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要旨：建物のリニューアル工事の際には，既存梁への貫通孔の新設が要求される場合がある。

このとき，貫通孔による梁の構造性能低下を何らかの補強により補う必要が生じるが，既存

梁の新設貫通孔を補強する際の梁の構造性能については検討が少なく，不明な点が多い。そ

こで，鉄筋コンクリート梁に設けた貫通孔の周辺を各種手法により補強し，静的実験により

補強時の構造性能について検討した。その結果，梁に貫通孔を新設しても，適用した補強手

法により，無孔時と同等以上のせん断終局耐力まで回復可能であることを確認した。また，

補強時のせん断終局耐力評価式を提案し，その精度を実験値との比較により検証した。 

キーワード：リニューアル，既存梁，新設貫通孔，補強，炭素繊維補強プラスチック板 

 

1. はじめに 

 建物のリニューアル工事の際に，古くなった

設備システムを更新するため，空調ダクト等の

設備配管を新たに設けることが要求される場合

がある。このとき，貫通孔の新設による梁の構

造性能低下を補うため，何らかの手法により貫

通孔周辺を補強する必要が生じることが多い。 

 しかし，既存の梁に貫通孔を新設し，その周

辺を補強する場合の梁のせん断耐力等の構造性

能については検討が少なく，不明な点が多いこ

とから，有効な補強技術の提案および構造実験

等による性能検証が必要とされていた。 

そこで本研究では，リニューアル工事に適し

た新設貫通孔の補強工法を提案した。また，提

案した工法の補強効果を把握するため，鉄筋コ

ンクリート(RC)梁に設けた貫通孔の周辺を各種

工法により補強し，静的加力実験を行って補強

時の構造性能について検討した。さらに，補強

時のせん断終局耐力の評価式を提案し，実験値

との比較により検証を行った。 

本研究では，実験シリーズの概要，実験の計

画，実験の結果，補強効果の検討および補強時

の耐力評価式について述べる。 

2. 実験シリーズの概要 

 本研究を含む，実験シリーズの全体の概要を

表－1 に示す。本研究では，a) B15 シリーズの実

験計画と実験結果について説明する。b)～d)の各

シリーズについては文献 1)，2)，3)を参照されたい。 

 

表－1 実験シリーズ全体の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 実験計画（B15 シリーズ） 

3.1 試験体 

B15 シリーズの試験体の概要を図－1 に，実験

パラメータを表－2 に示す。 
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シリーズ名 特徴，目的 
主な 
補強手法

a) B15 
シリーズ 

・矩形断面，貫通孔は中央 
・補強部で破壊させ，補強 
効果の直接把握が目的 

鋼板 
CFRP 板 
鋼管 

b) B20 
シリーズ 1)

・矩形断面，貫通孔は梁端部 
・補強部を含めた梁全体の 
性能把握が目的 

鋼板 
CFRP 板 
鋼管 

c) T 形梁 
シリーズ 2)

・スラブ付き T 形梁 
・貫通孔 2 つを梁端部に設置 
・より実状に近い状況を想定 

鋼板 
鋼管 

d) 無 筋 コ

ンクリート

供試体の要

素試験 3) 

・割裂，圧縮の 2 種を実施 
・孔径，鋼管肉厚，鋼板接着 

面積等の基礎的データの 
取得が目的 

鋼板 
鋼管 
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 試験体として，計 8 体のほぼ実大スケールの

RC 梁を使用した。断面寸法は幅 b=300mm×せ

い D=500mm，主筋は上下共 5-D22(2 段配筋，引

張鉄筋比 Pt=1.42%)とし，せん断破壊先行型の設

計とした。試験区間の内法スパンを 1500mm(せ

ん断スパン比 M/QD=1.5)，スターラップを

2-D6@150(せん断補強筋比 Pw=0.14%)とした。 

有孔試験体については試験区間の中央に貫通

孔を設けた。貫通孔の径は，梁せいの 1/3 に相当 

する直径 H=165mm(この

とき貫通孔が 2 組のスタ

ーラップを切断する)，あ

るいは梁せいの 1/4 に相

当する H=125mm(このと

きスターラップは切断さ

れない)とした。 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 試験体概要 

 

