
論文　 AFRPロッド下面埋設曲げ補強 RC梁の重錘落下衝撃実験

岸　徳光*1・栗橋　祐介*2・三上　浩*3・佐藤　元彦*4

要旨 : 本研究では，AFRPロッド下面埋設工法によって曲げ補強された RC梁の耐衝撃性向上効果を検討する
ことを目的に，無補強および AFRPシート接着や AFRPロッド下面埋設工法によって曲げ補強した RC梁の
重錘落下衝撃実験を実施した。その結果，AFRPロッド下面埋設工法を適用することにより，1)シート接着
工法と同様に，衝撃荷重を受ける RC梁の応答変位を抑制可能であることや，2) AFRPシート接着工法よりも
補強材料の破断抵抗性が高く，耐衝撃性向上効果に優れていること，などが明らかになった。
キーワード : RC梁，AFRPロッド，下面埋設工法，耐衝撃性

1. はじめに
近年，既設鉄筋コンクリート (RC)構造物の耐力向上法

として，連続繊維 (FRP)シート接着工法が広く採用され
るようになってきた。一方で，最近ではロックシェッド
等既設の耐衝撃用途コンクリート構造物の経年劣化や耐
力不足も報告されており，この種の構造物の耐衝撃性向
上法の確立も喫緊の課題となっている。
著者らは，これまで RC部材の耐衝撃性向上法として，

アラミド繊維 (AFRP)シート接着工法に着目し，同シー
トで曲げ補強した RC梁の静的および衝撃荷重載荷実験
を実施している 1),2)。その結果，AFRPシートを接着補強
することによって，衝撃荷重載荷によって生じる変形量
やひび割れ幅を抑制可能であることを明らかにしている。
一方で，終局時には曲げひび割れ開口部を起点にシート
が破断する傾向にあることも確認されている 3)。これは，
繊維シートの厚さが 0.4 mm程度（樹脂分を含まない）と
極めて薄く，ひび割れ開口部に引張応力が集中すること
によるものと推察される。
このような実験結果を踏まえ，本研究ではひび割れ開

口に伴う FRPシートへの応力集中の影響を抑制し破断を
防止する補強工法として，RC梁下面に溝を切り込み連
続繊維製棒材 (FRPロッド)を埋設して接着する工法 (FRP

表－ 1 試験体一覧

補強工法
設定 実測 全補強材 全補強材 コンクリート 主鉄筋 計算 計算 せん断

試験体名
の種類

落下高さ 落下高さ 引張軸剛性 引張耐力 圧縮強度 降伏強度 曲げ耐力 せん断耐力 余裕度
(m) (m) (MN) (kN) (MPa) (MPa) (kN) (kN) α

N-H2.5 - 2.5 2.43 - - 23.4 355 50.2 265.6 5.29

S-H2.5
シート接着

2.5 2.37
13.7 235 32.0 369 98.2 274.3 2.79

S-H3.0 3.0 2.75

R-H2.5 2.5 2.21

R-H3.0 ロッド埋設 3.0 2.68 13.0 224 23.3 395 90.2 268.3 2.97

R-H3.5 3.5 3.13
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図－ 1 補強概念図

ロッド下面埋設工法)に着目した。図－1には，シート補
強とロッド補強の概念図を示している。
本研究では，連続繊維として，しなやかで耐衝撃性に優

れている AFRPを採用することとした。AFRPロッドは，
AFRPの素線を組紐状に編み樹脂で棒状に成形したもの
であり，その直径は一般的に 3 ∼ 15 mm程度である。そ
のため，AFRPロッドの場合には，シートに比べて応力集
中時のロッド断面全体への影響度合いが小さく，破断抵
抗性に優れているものと判断される。
既往の静載荷実験に関する研究において，提案の FRP

ロッド下面埋設工法は，FRPシート接着工法と同程度の
耐力を有していることが明らかになっている 4)。また，
FRPロッドとコンクリートとのエポキシ系パテ状接着樹
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図－ 2 試験体の形状寸法，配筋および補強状況

脂を介した付着性能は極めて高く，コンクリート片を伴っ
て剥離することを確認している。このように，FRPロッ
ド下面埋設工法の静的耐力向上効果がシート接着工法と
同程度であることから，その耐衝撃性向上効果も同程度
以上であるものと推察される。しかしながら，耐衝撃性
向上効果に着目した研究は極めて少ないのが実状である。
このような背景より，本研究では，AFRPロッド下面埋

