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要旨：あと施工アンカーを用いない補強法は，打設時の振動や粉塵の問題を解決し，耐震補

強促進に対する貢献が期待できる。本論では，あと施工アンカーを用いずに耐震補強した鉄

筋コンクリート造フレームの水平載荷実験と 2 次元静的弾塑性有限要素法解析を行い，その

補強効果の検証を試みた。  
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1. はじめに 

壁やブレースなどの補強部材を用いて耐震補

強する場合，既存フレームと補強部材を一体化

するために，両者の接合部（以下，ギャップ）

に多数のあと施工アンカーを打設する。 

従来のブレース補強法はアンカーの径や本数

で耐力を調節できるが，ドリルで穴を開ける際

に発生する振動・騒音・粉塵が建物の使用に支

障を来たすという問題がある。これが建物を使

用しながらの施工を困難にし，耐震補強の促進

を妨げる一つの要因となっている。 

この問題を解消するために，あと施工アンカー

を用いずに，既存コンクリートフレームと耐震

補強部材であるブレースとのギャップに高強度

グラウトを充填するだけの耐震補強（以下，ア

ンカーレス耐震補強）を開発 1)～5)した。この補

強法は，アンカーのダボ作用や樹脂による付着

力でせん断力を伝達するのではなく，既存架構

の柱のパンチングシア耐力と，この時に梁端部

下面に生じるせん断（摩擦）力の累加を鉄骨ブ

レースへのせん断伝達要因とした補強法である。 

本論では 2 次元静的弾塑性有限要素法解析を

行って層せん断力－層間変位関係について実験

と解析の適合性について述べるとともに，鉄骨

ブレースの応力分布性状を明らかにし，本補強

法の有効性を示すことを目的とする。 

 