表－2 実験パラメータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 補強手法 

無補強試験体(B15-RC，-O，-O2)以外の試験体

に対し，貫通孔周辺を各種手法により補強した。

各補強手法の概要を図－2 に，試験体および補強

に使用した主な材料の強度を表－3 に示す。補強

に用いた主な材料は，鋼板，L 型の炭素繊維補強

プラスチック(CFRP)板，鋼管，ボルト，PC 鋼棒

および接着剤である。各補強部材の貼り付けに

はエポキシ樹脂系の接着剤を使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 補強手法の概要 

 

表－3 補強材料の強度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 試験区間断面
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1350 1350 
スタブ スタブ 

試験区間 

負加力方向 正加力方向 

1500

950 1900 950

試験体 貫通孔 補強手法 
B15-RC 無し 無し 
B15-O 無し 
B15-PL 鋼板＋貫通ボルト 
B15-PLL 折り曲げ鋼板＋貫通ボルト 

B15-CFRP 
L型CFRP板＋定着プレート

＋あと施工アンカー 
B15-PI 

有り 
(H≒D/3) 

鋼管挿入 
B15-O2 無し 
B15-PI2 

有り 
(H=D/4) 鋼管挿入 

a) B15-PL 
鋼板補強

補強対象：孔径が中～大の貫通孔 
鋼板：PL t3.2×b450×h430×2 枚 
上側：2-M16 貫通ボルト 
下側：2-M16 梁下通しボルト 
接着：エポキシ樹脂系接着剤(注入型)により
鋼板を梁側面に貼り付け 
特徴：ボルトを梁下に通すため，アンカー 
ボルトの穿孔が梁上側のみでよい 

補強対象：孔径が中～大の貫通孔 
折り曲げ鋼板：PL t3.2×b450×h430×d140×2 枚
上側：2-M16 貫通ボルト 
下側：鋼板を L 型に折り曲げ 
接着：エポキシ樹脂系接着剤(注入型)により
折り曲げ鋼板を梁側面・梁下面に貼り付け 
特徴：ボルト施工が梁上側のみでよく，梁下
側方向への拘束効果も期待できる 

補強対象：孔径が中～大の貫通孔 
L 型 CFRP 板：t1.4×b40×h410×d270×8 枚 
定着プレート：FB t6×b600×h100×2 枚 
上側：8-M16 あと施工アンカー 
下側：L 型 CFRP 板を梁下で重ね接着 
接着：エポキシ樹脂系接着剤(塗布型)により
L 型 CFRP 板・定着プレートを貼り付け 
特徴：施工性良好 

b) B15-PLL 
  折り曲げ鋼板補強 

c) B15-CFRP 
  L 型 CFRP 板補強

d) B15-PI 
  鋼管補強 (孔径 D/3) 

e) B15-PI2 
  鋼管補強 (孔径 D/4)

補強対象：孔径が小～中の貫通孔 
鋼管：t12×L360×外径 159φ(内径 135φ) 
接着：エポキシ樹脂系接着剤(注入型)により

鋼管を貫通孔内側に挿入して接着 
特徴：部材数や工程が少ないため短工期・ 
低コストで補強可能であるが，鋼管肉厚によ

り有効内径が小さくなる 

補強対象：孔径が小～中の貫通孔 
鋼管：t8×L360×外径 114φ(内径 98φ) 
接着：エポキシ樹脂系接着剤(注入型)により

鋼管を貫通孔内側に挿入して接着 
特徴：部材数や工程が少ないため短工期・ 
低コストで補強可能であるが，鋼管肉厚によ

り有効内径が小さくなる 

試験体 σB σy wσy σbd 補強部材 
B15-RC 27.0 － － 
B15-O 27.6 － － 
B15-PL 27.7 >6.0 σPL=255 
B15-PLL 28.8 >6.0 σPL=255 

