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要旨：既存建築物の耐震補強において，外付け補強の接合部には，地震時にせん断力に加え，大きな曲げモー

メントも生じる。一般的な接合部には接着系あと施工アンカーが用いられることが多いが，組合せ応力下に

おける力学挙動について検証された例は少ない。本論文ではこの基礎的検証として，接合部に一定引張力を

与えつつ，正負交番繰り返しせん断力を与える載荷実験を行った。本実験の結果，引張力が大きい程，せん

断力が小さく目開量が大きくなるが，接合部に作用する仕事量は変位ベクトル（目開量とずれ変形で構成さ

れるベクトル）の大きさが同じであれば，引張応力の値に関わらず同程度の値を示すことが明らかとなった。
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1. はじめに

　既存建築物の耐震補強
1)
は，付加する耐震要素（以下，

補強部材と記述する）を既存架構の構面内に取り付ける

内付け補強と，構面外に取り付ける外付け補強に大別さ

れる。耐震補強構造物において，補強部材と既存部材の

接合が重要な要素の一つになる。

　外付け補強の接合部には，地震時にせん断力に付随し

て大きな曲げモーメントが作用するため，接合部は引張

力または圧縮力を受けながら繰り返しせん断力を受ける

ことになる。一般的な接合部では，接着系あと施工アン

カーが使用されるが，引張力を受けた場合に，このせん

断抵抗性能が低下すると考えられる。しかしながら，引

張力を受けながら正負交番の繰り返し載荷されたあと施

工アンカーの実験例は極めて少なく，その力学的性質に

関する知見は十分ではない。

　実際の外付け補強の接合部では，せん断力に起因する

偏心モーメントによって，アンカー筋に引張力が作用す

るため，せん断力またはせん断変位の値に応じた変動軸

力が作用することになる。そのため，白井ら
2)
や森下ら

3)

は，アンカー筋を斜め方向に加力する実験を行い，組合

せ応力下の構造性能について検証している。

　著者らはこれまでに，接着系あと施工アンカーの力学

モデルを構築
4),5)