設工法による RC梁の耐衝撃性向上効果を検討すること
を目的に，無補強および AFRPシート接着工法や AFRP

ロッド下面埋設工法により曲げ補強した RC梁の重錘落
下衝撃実験を実施した。

2. 実験概要
表－ 1には，本実験に用いた試験体を一覧にして示して
いる。表中，試験体名の第 1項目は補強工法の種類（N :

無補強，S :シート接着工法，R :ロッド下面埋設工法），
第 2項目の Hに付随する数値は設定落下高さ (m)を示し
ている。なお，表中の実測落下高さは，実測重錘衝突速
度に基づき換算した自由落下高さである。また，表には
本実験に用いた各試験体のコンクリート強度および主鉄
筋の降伏強度も併せて示している。
表中，引張軸剛性は EA（E:ヤング係数，A：補強材の

全断面積）を，引張耐力は全補強材の破断時荷重を意味
している。表より，両者は概ね同程度の値を示している
が，シートの方が若干大きい。
図－ 2には，試験体の形状寸法と配筋および各工法の補
強状況を示している。試験体の形状寸法（梁幅 ×梁高 ×
スパン長）は 200 × 250 × 3,000 mmであり，軸方向鉄筋

は上下端に D19を各 2本配置し，梁端面に設置した厚さ
9 mmの定着鋼板に溶接固定している。また，せん断補強
筋には D10を用い，100 mm間隔で配筋している。

AFRPシートは，梁底面の補強範囲にブラスト処理を施
し，エポキシ系プライマーを塗布し指触乾燥状態である
ことを確認の後，エポキシ系含浸接着樹脂を用いて接着
した。また，AFRPロッドは，梁底面のロッド埋設位置に
所定の深さで溝を切り，溝切部を清掃してプライマーを
塗布し指触乾燥状態であることを確認した後，エポキシ
系パテ状接着樹脂を溝切部に塗布し，埋設・接着した。な
お，養生期間は，AFRPシートおよびロッド（総称して，
AFRP補強材と呼ぶ）共に 1週間程度である。

AFRP補強材の補強量に関しては，シート補強の場合に
は，目付量が 830 g/m2 のシートを１層接着することとし
た。また，ロッド埋設補強の場合には，シート補強の場
合と引張軸剛性や引張耐力が同程度になるように，直径
11 mmのロッドを 2本用いている。
衝撃荷重載荷実験は，質量 300 kg，先端直径 200 mmの

鋼製重錘を所定の高さから一度だけ自由落下させる単一
載荷法に基づき実験を行っている。重錘落下位置は梁の
スパン中央部に限定している。また，試験体の両支点部
は，回転を許容し，浮き上がりを拘束するピン支持に近
い構造となっている。図－ 3には，試験体の設置状況と
実験装置を示している。
表－2には，本実験で用いた AFRP補強材の力学的特性
値を一覧にして示している。本実験の測定項目は，重錘
衝撃力，合支点反力（以後，単に支点反力），スパン中央
点変位（以後，変位）および AFRP補強材各点の軸方向ひ
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図－ 3 試験体設置状況と実験装置

表－ 2 AFRP補強材の力学的特性値（公称値）

AFRP 補強材 目付量 直径
引張 弾性 破断

の種類 (g/m2) (mm)
強度 係数 ひずみ
(GPa) (GPa) (%)

シート 830 - 2.06 118 1.75

ロッド - 11 × 2本 1.18 68.6 1.72

ずみである。なお，重錘衝撃力波形と支点反力波形は起
歪柱型の衝撃荷重測定用ロードセルを，変位波形はレー
ザ式非接触型変位計を用いて計測している。また，実験
時には，RC梁のひび割れや AFRP補強材の剥離あるいは
破断状況を高速度カメラを用いて撮影している。

3. 実験結果
3.1 各種時刻歴応答波形
図－ 4には，全試験体の各種時刻歴応答波形を比較して
示している。図－ 4 (a)より，重錘衝撃力波形は，試験体
の種類や設定落下高さ H によらず，振幅が大きく継続時
間が 1 ms程度の第 1波に振幅が小さい第 2波目が後続す
る性状を示していることが分かる。最大振幅は，補強試
験体の場合が無補強試験体の場合よりも大きい。これは，
補強試験体の場合が無補強試験体よりも曲げ剛性が大き
いことによるものと判断される。
図－4 (b) より，支点反力波形は，継続時間が 40 ∼ 50

ms程度の主波動に高周波成分が合成された分布性状を示
していることが分かる。設定落下高さ H = 2.5 mの場合
には，補強試験体の主波動継続時間が無補強試験体の場
合よりも短い。これは，AFRP補強材を用いて曲げ補強し
たことによって，梁の曲げ剛性が向上したことによるも
のと推測される。
また，H = 3.0 mの場合には，S試験体の主波動継続時