B15-CFRP 28.4 >26 
σCF=2525 
σPL=318 

B15-PI 28.2 >6.0 σPI=308 
B15-O2 26.0 － － 
B15-PI2 28.0

410 381 

>6.0 σPI=273 
σB：コンクリート圧縮強度                     ( 単位：N/mm2 ) 
σy：主筋の降伏強度 
wσy：せん断補強筋の降伏強度 
σbd：接着剤の鋼材に対する接着強度（メーカー規格値） 
σPL：鋼板，定着プレート，鋼製つばの引張降伏強度 
σCF：L 型 CFRP 板の破断強度 
σPI：鋼管の引張降伏強度 
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3.3 加力・計測方法 

2 機のアクチュエータと加力用治具を使用し，

試験体に地震時を想定した逆対称の加力を行っ

た。加力は主として，せん断力 20，40，80(kN)，

部材角 1/1000，1/500，1/250，1/150，1/100，1/75，

1/50(rad)の正負交番繰り返し漸増載荷とした。 

計測は，試験体の全体変形，鉄筋および各補

強部材の歪み等について行った。 

 

4. 実験結果（B15 シリーズ） 

4.1 破壊状況 

各試験体の最終破壊状況を図－3 に示す。各試

験体とも，最後まで主筋の降伏は認められず，

せん断型の破壊状況を示した。 

有孔無補強(B15-O，B15-O2)では，斜めひび割

れが無孔(B15-RC)と比べて早期に貫通孔周辺に

発生し，その後も孔を貫く斜めひび割れや孔周

辺の損傷が顕著に進展して破壊に至った。 

鋼板補強(B15-PL，B15-PLL)では，孔周辺のひ

び割れ発生の時期は有孔無補強(B15-O)と比べて

遅く，鋼板接着部の破壊によって最大耐力に達

し，その後急激に耐力低下した。 

L 型 CFRP 板補強(B15-CFRP)では，有孔無補

強(B15-O)と概ね同じ時期に孔周辺にひび割れが

発生したが，その後の損傷の進展は CFRP 板の

拘束により抑制された。  

鋼管補強(B15-PI，B15-PI2)については，D/3 孔

径を補強した B15-PI では早期から孔周辺に損傷

が生じた。一方D/4孔径を補強したB15-PI2では，

孔を貫くひび割れは少なく，最大耐力に達した

後も補強部分の損傷はあまり進展しなかった。 

4.2 諸耐力の比較 

実験結果から得られた諸耐力の比較を表－4

に示す。曲げひび割れ確認時のせん断力 Pfcにつ

いては，貫通孔の有無や補強の違いによる顕著

な差は認められなかった。せん断ひび割れ，ま

たは孔周辺の斜めひび割れ確認時のせん断力 Psc

については，貫通孔を設けることで無孔時と比

べて Pscが低下した。また B15-CFRP を除いて各

補強により無孔時と概ね同程度の Pscまで回復し

ており，補強による効果が認められた。 

最大耐力 Pmaxについて無孔(B15-RC)，D/4 有孔

(B15-O2)，D/3有孔(B15-O)のPmaxを比較すると，

無孔時に対して D/4 有孔時には 8 割弱，D/3 有孔

時には約 6 割に低下した。補強試験体の Pmax に

ついては，全ての補強試験体が有孔無補強時の

Pmax を上回り，さらに B15-PI を除いて無孔時と

ほぼ同等以上まで回復しており，各補強手法の

有効性が確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－3 最終破壊状況 

 