しているが，本研究ではさらにこれを

発展させ，組合せ応力下における力学挙動（ずれ変形，

せん断力，目開き量，および引張力の 4 者の関係）を追

跡できるように改良したいと考えている。そこで，まず

は組合せ応力下における，基礎的な力学的性質を把握す

るため，一定引張力を与えた接着系あと施工アンカーの

正負交番繰り返しせん断載荷実験を行って考察を加える

こととする。

2. 本実験の概要

2.1 試験体パラメータ

　表－ 1 に試験体パラメータを , 表－ 2 にコンクリート

とグラウトの材料特性を，表－ 3 にアンカー筋の機械的

性質を示す。また，表－ 4 に本実験で用いた接着剤の材

料特性（接着剤メーカーの資料より抜粋）を示す。

　本実験ではアンカー筋に導入する一定引張応力 sN を

パラメータとして，D13-0，D13-0.33T，D13-0.67T と名

称する 3 体の試験体の実験を行う。D13-0 試験体は，引

張力をゼロとし，D13-0.33T 試験体，および D13-0.67T

試験体は，それぞれ 1/3sy（sy はアンカー筋の降伏強度）

と 2/3sy の一定引張力を導入する。本論文で対象とする

アンカー筋径 da は全て 13mm(D13) とし，有効埋め込み

深さは 130mm(10da) とする。

2.2 試験体形状

　図－ 1 に試験体の諸元寸法を示す。

　本試験体は，既存躯体から間接接合部までの一部を模

擬したものである。既存躯体に相当するコンクリート

部分は，幅 400mm，長さ 440mm，高さ 250mm である。

接合部に相当する増設側は，幅 160mm，長さ 350mm，

高さ 170mm である。コンクリート部分にアンカー筋を

施工した後に，接合面にグリスを塗布し，2-f19 のスタッ

ドを溶接した鋼板と鉄筋籠を設置して，接合面と鋼板の

間にグラウトを圧入する。

　あと施工アンカーの施工に際し，穿孔器具に湿式コア

ドリルを使用し下向きに穿孔して，エポキシ系の注入式

接着剤を用いてアンカー筋を定着する。試験体上部に設

*1 室蘭工業大学　建築社会基盤系学科　准教授　工博　（正会員）

*2 北海道職業能力開発大学校　建築科　教授　工博　（正会員）

*3 東京工業大学　建築物理研究センター　准教授　工博　（正会員）

-1105-

コンクリート工学年次論文集，Vol.38，No.2，2016



種別 sB

(N/mm2)
Ec

(kN/mm2)
ecu

(10-6)
st

(N/mm2)
コンクリート 19.0 23.7 1719 1.9

グラウト 59.1 23.4 3638 3.3

表ー 3　アンカー筋の機械的性質

図ー 1　試験体の諸元寸法

表ー 1　試験体パラメータの一覧

試験

体名

sN

(N/mm2)
da

(mm) 
Le

(mm) 
D13-0 0

D13-0.33T 125 13 10da
D13-0.67T 250

sy

(N/mm2)
ssu

(N/mm2)
ey

(10-6)
Es

(kN/mm2)
伸び
(%)

375 582 2342 193 26

表ー 2　コンクリート及びグラウトの材料特性

置する鋼板にアンカー筋を通すための孔を設けている。

アンカー筋の上側端部にネジを切り，アンカー筋を試験

体上部の鋼板にナット締めすることで，アンカー筋に引

張力を伝達できるようにしている。

2.3 加力方法

　図－ 2 に本実験の加力装置を示す。

　加力装置には，せん断載荷用に 2 本の 500kN 油圧

ジャッキを，引張力を加えるために，鉛直方向にセンター

ホールジャッキを用いる。センターホールジャッキに挿

入する PC 鋼棒の下端にロードセルを設置し，これをガ

イドレールを介してコの字型加力ビームに固定する。ま

た，コの字型加力ビームは，平行クランプを用いて加力

フレームに固定されることで，せん断加力時に，出来る

だけ平行に変位するように配慮する。

　試験体に引張力とせん断力を与えるため，試験体上部

に設けた鋼板を，コの字型加力ビームにボルト締めす

る。ここで，アンカー筋が鋼板を貫通してナット締めさ

れていることから，ナットが干渉しないように，コの字

型加力ビームと鋼板の間に，M16 のタップを切った厚さ

50mm の鉄板を挟み，高力ボルトを用いて連結している。

　試験体のコンクリート部分には，4 本の塩ビ管を埋め

込んでおり，ここに M16 のボルトを通して，試験体と

加力フレームを固定し，引張力に対する反力を得る。

　載荷サイクルを図－ 3 に示す。文献 6) には，接合部

のずれ変形を 2mm 以内に抑制すべきと規定されている

ことから，実験上は余裕を見て，この 3 倍程度の範囲の

力学性能を検証すれば十分であると，著者らは考えてい

る。そこで，ずれ変形の小さい± 0.25，± 0.5 を 1 回づつ，

その後，± 0.75，± 1.0，± 1.5，± 2.0，± 3.0，± 4.0mm

を2サイクルづつ載荷し，その後，±6.0mmを1サイクル，

最後は正側に押し切る載荷サイクルとする。

2.4 計測方法

　図－ 4 に本実験の計測方法を示す。

図ー 2　加力方法
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図ー 3　載荷サイクル
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図ー 4　計測方法

表ー 4　接着剤の材料特性

比重
sb

(N/mm2)
Eb

(kN/mm2)
st

(N/mm2)
1.2 109 2.73 75.7

sN: 軸応力，da: アンカー筋径，Le: 有効埋め込み深さ

sB: 圧縮強度，Ec: ヤング係数，ecu: 圧縮強度時の歪度，

st: 割裂強度

sy: 降伏強度，ssu: 最大強度，ey: 降伏時の歪度，

Es: ヤング係数

(a)　機械的性質

主成分

ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂
ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂
メタキシレンジアミン
石英

(b)　接着剤に含まれる代表的な主成分

sb: 圧縮強度，Eb: ヤング係数，st: 引張強度

19
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図ー 5　せん断荷重 - ずれ変形 (Q-dS) 曲線

