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要旨：炭素繊維を用いた補修・補強は，炭素繊維が有する卓越した引張強度特性と，施工の

容易さが注目され，着実に施工実績を伸ばしつつある。しかしながら，それらの補修・補強

が，道路橋 RC 床版張出し部に適用された事例は乏しく，さらに疲労耐久性に及ぼす影響に

ついても未知な点が多い。本研究では，道路橋 RC 床版張出し部に炭素繊維集成板を貼付し

て補強した場合の補強効果と疲労耐久性を検証することを目的として，輪荷重走行試験機を

用い実験を実施した。その結果，耐力の向上，コンクリートのひび割れ進展抑制効果，剛性

維持効果，疲労強度の向上を確認した。 

キーワード：炭素繊維集成板，CCFP，RC 床版張出し部，補修・補強，疲労性状 

 

1. はじめに 

 近年，車輌の大型化や交通量の増加にともな

って既設道路橋 RC 床版の損傷が進み，補強や補

修の事例が増加している。また，都市高速にお

いては環境保全のため高遮音壁が設置されるな

ど，RC 床版張出し部においても荷重の増加によ

る耐力不足の危険が指摘されていることから，

RC 床版張出し部の補強対策は急務である。この

ように土木構造物の維持・管理が重要視されて

いる中，軽量で作業性がよく，耐食性において

も優れた連続繊維補強材を用いた補強工法に期

待が高まっている。本研究では，これまで研究

対象として乏しい RC 床版張出し部に着目し 1)，

板状に成形された炭素繊維集成板(以下，CCFP

と略する；Consolidated Carbon Fiber Plate)を RC

床版張出し部上面にエポキシ樹脂接着剤を用い

て貼付し，輪荷重走行実験を通じて，その補強

効果と疲労耐久性を検証した。 

 

2. 実験概要 

2.1 実験供試体 

 実験供試体は図－1 に示すように，橋軸方向

4500mm ×橋軸直角方向 2850mm( 張出し部

1150mm)×床版厚 190mm とした。これは，近年

多く損傷が報告されている供用期間 40 年を過ぎ

た既存 RC 床版を対象としており，昭和 39 年道

路橋示方書 2)に従って設計・製作されたものであ

る。 

 供試体の材料諸元を表－1 に示す。また，本実
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図－1 供試体の配筋図 
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験に使用した CCFP の物性値(公表値)を表－2 に