表－4 諸耐力の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 包絡線の比較 

正側の履歴ループに関するせん断力－変形角

関係の包絡線を図－4 に示す。 

a) B15-RC 

b) B15-O 

c) B15-PL

d) B15-PLL

e) B15-CFRP 

f) B15-PI 

g) B15-O2 

h) B15-PI2 

試験体 
Pfc 

(kN) 
Psc 

(kN) 
Pmax 

(kN) 
{-RC と

の比較}
B15-RC 60 130 238 { 1.00 }
B15-O 60 80 148 { 0.62 }
B15-PL 80 130 256 { 1.08 }
B15-PLL 80 140 269 { 1.13 }
B15-CFRP 60 80 264 { 1.11 }
B15-PI 70 120 199 { 0.84 }
B15-O2 70 85 184 { 0.77 }
B15-PI2 70 130 234 { 0.98 }

 Pfc：曲げひび割れが確認された時点のせん断力 (正負の絶対値) 
 Psc：せん断ひび割れ，または貫通孔周辺の斜めひび割れが 

確認された時点のせん断力 (正負の絶対値) 
 Pmax：最大耐力 (正負の絶対値) 
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a) は無補強試験体についての比較であり，無

孔，D/4 有孔，D/3 有孔と貫通孔の径が大きくな

るに従って耐力が低下する様子が確認できる。 

無 孔 (B15-RC) お よ び 鋼 管 補 強 (B15-PI ，

B15-PI2)では耐力ピーク以降の耐力低下の度合

いが比較的緩やかであるのに対し，鋼板補強

(B15-PL，B15-PLL)，L 型 CFRP 板補強(B15-CFRP)

では耐力ピーク以降の耐力低下の度合いが比較

的急であり，最大耐力が向上した反面，やや脆

性的な破壊性状を示す傾向がみられた。 

耐力ピーク以降は，B15-PI を除き，変形角が

1/75(rad)程度までは無孔時とほぼ同等以上の耐

力を維持していたといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4 包絡線の比較 

 

5. 補強時のせん断耐力評価式の提案 

本工法により RC 梁の新設貫通孔を補強する

場合の補強部分のせん断終局耐力を算定するた

め，文献 4)の有孔 RC 梁のせん断終局耐力算定式

をベースとして，次の評価式を提案した。 

5.1 折り曲げ鋼板補強 

折り曲げ鋼板補強時のせん断終局耐力評価式

を(1)～(2)式に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5 折り曲げ鋼板補強 

φ

aPL 

abond S 

abond_U 
梁側面 梁断面 

梁下面 

aPL

Qsuo_st：貫通孔補強時の補強部分のせん断終局耐力 (N) 
ku：d ≧ 400mmのとき0.72 
d：有効せい (mm) 
kp：2.36 Pt

0.23 

Pt：引張鉄筋比 (小数値) 
Fc：コンクリート強度 (N/mm2) 
M/Qd：せん断スパン比 ( 3以上は3，1以下は1とする ) 
H：貫通孔直径 (mm) (D/3を上限とする)  
D：梁せい (mm) 
Ps：孔周辺のせん断補強筋比 ( 原則として，孔中心から

斜め45度の範囲を横切るせん断補強筋量から評価 ) 
sσy：孔周辺のせん断補強筋の降伏強度 (N/mm2) 
b：梁幅 (mm) 
j：応力中心距離 (mm) 
QPL：折り曲げ鋼板による耐力増加分 (N) 
nPL：鋼板の枚数 
α：接着に関する低減係数 

τbond：接着剤とコンクリートのせん断接着強度 (N/mm2)
abond_S：梁側面における鋼板の有効接着面積 (mm2) 
φ：想定破壊面の角度 (rad) 
なお，梁下における接着面積，鋼板厚さ，アンカー 
ボルトに関しては，簡略的検討として次の条件を満足 
すれば詳細な検討を省略してよいものとする。 
Qbolt ≧ 1 / 2 QPL 
nPL aPL σPL ≧ QPL 
abond_U ≧ abond_S 