(b)　D13-0.33T 試験体(a)　D13-0 試験体 (c)　D13-0.67T 試験体

の Q-dS 曲線を見ると，dS=+0.75mm で一度ピーク荷重に

達し，その後はやや荷重が低下するが，この荷重を維持

しながら変形が進展する。最終ステップの押切り載荷に

おいて，再び荷重が増加する。

　アンカー筋に引張力を与えた，図－ 5(b) の D13-0.33T

試験体，および同図 (c) の D13-0.67T 試験体の荷重変形

曲線も，全体的な傾向は D13-0 試験体と同様である。し

かしながら，せん断力は引張力が大きい試験体ほど低下

する。このせん断力と引張力の関係については，3.3 節

において検証する。

3.2 目開量の推移

　図－ 6(a) ～ (c) に，各試験体の目開き量 dN- ずれ変

形 dS 曲線を示す。

　同図を観察すると明らかなように，引張力が大きい試

験体の方が目開量も大きくなる。引張力を導入しない

D13-0 試験体は dS= ± 6mm まで載荷しても，目開量は

1mm 程度に納まる。しかし，sN=1/3sy とした D13-0.33T

試験体，および sN=2/3sy とした D13-0.67T 試験体にお

いては，dN が 1mm を超えるのは，それぞれ dS=+3mm

と dS=+2mm の手前であり，引張応力の増大につれ小さ

いずれ変形で大きく目開いていく。続いて，dN の挙動

に着目すると，D13-0 試験体と D13-0.33T 試験体では，

図ー 6　目開き量 - ずれ変形 (dN-dS) 曲線

(b)　D13-0.33T 試験体(a)　D13-0 試験体 (c)　D13-0.67T 試験体
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　試験体の既存側コンクリートの中央の高さの位置に，

インサートを 2 箇所埋め込み，これに 50mm × 50mm の

アングルを固定する。ここにマグネットスタンドを用い

て変位計を固定し，グラウト中央に設置したターゲット

の相対水平変位と相対鉛直変位を，それぞれ 2 箇所計測

する。ずれ変形 dS と目開量 dN は，これらの各 2 箇所の

水平変位と鉛直変位の平均値とする。引張荷重は，PC

鋼棒に取り付けられたロードセルで，せん断荷重は水平

方向に配置した正負それぞれの油圧ジャッキに取り付け

られたロードセルで計測された値とする。

　また図－ 4 右側に示してあるように，D13-0 試験体の

アンカー筋には多数のひずみゲージを貼り付ける。D13-

0.33T試験体にはゲージは貼らず，D13-0.67T試験体には，

W 側の L=-2da，0，-2da の 3 箇所のみ貼り付ける。アン

カー筋に 2mm × 2mm の溝を設けてゲージを貼り，接着

剤の付着抵抗に極力影響しないように配慮する。

3. 実験結果

3.1 荷重 - 変位曲線

　図－ 5(a) ～ (c) に，各試験体のせん断荷重 Q - ずれ

変形 dS 曲線を示す。

　図－ 5(a) に示す，引張荷重を与えない D13-0 試験体
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dS が小さい範囲で，せん断載荷の除荷時に，dN がある

程度元に戻る（目開きが閉じる）傾向が確認され，dS（ま

たは dN）がある値を超えると，除荷時の dN の残留が大

きくなり，その後は漸増的に目開いていく。これに対し，

D13-0.67T 試験体は，dS が小さい範囲から，除荷時の dN

の残留が大きく，繰り返しせん断載荷とともに dN が大

きくなっていく。つまり，引張応力下における接合部の

目開きの値を正確に予測するには，載荷サイクル数も考

慮しなければならない。

　また，D13-0 試験体と D13-0.67T 試験体の 2 体の試

験体のアンカー筋には，ひずみゲージを貼っている。

D13-0 試験体では，dS=+0.58mm で L=-2da の位置のゲー

ジが，dS=-1.3mm で L=0 の位置のゲージが降伏ひずみに

達する。これに対し D13-0.67T 試験体では，より小さい

変形量となる，dS=+0.27mm で L=0 の位置のゲージが，

dS=-0.74mm で L=-2da の位置のゲージが降伏ひずみに達

する。このことから，アンカー筋に引張力が作用する場

合には，dS が小さい領域でアンカー筋が降伏し，このよ

うな状態で，さらに引張力も作用するため，せん断載荷

の初期から，除荷時の dN の残留が大きく，その後の拡

幅も大きくなっていくものと考えられる。

3.3 引張力がせん断力に及ぼす影響

　図－ 7 に，軸力比－せん断力比関係を示す。

　一般に，複合応力を受けるあと施工アンカーのせん断

力と引張力の関係は，次式の関係例えば 6)
で表される。

1


















aa Q
Q

T
T

 (1)