示す。輪荷重走行実験に用いた供試体は，1 体で

ある。なお実橋の RC 床版張出し部は，主桁上ハ

ンチ部から張出し部先端にかけて一定の勾配を

持たせ擦り付けられているが，本実験では RC 床

版張出し部の基礎的な性状を明らかにするため，

床版厚を 190mm 一定とした。 

また，CCFP 補強は，設計当時の基準から現行

基準までの設計荷重(曲げモーメント)の増加分

を負担できる補強量として，一般的な鉄筋コン

クリートの計算により算定した。 

2.2 実験装置および実験方法 

RC 床版張出し部を想定した輪荷重走行実験

装置を図－2 に示す。 

載荷荷重は，現在走行する大型車両の荷重相

当である T-20tf(196kN)を想定し，後輪片側分に

あたる輪荷重 8tf(78.4kN)として，支持点から

700mm の位置に載荷・走行させた。 

 実験方法は，無補強の供試体に初期損傷が発

生するまで輪荷重を載荷・走行させ，初期損傷

を確認後，一度荷重を除荷し，供試体両端を

650mm ずつあけ，CCFP を 200mm 間隔で貼付し，

再度，輪荷重を載荷・走行させる。この時，供

試体上面を輪荷重が走行するため，幅 65mm，深

さ 10mm 程度の溝ハツリを行い，そこに CCFP

を貼付して，樹脂モルタルをハツリ部に充填し

た。初期損傷は，供試体コンクリート上面引張

側に輪荷重載荷時で，最大ひび割れ幅が 0.3mm

に到達することとした。 

計測項目は，輪荷重走行回数，供試体上面コ

ンクリートひび割れ幅，供試体中央載荷点近傍

のたわみおよび供試体中央部支点近傍のコンク

リート上下面ひずみ，鉄筋ひずみ，CCFP ひずみ

として，1，10，100，1000，5000，1 万回と，以

降１万回ごとに計測を行った。 

張出し部を有する供試体の支持条件は，実験

の安全性への配慮と，供試体が輪荷重走行方向

に対して 4500mm と充分な支間を有しているこ

とから供試体中央部近傍を評価対象とすること

で無限長の床版と同等の結果が得られるものと

考え，供試体両端を H 形鋼にて剛性支持するこ

ととした。しかしながら初期載荷開始後，供試

体に発生したひび割れ形状は，三辺固定版特有

の円弧を描く形状であったため供試体の支持条

件を見直すこととした。 

供試体中央および左右両端部に静的荷重を載

荷し，載荷点におけるたわみを測定して，供試

体の広い範囲で荷重－たわみ曲線が，ほぼ同一

になる支持条件を見いだすことで無限長の RC

床版張出し部の再現に大きく近づくと考えられ

る。そこで，以下に示す 2 点の変更を実施した。

1)供試体両端を硬質ゴム＋木材による弾性支持

とする。2)供試体両端部に各々2 枚の CCFP によ

表－1 供試体の材料諸元 
鉄筋（SD295A，一般市販品） 
鉄筋間隔(mm) かぶり(mm) 

上側 下側 上側 下側 
主

鉄

筋 D16@150 D16@300 30 30 

鉄筋間隔(mm) かぶり(mm) 

上側 下側 上側 下側 
配

力

筋 D13@300 D13@300 44 44 
コンクリート 

圧縮強度
(N/mm2) 

割裂引張強度
(N/mm2) 

弾性係数
(N/mm2) 

25.6 5.81 3.3×104 
 

表－2 CCFP の物性値 

炭素繊維
断面寸

法(mm)
引張強度
(N/mm2) 

弾性係数
(N/mm2) 

高強度品 50×1.2 2,350 1.52×105

 

図－2 実験装置(当初) 
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り貼付補強することで端部の剛性を向上させる。 

支持条件変更後の実験装置を図－3 に示す。支

持条件変更後，供試体のたわみを測定すると図

－4 に示すように，両端を H 形鋼で剛性支持し，

供試体中央に荷重を載荷させた時の中央部の荷

重－たわみ曲線(曲線 A)と，両端を硬質ゴム＋木

材で弾性支持し，供試体中央に荷重を載荷させ

た時の中央部の荷重－たわみ曲線(曲線 B)が，ほ

ぼ同一の値を示した。さらに，両端を弾性支持

し，供試体右端に荷重を載荷させた時の右端の

荷重－たわみ曲線(曲線 C)および供試体左端に

荷重を載荷させた時の左端の荷重－たわみ曲線

(曲線 D)も，曲線 A に近づき，供試体中央・右端・

左端のたわみが，ほぼ一様となったため，無限

長の RC 床版張出し部の再現に近づくことがで

きたと判断した。 

 

3. 実験結果 

3.1 モデル供試体の静的実験結果 

 図－1 に示した供試体図をもとに幅 700mm の

小型モデル供試体を補強前，補強後それぞれ 1

体ずつ製作し，事前に静的実験を行った。補強

前，補強後それぞれの破壊に至った曲げモーメ

ントは，それぞれ 66.9kN･m，106.88kN･m であ

った。 

3.2 輪荷重走行回数 

 実験開始後，輪荷重走行回数が 6 万回時にお

いて，初期損傷が発生した。 

補強後，初期損傷発生回数である 6 万回を 3

セット，すなわち 18 万回輪荷重を走行させたが，

供試体に大きな変化がみられなかったため，荷

重を 88.2kN(9tf)，98.0kN(10tf)として階段状荷重

漸増載荷により，それぞれ 6 万回ずつ載荷した

が，その後も供試体に大きな変化は確認されず，

破壊に至ることはなかったため，ここで実験を

終了した。 

3.3 ひび割れ発生状況 

輪荷重の載荷・走行にともなって，供試体コ

ンクリート上面に発生・進展したひび割れ状況

を図－5 に示す。ひび割れが最初に発生したのは，

走行回数 3 万回時であった。さらにその後もひ

び割れは，発生・進展を続け，6 万回時で最大ひ

び割れ幅が 0.3mm に到達した。補強後の供試体

は，走行回数 36 万回後も新たなひび割れの発生

および既に発生しているひび割れに進展はみら

れなかった。 

走行回数とひび割れ幅の関係を図－6 に示す。

初期損傷は，供試体中央部支点直上近傍に発生

した。補強後，そのひび割れは，同荷重におい

て約 0.12mm まで低減され，補強前に比べて約

図－3 実験装置(支持条件変更後) 
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図－5 ひびわれ状況 
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60％のひび割れ幅低減となった。さらに，走行