ここに， 
Qbolt：有効接着面積の範囲内のアンカーボルト負担力 (N)
Qbolt = min ( Qbolt1，Qbolt2 ) 
Qbolt1 = (σbolt /√3 ) abolt nbolt 
Qbolt2 = 0.4 abolt { 0.0981 √( Ec Fc ) } nbolt 
σbolt：アンカーボルトの引張降伏強度 (N/mm2) 
abolt：アンカーボルトの有効断面積 (mm2) 
nbolt：有効接着面積内のアンカーボルト本数 
Ec：コンクリートのヤング係数 (N/mm2) 
aPL：鋼板の有効引張断面積 (mm2) 
σPL：鋼板の降伏強度 (mm2) 
abond_U：梁下面における有効接着面積 (mm2) 
また，アンカーボルトの有効埋め込み深さ Le は，原則と

して 7dbolt 以上とする 5)。ただし貫通ボルトを使用する場

合には，Leが 7dbolt 以下でもよいものとする。 
dbolt：アンカーボルトの呼び名，または有効径 (mm) 
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鋼板補強時のせん断終局耐力は，有孔無補強

RC 梁として算定したせん断終局耐力に，鋼板接

着による負担力を加算して扱うこととする。こ

のとき，鋼板接着による負担力に関しては，鋼

板接着による耐力向上効果が接着面積に比例す

る傾向が示されている 3)ことから，B15-PLL 試験

体が最大耐力に達した際の接着部分の破壊状況

に基づき，図－5 に示すような三角形の面積とし

て abond_Sを算定することとする。接着部のせん断

応力については，アンカーボルトと接着の併用

時のせん断応力評価式が提案されている 6)が，接

着併用時のアンカーボルトの寄与については未

だ不明な点が多く，通常は接着部の脆性的破壊

がアンカーボルトのせん断降伏よりも先行して

生じるため，ここではアンカーボルトの効果は

算定上は考慮せず，余力として扱うこととする。 

5.2 L 型 CFRP 板補強 

L 型 CFRP 板補強時のせん断終局耐力評価式

を(3)～(6)式に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－6 L 型 CFRP 板補強 

 

 

 

QCFRP = min ( nCFRP NCFRP，Qbond_CFRP， 

Qbolt + Qbond_FB )               (4) 

Qbond_CFRP = nCFRP (τbond_CON +τbond_STEEL ) 

 ×abond_CFRP                               (5) 

Qbond_FB = nFB τbond_CON ( abond_FB + abond_CFRP )   (6) 

L 型 CFRP 板補強時のせん断耐力については，

U 型に構成された CFRP 板が通常のスターラッ

プと同様のせん断補強効果を発揮すると考え，

(3)式におけるせん断補強筋の項に CFRP 板の負

担分を取り入れて扱うことで補強効果を評価す

ることとする。 

5.3 鋼管補強 

 鋼管補強時の耐力評価式を(7)～(8)式に示す。 

 

 

 

QPI  = σbond ΦPI  (θ/ 360 ) b              (8) 

鋼管補強時の荷重伝達機構は，鋼管外周部の

接着による引張抵抗作用と，鋼管による圧縮抵

抗作用が混在するものと推察されるが，その影

響は複雑であり精密な評価は困難である。そこ

で，評価式の簡略化をはかるために接着による

引張抵抗作用のみを評価式に取り入れ，圧縮抵

抗作用については十分な鋼管の剛性と耐力を確

保するために鋼管肉厚を鋼管外径の 1/15 以上と

するよう定めることで考慮することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－7 鋼管補強 

Qsuo_st =              ( 1－1.61 H/D ) 
 
         + 0.85 √( Ps sσy )  b j + QPL        (1) 

QPL = nPL ατbond abond_S                              (2) 

0.092 ku kp ( Fc + 18 )  

M/Qd + 0.12

Qsuo_st =             ( 1－1.61 H/D ) 
 
         + 0.85 √( Ps sσy )  b j + QPI        (7) 

