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1. はじめに 

 既存プレキャスト(PCa)耐震壁の性能評価実験では、複

数の試験体に対して、加力モードを 2 通り用意した 1)。壁

脚部から反曲点までの高さ H の水平加力方向の壁長さ W

に対する比 H/W（せん断スパン比）が相対的に大きく

1.85 となるもの（H/W 大）（水平力に対して転倒モーメン

トの加力値が相対的に大きいもの）と H/W が小さく 1.17

となるもの（H/W 小）である。無開口（W5）および無補強

（N5S）の試験体では H/W が大きく、接合部（特に上下階

の PCa 耐震壁を接続する水平接合部（SB））の破断が支配

的な崩壊形となった 1)。このことから、SB の鉛直（特に

引張）方向の性能評価が重要と考え、本論では SB の要素

実験を行う。さらに、その結果を用いて SB の復元力特性

をモデル化し、W5 と N5S の耐震壁実験結果を解析的に評

価する。 

2. 水平接合部要素実験の概要 

 上下階のプレキャスト（PCa）耐震壁板を接続する水平

接合部（SB）は、図 1 のような形状をしている。接続筋

をフレア溶接した鋼板（組物）が PCa 耐震壁板に埋め込

まれており、それらを現場溶接することで上下階の PCa

耐震壁板を接合する。SB の鉛直方向の荷重-変位関係を調

査する目的で、1/2 スケールの耐震壁実験 1)で使用した SB

と同形のものを周辺の PCa 耐震壁板も含めて作成した

（図 2）。だたし、製作上の理由から SB を埋め込んだ上下

階の PCa 板を個別に作成してから一体化するのではなく、

あらかじめ溶接して一体化しておいた SB を上下階の接合

部周辺の PCa 壁板に埋め込んで一度にコンクリートを打

設した。既存建物（および耐震壁実験）では、上下階の

PCa 耐震壁板間にモルタルが充填されているが、上記 SB

試験体作成方法ではそれができないため、代替的に同位

置に 6mm 厚の鋼板を挿入し、上下階の PCa 板間のコンク

リート部分による引張力の伝達を制御した。 

図 1 水平接合部の概要 図 2 SB 実験の 
試験体概要 

コンクリートは圧縮強度 52N/mm2、接続筋は D10（SD295）、

鋼板は PL-4.5（SM490）（鉄筋と鋼材の実強度は前報 1)そ

の２に示す）である。M20 の高力ボルト上下各 6 本で試験

体を加力治具に固定する。実験は変位制御で単純に引張

力を載荷したもの(TS)と、引張力と圧縮力を交互に加え

たもの(TC)の 2 種類について、油圧サーボ式試験機を使

用して行った。 

 実験結果を図 3 に示す。単純引張実験（TS）では加力

60kN 付近で、鋼板の鉛直方向の隅肉溶接が破断し始め、

その後、水平方向の溶接の一部が破断すると共に接続筋

が破断して終局状態に至った。引張圧縮繰返実験（TC）

では、引張力 35kN 付近で接続筋が降伏したが破断には至

らず、50kN 付近で溶接部の破断が先行した。実験後、両

試験体接合部の溶接量を比

較したところ TC は TS の

75%程度であった。この差が

両者の 大耐力の差に影響

したと考えられる。また、

接続筋の降伏および引張強

度に対応する（鉄筋の角度

補正を含む）引張力はそれ

ぞれ 42kN と 58kN であり、

TS の 大耐力に概ね一致し

ている。 

3. 解析モデルの概要 

H/W が大きく SB の破断が支配的な崩壊形となった無開

口（W5）および無補強（N5S）の試験体について、数値解

析モデルを作成して、実験結果との比較を行う。解析モ

デルは 2 次元とし、PCa 板の接合部に弾塑性ばねを用い、

その他の部材を弾性線材で構成した（図 4）。PCa 耐震壁

板は上下辺を b v 剛材とする I 型モデルとし、直交壁お

よびスタブに関しては試験体の断面形状を有する線材と

した。剛域に相当する部分についても剛材を用いた。コ

ンクリート断面のヤング係数については、材料強度 1)に応

じて算出している 2)。 

PCa 板接合部のばねとしては、耐震壁の 2 階および 3 階

床レベルの SB をモデル化した GP（図 4）、直交壁をレベ

ルで接続する CR、および耐震壁と直交壁との間で鉛直方

向のずれを抑制するための接合（鉛直接合）をモデル化

した JQ がある。さらに、N5S については開口脇の各床レ

既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート構造集合住宅の耐震壁への開口新設手法 
その４ 接合部要素実験と開口補強のない耐震壁の解析的性能評価 
   正会員 ○長谷川俊一*1 