　ここに Ta と Qa は，それぞれあと施工アンカーの純粋

な引張耐力とせん断耐力であり，T と Q は組合せ応力下

において負担可能な引張力とせん断力である。a は係数

であり，1~2 の間に設定されることが多い。

　ここで，Ta はアンカー筋が引張降伏する際の耐力であ

ることから，次式によって表される。

sya AT   (2)

　ここに As はアンカー筋の断面積である。

　また Qa ついては，本論文で対象としている応力状態

が，外付け補強の接合部を想定していることから，文献
6)

より，次式を使って dS=2mm におけるせん断耐力を用い

ることとする。

sya AQ  7.07.0  (3)

　加えて，Ta に関しては，材料実験で得られた sy を使

用することから，実験値と計算値は，理屈上は同一にな

る。一方で，Qa は設計式であり安全率が含まれている分，

実験値の方が大きくなる。

　そこで，組み合わせ応力下における軸力比 - せん断力

比を検証する際に，Ta は式 (2) をそのまま適用すること

とし，Qa に式 (3) を用いたケースと，実際に実験で得ら

れた dS=2mm 時のせん断力を用いたケースの 2 通りで検

証する。図－ 7 には，a=1，1.5，2 の 3 ケース , さらに

実験値も dS=1mm，2mm，3mm における 3 ケースのせん

断力を載せている。また，T/Ta=1 のケースの値は式 (2)

によって算出した値である。

　図－ 7(a) より，T/Ta=0 時の Q/Qa を見てみると，や

はり設計式である式 (3) を使っているために，Q/Qa は

1.2~1.3 と安全側に評価されている。このことより，T/

Ta=1/3 および 2/3 における Q/Qa の値も，やや安全側の

値になっている可能性がある。このような条件において

は，式 (1) で a=1.5 とすることで，組合せ応力時の引張

力とせん断力を推定することが可能である。

　続いて図－ 7(b) より，Qa に実験値を用いて評価した

場合について検討すると，a=1.5 では実験値を過大に評

価する結果となり危険側の評価となるが，a=1 とする

ことで概ね良好に評価できることが理解される。また，

dS=1~3mm においては，特段大きな差異も認められな

かった。

 

4. 仕事量の観点による考察

4.1 概要

　前 3 章では，組合せ応力を受けるあと施工アンカーの

力学挙動として，Q-dS 曲線，dN-dS 曲線，T/Ta-Q/Qa 関

係から実験結果を観察してきた。その結果，容易に予測

され得る結果ではあるが，引張力の増大につれせん断力

は低下し，目開量が大きくなる傾向となった。

　次の段階として，これらの挙動を定量的に評価し得る

手法を提案したいと考えている。既往の研究において，

望月ら
7)
が仕事量を用いて，プレキャスト接合部の耐力

式を構築している。そこで本 4 章では，著者らもこの観

点から，本実験結果を整理する。

4.2 接合部における仕事量の定義

　図－ 8 に接合部に作用する外力が為す仕事量の定義を
図ー 7　軸力比－せん断力比関係
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(b)　実験値を用いた場合
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示す。本実験に作用する荷重は，引張力とせん断力の 2

種類がある。したがって，仕事量もそれぞれについて定

義でき，引張力による仕事量を WT，せん断力による仕

事量を WS とすると，下式で表される。

NT dTW    (4)

 SS QdW   

 
 

 (5)

　つまり，厳密な仕事量は図－ 8 の左側に示すように，

引張力方向と，せん断力方向における荷重 - 変位曲線と

x 軸で囲まれる面積である。ここで本論文においては，

まずは初期検討として，簡略的に評価するため，図－ 8

右側に示すように，完全弾塑性の力学挙動を仮定し，次

式によって仕事量を定義する。

NT TW 
 

 (6)

SS QW   (7)

　ここで，目開きの挙動についてはアンカー筋の降伏後，

急激に目開きが拡幅すること，またせん断方向の挙動に

関しても，前掲の図－ 5 を見る限りでは，変形の小さい

領域で荷重が大きく増加し，dS=1mm 以降は大きく荷重

が増減しないことから，簡略的な仕事量の評価方法では

あるが，それなりに高い精度で評価できると考えられる。

　接合部全体の仕事量 Wtotal は，これらを単純に加算す

ることで評価される。

STtotal WWW    (8)