0.092 ku kp ( Fc + 18 )  

M/Qd + 0.12 

Qsuo_st =             ( 1－1.61 H/D ) 
 
       + 0.85 √{ Ps sσy + (QCFRP / bLφ) }  b j  (3)

0.092 ku kp ( Fc + 18 )  

M/Qd + 0.12 

θ

梁側面 梁断面 

QPI：鋼管による耐力増加分 (N) 
σbond：接着剤とコンクリートの引張接着強度 (N/mm2)
ΦPI：鋼管の外周長 (mm) 
θ：鋼管の有効接着面積の孔中心からの角度(度)  

梁側面 

φ 

Lφ 

abond_CFRP 

abond_FB 

梁断面 

この範囲は削ってもよい

QCFRP：L型CFRP板の負担力 (N) 
Lφ：想定破壊区間の梁軸方向の長さ (mm)  
nCFRP：想定破壊面を横断するL型CFRP板の枚数 
NCFRP：CFRP板1枚あたりの有効引張荷重 (N) 
Qbond_CFRP：L型CFRP板の上側定着部における接着力 (N)
Qbond_FB：定着プレートの梁側面に対する接着力 (N) 
τbond_CON：CFRP板とコンクリートの接着強度 (N/mm2)
τbond_STEEL：CFRP板と定着プレートの接着強度 (N/mm2)
abond_CFRP：CFRP板の定着部の有効接着面積 (mm2)  
nFB：定着プレートの枚数 (mm2) 
abond_FB：定着プレートの有効接着面積 (mm2)  
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5.4 耐力評価式による算定値と実験値の比較 

前述の提案式により，実験で使用した各試験

体のせん断終局耐力を算定した。 

このとき，折り曲げ鋼板補強については，想

定破壊面の角度 cotφおよび接着面積の低減係数

αを，試験体 B15-PL，B15-PLL における接着部

分の破壊状況に基づいて定め，cotφ=2.0，α=0.7

とした。接着時のせん断応力は，文献 6)における

コンクリート部分のせん断強度の下限側評価に

あたるτbond=0.08 Fcを用いた。 

L 型 CFRP 板補強では，接着剤の強度について，

文献 7)に示される接着剤のコンクリートおよび

鋼材に対する接着強さの下限値をそれぞれ用い

τbond_CON=2N/mm2，τbond_STEEL=9.8N/mm2 とした。

また NCFRPは，CFRP 板メーカーの実施した引張

試験結果の下限値である 126kN とした。cotφは

1.0 (φ=45 度)とした。 

 鋼管補強では，接着部分の引張接着強度σbond

を，コンクリートの引張強度として一般的に用

いられる 0.1Fcとした。鋼管の有効接着面積を決

定するθは，B15-PI，B15-PI2 試験体の孔周辺の

破壊状況に基づいて定めθ=45 度とした。 

なお D/3 有孔試験体については，各式中の Ps

の評価の際に，有孔無補強試験体 (B15-O)の孔周

辺のひび割れ状況に基づき，ひび割れ面の角度

を 37 度として Ps を与えせん断耐力を求めた 1)。 

算定したせん断終局耐力と実験結果との比較

を図－8 に示す。算定値は実験結果に対して安全

側に分布し，かつ乖離が 25%以内の範囲に収ま

っており，本評価式は実用に耐えうる十分な精

度を有しているといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－8 算定値と実験値の比較 

6. まとめ 

1) 既存コンクリート梁の新設貫通孔に対する補

強工法(折り曲げ鋼板補強，L 型 CFRP 板補強，

鋼管補強)を提案し，静的実験により補強時の構

造性能について検討した。 

2) 実験の結果，適用した工法により，無孔時と

同等以上のせん断耐力まで回復可能であり，十

分な補強効果が得られることが確認された。 

3) 補強時のせん断終局耐力の評価式を提案し，

算定値と実験結果との比較により提案式が十分

な精度を有することを確認した。 
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