回数 36 万回後も荷重を 88.2kN，98.0kN として

階段状荷重漸増載荷を行ったにもかかわらず，

最大ひび割れ幅は 0.24mm までしか進展せず，初

期損傷の値より小さかった。 

3.4 たわみ 

輪荷重走行回数と供試体中央部載荷点近傍で

のたわみ関係を図－7 に示す。実験開始直後，健

全な状態での供試体のたわみは約 1.5mm であり，

無補強時，走行回数 6 万回後は約 2.2mm まで増

加した。補強後，供試体のたわみは，同荷重に

おいて 1.9mm 程度まで減少し，補強後の走行回

数 18 万回後においても，たわみは 2.1mm 程度で

あり，たわみの増加は，ほとんどみられなかっ

た。載荷荷重増加後，荷重増加によるたわみの

増加はみられたものの，無補強時 78.4kN を載

荷・走行させた 6 万回のたわみ増加量が，約

0.7mm であったことに対して，88.2kN を載荷・

走行させた 24 万回～30 万回の 6 万回後および

98.0kN を載荷・走行させた 30 万回～36 万回の

6 万回後のたわみ増加量は，それぞれ 0.2mm お

よび 0.3mm 程度であり，載荷荷重増加後も走行

回数増加にともなうたわみの増加は小さく，

CCFP による補強が，床版の剛性維持に大きく寄

与していることが伺えた。これは，通常，RC 床

版が，輪荷重走行回数の増加にともない，鉄筋

が付着切れを起こすことで，たわみが増加して

いくが，CCFP は，エポキシ樹脂により堅固に接

着されていたためと考えられる。さらに，たわ

み増加量の少なさから，輪荷重通過後のたわみ

復元効果の高さが伺える。これは，プレストレ

スコンクリートと類似の傾向である。 

3.5 供試体上面のひずみ 

輪荷重走行回数と供試体中央部支点近傍の

CCFP ひずみおよびコンクリート上面ひずみ関

係を図－8 に示す。無補強時，走行回数 6 万回後

の供試体コンクリート上面ひずみは約 600×10-6

であった。補強後，コンクリート上面ひずみは，

同荷重において約 220×10-6となり，補強前に比

べて約 63％の低減となった。また，輪荷重走行

回数の増加にともなうひずみの増加は，ほとん

どみられなかった。 

一方，CCFP ひずみは，約 770×10-6であった。

載荷荷重増加後，荷重増加によるひずみの増加

はみられたものの輪荷重走行回数の増加にとも

なう CCFP ひずみに変化は認められず，ほぼ一

定の値を示した。 

3.6 供試体下面のひずみ 

輪荷重走行回数と供試体中央部支点近傍のコ

ンクリート下面ひずみ関係を図－9 に示す。

CCFP 補強後のコンクリート下面ひずみは，補強
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前と比較して，同荷重におけるひずみの低減効