2. 実験概要 

2.1 試験体 

試験体の詳細を図－1 に示す。試験体は 2 体で

柱主筋量が異なる。十分な剛性と強度を有する

スタブの上に，既存建物を想定した 1/2 スケール

の 1 層 1 スパンのフレームを製作した。1964 年

竣功の建物に基づいて部材断面，コンクリート

圧縮強度および配筋を設定している。 

製作は実際の施工を模擬し，スタブとフレーム

を分けてコンクリートを打設することで，柱脚

に打継を設けた。次に枠材とブレースを一体に

製作した鉄骨ブレースをフレームの構面内側に

セットし，枠材周囲のギャップ(30mm)に高強度

無収縮グラウト材を圧入した。 

試験体S1はアングルを組み立てた非充腹型SRC

造の柱をモデル化したため，4 隅の主筋（8－φ

13）の内側に軸筋（8－φ22）を有し，S3 に比べ

て主筋量が多い(Pg=3.35%)。 

試験体 S3 は主筋量を S1 の 1/2（Pg＝1.68％）

に減じた RC 造の柱をモデル化しており，主筋量

に依存して変動する柱パンチングシア耐力の相

違が，荷重－変形関係や補強耐力に影響を及ぼ

すと予測した。 

*1 武蔵工業大学 工学部 建築学科 講師 博士（工学） （正会員） 

*2 東京工業大学 セキュアマテリアル研究センター 教授 工博 （正会員） 

*3 大成建設（株） 技術センター （正会員） 

*4 大成建設（株） 設計本部 

コンクリート工学年次論文集，Vol.29，No.3，2007

-1159-



梁は厚さ100mmのスラブを有するT型断面で，

主筋は上端，下端筋共に 2-D25，スラブ筋 8-D13

の他，載荷用鉄筋 4-D25 を配した。柱頭パンチ

ングシア破壊に起因する接合部破壊を想定し, 

フレームの最大耐力時に鉄骨の応力が弾性域と

なるように，枠材とブレースには広幅 175mm の

H 形鋼を用いた。 

柱および梁主筋は全て直線定着し，端部をエン

ドプレートに溶接して定着を確保した。 

2.2 使用材料 

コンクリートは実際に補強した建物と同じ軽

量コンクリートⅠ種とした。粗骨材最大寸法は

15mm である。実験時の圧縮強度は 19.4 N/mm2

であった。 

試験体に用いた鉄筋は表－1に示すとおりであ

り，（ ）内の数値は降伏応力度 N/mm2 を示す。

ブレースに用いた鉄骨断面は H-175×175×7.5 

×11(降伏しないように試験体を設計したため，

ミルシートにより品質を確認 )とし，材質は

SS400 材とした。 

グラウト材はプレミックスタイプの高強度無

収縮グラウト（以下，グラウト）を用い，実験

時材齢において圧縮強度が 50N/mm2 を超えてい

ることを確認した。 

2.3 載荷方法 

載荷装置を図－2 に示す。スタブを PC 鋼棒で

反力床に固定した後，長期荷重に相当する軸力

を柱芯にそれぞれ 300kN（σ0＝2.5N/mm2）に保

持しながら，梁中心に試験体両側より水平力を

押し引きで繰返し載荷した。 

図－1 試験体の詳細 
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図－2 載荷装置 

梁芯のスパン中央での水平変位をスタブ上端か

らの載荷高さ（1600mm）で除した値を層間変形

角 R と定義し，R=±1/1000，±1/500rad で 1 回

ずつ，±1/300，±1/200，±1/100rad で 2 回ずつ，

変位制御により水平力を正負交番で繰返し載荷

した後，破壊性状や柱の軸力保持能力を調べる

ために 1/50rad まで強制変形させた。 

 

3. 解析概要 

3.1 解析モデル 

試験体 S1，S3 について有限要素法による 2 次

元静的弾塑性解析を行った。それぞれの解析モ

デルを S1，S3 と称する。S1 の要素分割を図－3

に，またコンクリートの材料特性を図－5，6 に

示す。コンクリートには 4 節点 4 辺形アイソパ

ラメトリック平面応力要素を用い，圧縮領域に

は Drucker-Prager 破壊基準を採用し，応力度－歪

度関係はコンクリート標準示方書 6)の式による。 

ヤング係数は鉄筋コンクリート構造計算規準・

同解説 7)（以下，RC 規準）の式による。 

引張領域の軟化特性には篠原らのバイリニア

モデル 8)を使用し，ひび割れによるせん断剛性の

低下については，ひび割れ発生後 0.2 に低下する

と仮定した。 

主筋，横補強筋，および壁筋は埋め込み鉄筋要

素とし，軸方向の圧縮，引張力のみを考慮した。

鉄筋のヤング率は 210kN/mm2 とし，ひずみ硬化

は考慮しない。破壊基準は Von Mises 型モデルを

用いてバイリニアとしている。鉄筋とコンクリ

ート間の付着は完全付着とした。 

グラウトの材料特性を図－7，8 に示す。グラ

ウト部には 4 節点 4 辺形アイソパラメトリック

平面応力要素を用い，図－7a に示すように，軸

方向とせん断（摩擦）方向の材料特性を与えた。

圧縮は弾性，引張は付着最大強度を超えた後の

応力を 0 とした。せん断力－滑り変位関係の剛

性および摩擦係数(0.8)は文献 3)による。 

摩擦耐力はグラウトと鉄骨ブレースの界面に

おける摩擦係数と目地と直交する方向に生じる

要素の圧縮軸力の積とした。文献 3)では軸応力を

4 N/mm2 まで徐々に増加させた一面せん断実験

により摩擦係数を導いている。摩擦剛性にはグ

ラウトと既存コンクリートの界面の影響も含ま

れている。 

本論の解析では要素の軸応力が 4 N/mm2 を超

えたときも摩擦係数は 0.8 であると仮定した。ま

た，引張方向の付着力は考慮するが，せん断（摩

擦）方向の付着力は考慮せず，摩擦力のみとす

る。 

3.2 載荷方法 

載荷模式を図－4 に示す。スタブ下面の鋼棒位

置をピン固定し，実験に合せて柱頭の矢印位置 

表－1 鉄筋 

( )内は降伏応力度  N/mm2 

柱主筋 フープ 梁主筋 スタラップ スラブ筋

φ13 SR235A (330)
φ22 SR235A (314)

D6  SD295A
 (300)

D25  D490
 (337)

D13 SD295A
 (354)

D6   SD295A
 (330)
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に柱軸力を載荷したのち，剛体を介して柱梁接

合部の外側から梁芯に水平力を単調載荷した。 

 