間が R試験体の場合に比較して約 10 ms程度長く，かつ，
H = 2.5 mの場合における無補強試験体のそれと同程度と
なっている。これは，後述するように S試験体の場合に
は，経過時間 t = 10 ms程度においてシートが破断し，曲
げ剛性が急激に低下し無補強試験体と類似した応答性状
を示したことによるものと推察される。
設定落下高さ H = 3.0 mと 3.5 mの場合における R試験

体の波形は，H = 3.5 mの場合における主波動継続時間が
若干長いものの，両者類似していることが分かる。これ
より，AFRPロッドは H = 3.5 mの場合においても破断せ
ず，梁の曲げ剛性は低下していないことが分かる。
図－4 (c)より，載荷点変位波形は，いずれの試験体に
おいても最大振幅を示す第１波が励起した後，減衰自由
振動状態に至っていることが分かる。設定落下高さ H =

2.5 mの場合には，補強試験体の最大変位が無補強試験体
の場合よりも小さいことから，AFRP補強材を用いて曲
げ補強したことによって，変形量の抑制効果が発揮され
ていることが分かる。また，補強試験体間で類似した波
形性状を示していることから，梁の曲げ剛性は両者類似
していることが確認される。詳細に見ると，R試験体の
場合が S試験体の場合に比較して減衰自由振動状態にお
ける周期が若干長いことより，静的軸剛性値に対応して
挙動していることが分かる。
設定落下高さ H = 3.0 mの場合において，シート破断を

生じた S試験体の場合には，ロッド下面埋設補強した R

試験体の場合に比較して，最大変位が大きく，かつ減衰
自由振動状態における振動周期が長い。また，R試験体
の変位波形において，設定落下高さ H = 3.5 mの場合に
は，H = 3.0 mの場合に比較して最大変位が大きく周期も
多少長い。しかしながら，その差は顕著ではないことよ
り， H = 3.5 mの場合においても AFRPロッドの破断や
付着切れ等の損傷はなく，AFRPロッドの補強効果は保
持されているものと推察される。
以上のことから，AFRPシート接着あるいはロッド下面

埋設曲げ補強した RC梁の耐衝撃性は，入力エネルギーが
それ程大きくない場合には両者同程度である。一方，入
力エネルギーが大きく梁が終局に近い状態に至る場合に
は，ロッド下面埋設曲げ補強を施す場合がシート接着を
施す場合よりも，耐衝撃性に優れていることが明らかに
なった。
3.2 ひび割れ分布性状
写真－1には，設定落下高さ H = 3.0 mの場合における
実験終了後の補強試験体上面，側面および底面のひび割
れ分布を示している。写真より，側面のひび割れ分布に
着目すると，両試験体とも梁下縁から鉛直方向に進展す
る曲げひび割れや，載荷点近傍から梁下縁に向かって進
展する斜めひび割れが発生していることが分かる。詳細
に見ると，S試験体の場合には斜めひび割れの角度が大
きく，その内部に発生している曲げひび割れの数も多い。
また，載荷点近傍が圧壊していることより，シート破断
も相まって載荷点を中心に角折れ状態に至っていること
が窺える。
一方，R試験体の場合には，斜めひび割れの角度もよ

り小さく，載荷点近傍で圧壊してるものの緩やかな角折
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図－ 4 重錘衝撃力，支点反力およびスパン中央点変位に関する時刻歴応答波形

(a)  S-H3.0 

(b)  R-H3.0 

写真－ 1 S/R-H3.0試験体のひび割れ分布性状

れの状態に至っている。また，外側の斜めひび割れは大
きく開口し，その先端部はロッドを下方に押し出すピー
リング作用を示していることが分かる。
次に，実験終了後の梁底面に着目すると，S試験体の

場合には，スパン中央部でシートが破断している以外は，
シートの剥離や破断割れは確認されない。また，シート
表面からのコンクリートのひび割れも確認されなかった。
一方，R試験体の場合には，平面保持仮定に基づけば