果は，ほぼみられなかった。しかし，補強前の

ひずみは，輪荷重走行回数の増加にともなって，

コンクリート下面ひずみも急激に増加している

が，補強後，供試体コンクリート下面ひずみは，

走行回数 36 万回まで大きな変曲点はみられず，

CCFP による補強が，床版の剛性を維持している

ことが伺えた。 

3.7 鉄筋のひずみ 

輪荷重走行回数と供試体中央部支点近傍の鉄

筋ひずみ関係を図－10 に示す。走行回数 6 万回

後の引張側鉄筋ひずみは，約 320×10-6と比較的

低い値であった。CCFP 補強後の引張側鉄筋ひず

みは，同荷重において約290×10-6となり，約10％

の低減となった。その後，載荷荷重増加による

ひずみの増加はみられたものの輪荷重走行回数

の増加にともなう引張側鉄筋ひずみに変化は認

められず，ほぼ一定の値を示した。 

圧縮側鉄筋ひずみにおいても，引張側と同様

に約 200×10-6 と比較的低い値であった。CCFP

補強後の圧縮側鉄筋ひずみは約 150×10-6となり，

約 25％の低減となった。その後，載荷荷重が増

加しても圧縮側鉄筋ひずみに大きな増加が見ら

れず走行回数 36 万回後の圧縮側鉄筋ひずみは約

170×10-6 であり，補強前の値に比べ約 30×10-6

低い値であった。 

これらの結果から，鉄筋に生じるひずみは，

引張側，圧縮側ともに CCFP 補強を施すことで，

軽減されることが確認できた。しかしながら，

その低減率は，たわみおよびコンクリートひず

みに比べると小さかった。 

3.8 マイナー側を用いた走行回数の評価 

本実験では，載荷荷重を当初 78.4kN として実

験を開始したが，補強後，輪荷重を 18 万回載荷・

走行させた時点においても大きな損傷がみられ

なかったことから，階段状荷重漸増載荷により

荷重を 88.2kN，98.0kN と変化させている。この

ため，単純な走行回数での疲労耐久性を検討す

ることは困難である。そこで補強前の 78.4kN で

の 6万回と，それ以後 78.4kNでの 18万回，88.2kN

での 6 万回，98.0kN での 6 万回の累積損傷度を

松井ら 3)の提案する輪荷重走行試験の S－N関係

式(1)式とマイナー則(2)式を用いて 4)，基準載荷

荷重 78.4kN を一定とした換算走行回数を算定す

ることとした。 

既往の研究では，松井らによると RC 床版には

マイナー則が適用できることと，また，床版張

出し部の最終破壊モードは単純版のものと類似

することも報告されている。1)さらに RC 床版の

輪荷重走行試験による破壊回数は荷重の 12.76

乗に比例するとされている。そこで，本実験で

用いた RC 床版張出し部の輪荷重走行試験にマ

イナー則を適用させた場合の累積等価繰返し回

数を算定した。 

LogCLogNPPLog sx +⋅= -0.07835)( 0／  (1) 

ここに，N：走行回数，C：定数(乾燥時=1.52，

湿潤時=1.24)，P0：基準載荷荷重，Psx：床版せん

断耐荷力である。 

ランダム荷重下での繰返し載荷に対してマイ
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ナー則が適用できるものとして，荷重 Piに対す

る疲労寿命を Ni，荷重 Piでの載荷回数を niとす

ると累積破壊回数は次式から算定される。 

1)( =Nini／Σ             (2) 

前記の(1)式と(2)式よりランダム荷重を受ける

RC 床版に対して，基本荷重 P0に対する累積等

価繰返し回数 Neqは(3)式で示される。 

{ }

{ }∑

∑

=

=

×=

×=

ji
eq

ji
eq

PPiniN

PPiinN

,1

76.12
0

,1

07835.0/1
0

)(

)(

／

／

     (3) 

以上より，本実験で実施した階段状荷重漸増

載荷による輪荷重走行回数の基準載荷荷重を用

いた累積等価繰返し回数は表－4 となる。 

補強前の供試体では，輪荷重走行回数 6 万回

の時点で最大ひび割れ幅が 0.3mm に到達したが，

CCFP により RC 床版上面を貼付補強された供試

体は，基本載荷荷重 78.4kN 換算走行回数値で約

148 万回後も破壊に至ることなく補強前以上に

健全な状態が保たれていた。とくに補強後にお

けるひび割れ幅に至っては，補強前の最大ひび

割れ幅(0.3mm)よりも小さな状態で実験を終了

し，新たなひび割れの発生もみられなかった。 

4. まとめ 

 本実験では，これまで研究対象として乏しい

RC 床版張出し部に着目し，炭素繊維集成板

(CCFP)によりエポキシ樹脂を用いて貼付補強さ

れた RC 床版張出し部の補強効果と疲労耐久性

を，輪荷重走行試験機を用いて検証した。本実

験は，供試体が 1 体ではあるが，以下に本実験

により得られた結論を示す。 

(1) CCFP による補強は，既に発生しているひび

割れの進展抑制と新たなひび割れの発生抑

制効果を持つことがわかった。 

(2) CCFP により補強を行うことで RC 床版張出

し部のたわみが減少した。輪荷重走行回数増

加後も，たわみが急激に増加すること無く，

RC 床版の剛性を維持していた。これは，

CCFP による補強効果が RC 床版に及ぼす最

大の補強効果であると考える。 

(3) 本実験では，アスファルト舗装がない環境下

で輪荷重を載荷・走行させたにもかかわらず，

走行回数 36 万回後もエポキシ樹脂と CCFP

に損傷や剥離などは全くみられなかった。

RC 床版は，輪荷重走行回数の増加にともな

い鉄筋が付着切れを起こすが，CCFP は，エ

ポキシ樹脂により堅固に接着されていた。 

(4) 輪荷重走行回数の増加にともなうひずみの

増加は，CCFP，コンクリート，鉄筋それぞ

れにおいてほとんどみられず，CCFP 補強が

疲労耐久性向上に大きく寄与することがわ

かった。 

(5) 補強前供試体のひび割れ幅およびたわみは，

輪荷重走行回数 6 万回まで急激な増加を続

けたが，CCFP により補強された供試体のひ

び割れ幅およびたわみは，補強後，換算走行

回数約 148 万回まで急激な増加がみられず，

本実験における供試体は，健全な状態を保っ

ていた。 
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表－4 累積等価繰返し走行回数 
補

強 
荷重 
(kN) 

走行回数

(回) 
等価繰返し 
回数(回) 

合計 
(回) 

前 78.4  60,000    60,000   60,000
78.4 180,000   180,000 
88.2  60,000 269,685 後 
98.0  60,000 1,034,482 

1,484,167
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