frame I-Frame 
サイクル 

柱 柱 壁 

+1/400 
加力途中，引張側柱脚部に初期曲げひびわれ

発生 

加力途中，引張側柱頭脚部に初期曲げひびわれ発

生 

ピーク時，壁中央位置の目地にひび割れ発

生 

-1/400  加力途中，両柱頭脚部に曲げひび割れが発生   

+1/200 

加力途中，両柱頭脚部に曲げひび割れが発生，

引張側柱頭部の曲げひび割れが曲げせん断ひ

び割れに伸展 

  

  

  

  

-1/200     
ピーク時，上から 2段目中央 2つのブロッ

ク・中央段左端ブロックにひび割れ発生

+1/150   

ピーク時，圧縮側柱脚部・引張側柱頭部に初期せ

ん断ひび割れ発生，引張側柱頭部危険断面位置の

主筋初降伏 

  

-1/150 
ピーク時，両柱脚部で初期せん断ひび割れ発

生，引張側柱頭部危険断面位置の主筋初降伏 
   

+1/100 
ピーク時，両柱頭脚部危険断面位置の主筋半

数以上降伏 

ピーク時，引張側柱のほぼ中央に新たな曲げひび

割れが発生，圧縮側柱の脚部のコンクリート圧壊，

両柱頭脚部危険断面位置の主筋半数以上降伏 

加力途中，ほぼ全ての水平目地でブロック

間の接着を喪失，ブロックが全ての段で水

平に滑っていることを確認 

+1/75 加力途中，圧縮側柱脚部でコンクリート圧壊    

+1/50 
加力途中，圧縮側柱頭部のせん断補強筋が降

伏 

加力途中，引張側柱中央位置の曲げひび割れが曲

げせん断ひび割れに伸展 
  

+1/37.5 

加力途中，引張側柱脚部のせん断補強筋降伏，

引張側柱脚部の主要なせん断ひび割れが急激

に拡大 

加力途中，圧縮側柱脚部・引張側柱頭部のせん断

補強筋が初降伏，ピーク直前，せん断破壊 
  

-1/37.5 
ピーク時，両柱頭部の主要なせん断ひび割れ

が急激に拡大 
    

+1/25 

加力途中，圧縮側柱頭部・引張側柱脚部のせ

ん断破壊により軸力保持能力を喪失，鉛直方

向へ載荷後に加力終了 

引張柱頭部・圧縮柱脚部のせん断破壊が進行し軸

力支持能力を喪失したと考えられる（詳細は後述）

南（圧縮）側下部 3段のブロックにわたり

複数のひび割れ発生 

-1/25   正加力ほどの柱の損傷は見られず 
北（圧縮）側下部 3段のブロックにわたり

複数のひび割れ発生 

 

図－7 試験体破壊状況 

(a) B-Frame 最終 (b) I-Frame 最終 (c) I-Frame -1/50 サイクルまで
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一方，I-Frame は+1/37.5 サイクル途中，変形角

2.34%でせん断破壊した後，同サイクルピーク時

には 95.1kN まで耐力が低下したが，その後も安

定して軸力を保持し続けた。負側の-1/37.5 サイ

クルでは柱はせん断破壊せず，繰り返し載荷に

より耐力が前回ピーク時よりも約 12%下回るに

留まった。続く+1/25 サイクル中に柱のせん断に

よる損傷が進行し，変形角 1.62％付近（図－9(b)，

図－10(I-Frame)の丸印）を境に図－9(b)上では

剛性が回復し，図－10(I-Frame 南柱)上では軸変

形が進行し始めるという特徴的な現象が現れた。

図－11 にはブロックの歪度－頂部変形角関係を

示したが，このときブロックの歪度が同時に増

加傾向を示した。以上を総合すると，この点を

境に柱（特に南（圧縮）側柱）が軸耐力を急激

に喪失し，それまで柱が負担していた軸力が

徐々に壁に推移し始めたこと，組積造壁に軸力

が作用したことでブロック間の摩擦による水平

力抵抗機構が発現され始めたことが推測できる。

その後，柱の軸変位が増大するに従い，ブロッ

クの歪度，架構のせん断抵抗力も増大し，+1/25

サイクルピーク時には水平耐力がせん断破壊以

前の最大耐力を大きく上回る 158.2kN にまで達

した。また，図－9(b)より+1/25 サイクルピーク

以降の除荷時にはほとんど水平変位が戻ること

はなく，架構が摩擦力による水平力抵抗機構に

移行し始めたことを裏付けている。ここで参考

に+1/25 サイクルピーク時のブロックの圧縮歪

度に基づいて，ブロック壁が平面的に一様に軸

力を負担しているとの仮定の下，その負担軸力

を推定すると，およそ全軸力の 1/4 である 52kN

程度と評価された。ブロック壁の平面的な圧縮

応力度分布は圧縮側に大きく偏るであろうこと

を考慮すると，ブロック壁の負担軸力はさらに

大きかった可能性も指摘できるが本実験結果の

みから厳密な評価は困難である。また，その後

の負側載荷の途中，変形角 2.84%付近でブロック

が最大圧縮歪度を記録したが，この歪度より同

様の評価を行うと，およそ全軸力を壁が負担し

ていることになる。変形角 2.84%以降の除荷過程

図－8 せん断破壊前の荷重－変形関係 
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図－9 せん断破壊後の荷重－変形関係 
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では，ブロックの圧縮歪度は再び急激に減少し

ており，軸力は圧縮側（北側）へ推移したもの

と考えるが，とくに負側載荷で圧縮側となる北

側柱は，表－2に示したように，正側載荷時ほど

激しい損傷を受けておらず（図－10(I-Frame 北

柱)において軸変位の変化も見られない），完全

にせん断破壊に至っていないため，軸力・せん

断力を少なからず負担していたものと推察され

る。柱とブロックの軸力・せん断力負担割合を

明らかにするためには，今後，各柱・壁の負担

している力を個別に計測する必要があろう。 

以上のように，I-Frame は柱のせん断破壊後も

急 激 な 軸 変 形 の 増 加 が 抑 制 さ れ （ 図 －

10(I-Frame)），軸力を保持し続けること，また

同時にブロック壁が軸力を負担することでエネ

ルギー吸収能力に優れる摩擦力による水平力抵

抗機構を発現することを確認した。 

 

4. まとめ 

組積ブロックを用いた RC 造建物の簡便な耐

震補強方法の有効性を検証するため，靭性組積

ブロックを用いて補強を施した RC 造柱梁架構

の静的加力実験を行った。実験より得られた知

見は以下の通りである。 

1) 既存不適格RC造柱梁架構に本構法による靭

性組積ブロック補強を施すことで，無補強の

場合と比較して耐力がおよそ 1.7 倍（柱のせ

ん断破壊前では約 1.4 倍）に向上した。 

2) 柱がせん断破壊すると，無補強試験体は軸力

保持能力を急激に喪失したが，補強を施した

試験体では組積造壁が柱に代わり軸力を負

担できるため，安定して軸力を維持した。 

3) 柱のせん断破壊後も，ブロック壁は摩擦によ

る水平力抵抗を発現し，架構全体として引き

続き良好なエネルギー吸収能力を呈した。 

本実験では過大なコンクリート強度が発現さ

れたため，無補強試験体も大変形域まで耐力を

維持したが，より早期に柱がせん断破壊する場

合，補強効果はより顕著に現れることも予想さ

れるため，今後引き続き検討を行う計画である。 
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図－10 柱の軸方向変位－頂部変形角 
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