4.3 各試験体で外力が為す仕事量

　図－ 9(a) ～ (c) に各試験体のそれぞれの仕事量を示

し，(d) に各試験体の Wtotal を比較した結果を示す。

　図－ 9(a) の D13-0 試験体の仕事量を見ると，当然な

がら T=0 であるため，WT もゼロであり，Wtotal=WS となる。

同図 (b) と (c) に示す，D13-0.33T 試験体と D13-0.67T

試験体の仕事量に着目すると，引張力の導入によ WT が

生じ，sN=1/3sy では WS が支配的であるが，sN=2/3sy ま

で大きくした D13-0.67T 試験体では，WS よりも WT の割

図ー 9　外力が為す仕事量

(c)　D13-0.67T 試験体

(b)　D13-0.33T 試験体

(a)　D13-0 試験体

(d)　Wtotal の比較

δ
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N
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コンクリート側
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ずれ変形

変位ベクトルδ

図ー 10　変位ベクトルの定義

図ー 11　変位ベクトルで評価した Wtotal
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合いが大きくなる。

　次に横軸を dS として，各試験体の Wtotal を比較したの

が図－ 9(d) であるが，同図の結果では，引張力が最も

大きい D13-0.67T 試験体が Wtotal が一番大きい。

　通常は dS を基準に，各種の成分を分析・比較するの

が理解し易いが，仕事量の総和を評価する目的であれば，

変位についても，引張方向とせん断方向の総和として捉

える必要があると考える。そこで図－ 10 に示す変位ベ

クトルの大きさ  を使って，各試験体の Wtotal を比較す

る。  は，次式で表される。

22
SN     (9)

　図－ 11 に，  を使って Wtotal を比較した結果を示す。

 は絶対値であるため，負の記号になることはないが，

同図では，便宜的に負側の挙動については，x 軸の値を

反転して表示してある。図－ 11 を見ると，  を用いて

評価することで，引張力の大きさを違えても，概ね同じ

仕事量となる傾向が理解できる。換言すれば，あと施工

アンカーが負担し得るエネルギー吸収量の総和は，引張

力が作用した場合であっても変わらないと言う事実が明

らかとなった。

　本論文の範囲では，アンカー筋径が 13mm のみであり，

コンクリート強度も 1 水準しかないため，この傾向に普

遍性があるとは明言できないが，組合せ応力を受けるあ

と施工アンカーの力学挙動を論じる上で，極めて有用な

指標になり得る可能性があると考えている。

　

5. 結論

　本論文では，一定引張力を与えた da=13mm の接着系

あと施工アンカーの正負交番繰り返しせん断実験を行

い，引張力を受けるあと施工アンカーの力学的性質につ

いて考察した。本論文で得た知見を以下に列記する。

1) アンカー筋に作用する引張力が大きくなるほど，せ

ん断力が低下し，目開量が大きくなる。

2) 軸力比とせん断力比の関係を表記する際に，設計式を

用いてせん断耐力 Qa を評価する場合は，式 (1) の a

を 1.5 とすることで，適切に実験結果を予測できる。

一方で dS=2mm における実験値を用いて Qa を評価す

る場合は，a=1 として表すのが妥当である。

3) 引張応力 sN が 1/3sy 程度であれば，せん断方向の仕

事量が支配的であるが，sN=2/3sy とした試験体では，

引張方向の仕事量が支配的となる。

4) 変位ベクトルの大きさ  を用いて，仕事量の総和

Wtotal を整理すると，sN の値に影響を受けず，概ね一

定の値を示す傾向がある。

　本論文における考察より，仕事量の概念を導入するこ

とで，一定引張力下におけるあと施工アンカーの力学挙

動を論じられそうな傾向があることを示した。また本実

験では 1 種類の注入型接着剤を用いたが，接着剤が付着

破壊しない条件であれば，カプセル型を含むその他の接

着剤を用いても，本実験の結果と同様の傾向が得られる

と推測される。しかし，これを立証するには更なる検証

が必要である。そこで今後は，接着剤のタイプを替えた

場合や，アンカー筋の諸元やコンクリート強度を違えた

実験を行ってデータを蓄積し，最終的には組合せ応力を

受けるあと施工アンカーの力学モデルの構築，および設

計法の高度化を試みる予定である。
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