4. 実験結果および解析結果 

4.1 層せん断力―層間変位関係 

層せん断力―層間変位関係を図－9，10 に示す。

正負各載荷時の損傷の偏りは小さく，ほぼ対称

な層せん断力―層間変位関係を示したため，本

論では正側載荷について比較した。 

S1，S3 ともにブレースおよび四周枠の断面を，

想定する入力（柱パンチングシア耐力+梁端部下

面に生じるせん断（摩擦）力）に対して弾性で

設計したため，左柱 柱頭のパンチングシア破壊

により最大耐力を迎え，梁下のずれと共に，左

柱の頭部と右柱の中央部のせん断ひび割れが顕

著に開いて終局に至った。最大耐力はそれぞれ， 

図－3 要素分割 
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1,089kN および 944kN であった。 

左柱 柱頭および右柱 柱脚におけるコンクリ

ートのひび割れが過大になり不釣合い力が増加

したことが主な要因となり，解が発散して解析

は終了した。初期剛性は S1，S3 ともに実験より

解析結果の方が小さい傾向がみられたが，それ

は図－8 に示したようにグラウトのせん断（摩

擦）方向の付着力約 0.3N/mm2 3) を無視した影響

によると考えられる。 

実験において図－9，10 の破線楕円に示した部

分で，グラウトと鉄骨枠材との付着が徐々に切

れはじめ，その伸展状況に応じて試験体の剛性

が低下する様子が観察された。前述の通り，解

析では せん断（摩擦）方向の付着力を考慮して

いないので，実験結果と解析結果は，実験で付

着力がほぼ 0 となった破線楕円以降（層間変位

1.6mm (1/1000rad)）から約 8.0mm (1/200rad)まで，

概ね一致した。第一サイクル+1/1000rad までに 

せん断（摩擦）方向の付着力が殆どなくなって

いるため，第二サイクル以降は実験結果と解析

結果は約 8.0mm (1/200rad)まで概ね一致した。 

主筋量が多い試験体S1は試験体S3に対して最

大耐力が約 15％増であった。 

4.2 コンクリートのせん断応力度（τ） 

図－11，12 に解析モデルのせん断応力度を示

す。本解析においても，左柱 柱頭および右柱 柱

脚には，せん断力が集中的に作用している様子

がわかる。 

一般に，圧縮主応力の方向に発生した斜めせん

断ひび割れが顕著になると，これに交差する主

筋が，ひび割れの上下で材軸と直交方向に逆シ

アを受け，その結果主筋はダボ作用のような抵

抗を示すことになる。 

本実験では，柱主筋が外側にはらみ出すのを拘

束する横補強筋が十分でないため，この斜めせ

ん断ひび割れの発生からパンチングシア破壊へ

と急激に進行して耐力が低下した。 

このような破壊現象を解析上で模擬するため

には，上記のような機構を模擬できる，主筋の

モデル化が必要であると考えられる。 

図－9 S1 の層せん断力―層間変位関係 
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図－10 S3 の層せん断力―層間変位関係 
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図－11 解析モデル S1 のτ 
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4.3 鉄骨ブレースの応力 

図－13，14 に解析結果の圧縮の主応力（σ2）

を示す。鉄骨は弾性設計したため，全断面が規

格降伏点に達した部分はみられず，このことは，

実験結果においても同様であった。 

柱頭と梁端部から力を受けて軸力と曲げモー

メントが最も厳しい上部水平枠では，断面の応

力は一様にはならず，フランジが一部降伏して

いる箇所があった。 

しかし S1，S3 ともに，鉄骨全体が斜め圧縮材

としてフレームと釣合い，圧縮と摩擦により層

せん断力が伝達されることから，本補強法の抵

抗機構とその有効性が理解できる。 

 

5. まとめ 

アンカーレス耐震補強を適用した RC 造フレー

ムの水平載荷実験および 2 次元静的弾塑性有限

要素法解析を行い，以下の知見を得た。 

1) 層せん断力―層間変位関係について実験と解

析を比較すると，両方の試験体で 1/1000rad

まで解析結果の剛性が低いという傾向を示し

たが，本論の解析は 1/1000rad から 1/200rad

付近まで実験結果を概ね追随できる。 

2) あと施工アンカーを用いない本論の工法でも

フランジの一部が降伏したように，圧縮と摩

擦により鉄骨ブレースには層せん断力が伝達

される。 
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