   同   高木次郎*2 

WPC 構造 既存構造物 壁開口     同   見波 進*3 

静的増分解析 弾塑性ばね 接合部     同   北山和宏*4 

図 3 SB 実験結果とばねモデル 



 
*1 首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域 大学院生 
*2 首都大学東京都市環境学部建築都市コース 准教授･Ph.D. 
*3 首都大学東京都市環境学部建築都市コース 助教･博士(工学)
*4 首都大学東京都市環境学部建築都市コース 教授･工博

*1 Graduate Student, Div. of Architecture and Urban Studies, Tokyo Metropolitan Univ. 
*2 Associate Prof., Div. of Architecture and Urban Studies, Tokyo Metropolitan Univ., Ph.D. 
*3 Assistant Prof., Div. of Architecture and Urban Studies, Tokyo Metropolitan Univ., Dr.Eng. 
*4 Prof., Div. of Architecture and Urban Studies, Tokyo Metropolitan Univ., Dr.Eng. 

 

ベルに GC を設けた。これは、開口新設によって分割され

た耐震壁のロッキングを評価するためのばねであり、引

張側では機能せず、圧縮側で GP ばねと同じ設定とした。

以下に GP、CR、JQ ばねの設定復元力特性について述べる。 

GP ばねは、水平方向には剛で、鉛直圧縮方向に弾性、

引張方向に弾塑性とした（図 3）。圧縮方向の弾性剛性は

幅 200mm の PCa 耐震壁板の断面積を有し、有効長さを

150mm とした場合の値とした。（引張方向に較べて十分高

い剛性となる。）引張方向については、前述の SB 実験結

果に基づき図 3 のようなトリリニアモデルとした。第 1

折点が溶接部の部分的な破断あるいは接続筋の降伏に対

応し、第 2 折点が 大耐力であり溶接部あるいは接続筋

の破断に対応する。解析上は、それぞれの折点に到達し

た時点で、接合部が降伏および破断したと判断する。 

図 4 耐震壁実験の数値解析モデル 

CR ばねは、直交壁 1 枚につき各床レベルで 2 箇所存在

する SB と鉛直接合筋をモデル化したものである。鉛直接

合筋は耐震壁と直交壁の鉛直接合部に沿って床レベルを

貫通して配されている鉄筋で（図 6 および図 7）、SB 同様

に壁の転倒モーメントによる引抜抵抗要素である。SB と

鉛直接合筋は 2 次元解析モデルにおいて十分近い位置に

あることから CR ばねとして集約した。SB の破断部を分析

すると図 5 のように上階側の SB 鋼板が面外に傾斜して溶

接が破断している。これは上下階で接合筋の位置が偏心

している（図 5）ことが一因と思われる。加えて、耐震壁

に作用する水平力によって直交壁の SB には面外方向に力

が加わることになり、これが図 5 の変形を助長し、結果

として SB の引張強度を低下させると考えられる。このよ

うな効果を解析モデルに反映させる目的で図 3 における

GP ばねの 大耐力を 74%に低減させて、CR ばね中の SB 引

張耐力とした。2 つの SB と鉛直接合筋（D10）（25.9kN の

引張強度を有する完全弾塑性ばね）の復元力特性をあわ

せて CR の特性とした。 

JQ ばねは原点対称で初期剛性が十分に剛なトリリニア

モデルとした。シアキーとダボ筋を有する鉛直接合部

（図 6 および図 7）のずれに対する 大耐力 Quとそれを与

えるずれ変位uを既往研究 3)を参考に導き（Qu=222kN およ

びu=1mm）、Qｙ=1/3 Qu を第 1 折点、 大耐力後は Qu を維

持すると仮定してモデル化した。 

4.解析結果 

 耐震壁実験 1)と同様に、長期荷重に相当する鉛直荷重載

荷後、地震荷重として、水平荷重 Q および転倒モーメン

トに相当する鉛直荷重 V を V/Q=1.27 の比率を維持して載

荷した（図 2）。変位制御の増分解析を汎用ソフトを用い

て実施した結果を図 8 に示す。 

 (a)W5(無開口)  (b)N5S(開口無補強)

図 8 実験結果と解析の比較 

5.まとめ 

 上下階のプレキャスト（PCa）耐震壁板を接続する水平

接合部（SB）の要素実験を行い、鉛直引張方向の荷重と

変位の関係を実験的に調査した。SB の破断が支配的な崩

壊形であった W5 と N5S の耐震壁実験について、PCa 板同

士の接合部に弾塑性ばねを有する解析モデルを作成した。

要素実験の結果を参考に SB の弾塑性ばねを設定したとこ

ろ、良好な精度で実験による PCa 耐震壁の崩壊挙動を解

析的に評価することができた。 
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図５引張破断状況 図 6 A 部(図 4)詳細図 図 7b-b 断面詳細図