下面に生じるひび割れは幅方向に一様に分布しなければ
ならない。しかしながら，実験結果では，ロッド埋設近
傍部のひび割れが周辺部のそれよりも支点側に進展して
おり，2本のロッド間のひび割れはスパンセンターを中
心に”U”字状に分布していることが分かる。これは，以下
の要因によるものと推察される。1)梁に生ずる曲げモー
メントによって，AFRPロッドにも対応した引張力が作
用すると共に，周辺コンクリートとロッド間には付着応
力が生じ，ロッド近傍にもこれに対応した間隔でひび割
れが発生する。2) RC梁の場合には，通常スターラップ
が配置されることより，幅方向に配置された主鉄筋は一

体として挙動し，従ってひび割れも一様に分布する。3)

しかしながら，ロッド下面埋設を施す場合には，各ロッ
ドが独立してかぶり部に配置されることから，ロッド間
中央部ではロッドに作用する引張力や付着応力の影響が
小さくなり，対応してそのひび割れ間隔もロッド近傍部
よりは小さくなる。これより，ロッド間のひび割れ分布
は，最終的に”U”字状に分布するものと推察される。この
ことは，梁はロッド埋設近傍部を中心に補強強化される
ことになるため，梁側面等周辺コンクリートの損傷が進
行するものの，梁全体としては耐衝撃性が向上すること
を暗示している。
これに対して，シート接着を施す場合には梁幅方向に

均一に曲げ補強することより，局部的な塑性化によるエ
ネルギー吸収が許容できないことやひび割れ開口部に引
張応力が集中するため，入力エネルギーが大きく梁が終
局に近い状態に至る場合には，ロッド下面埋設を施す場
合よりも耐荷性が劣るものと推察される。
また，R試験体において，斜めひび割れ先端部周辺で

下縁隅角部かぶりコンクリートが一部剥落している。こ
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図－ 5 S-H3.0試験体のひずみ分布とひび割れ性状
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図－ 6 R-H3.0試験体のひずみ分布とひび割れ分布

れは，ひび割れ先端部がロッドを押し下げるピーリング
作用によって，ロッドに付着したかぶりコンクリートも
下方に押し出されることによるものと推察される。
3.3 AFRP補強材のひずみおよび側面ひび割れ分布の各時
刻における推移状況
図－ 5 および 図－6 には，それぞれ，S/R-H3.0試験体
の AFRP補強材のひずみ分布および梁側面ひび割れ分布
の各時刻における推移状況を示している。図より，両試
験体とも経過時間 t = 1.0 msで，斜めひび割れが載荷点部
から梁下縁まで進展するとともに，載荷点近傍において
0.5 %程度の引張ひずみが発生し，その両支点側では圧縮
ひずみが発生していることが分かる。これは，重錘衝突
によって応力波が梁全体に伝播する過程において，見か
け上の固定端が両支点側に推移する状況を示している。

t = 8.0 msでは，両試験体とも斜めひび割れが開口した
後，斜めひび割れ内部に曲げひび割れが発生している。そ
の後，t = 9.5 ms以降において，両試験体とも斜めひび割
れ内部のひび割れが開口して，スパン中央部のひずみが
急激に大きくなっている。ひずみ分布を見ると，載荷点
近傍において大きなひずみが発生しており，その範囲は

上記の斜めひび割れ形成範囲に概ね対応している。この
ことは，この領域において主鉄筋が降伏域に達し塑性化
していることを示しており，斜めひび割れ形成部の AFRP

補強材に大きなひずみが生じる傾向にあることが分かる。
さらに詳細に見ると，大きなひずみが発生している領域
は，S試験体の場合が狭く，R試験体の場合がより広い。
また，S試験体の場合には，中央部のひずみ分布が三角
形状の分布を示していることから，この時点ではシート
の剥離は生じていないことと，主鉄筋の塑性化も載荷点
中央部が最も大きく，梁は角折れの傾向を示しているこ
とが窺われる。
これに対して，R試験体の場合には，載荷点近傍に斜

めひび割れが発生するものの，鉄筋の塑性化は S試験体
の場合よりも広く分布している。ひずみ分布が台形状と
なっていることから，載荷点部では主鉄筋の塑性化もほ
ぼ一様で純曲げが作用しているような性状を示し，ロッ
ドが効率よく衝撃力をスパン方向に分散していることが
推察される。また，ひずみ分布もシート剥離時に見られ
るようななめらかで一様な分布を呈していないことから，
剥離に至っていないことが類推される。なお，中央点で

-1379-



2%のひずみを示しているが，これは局所的なロッド内繊
維のずれによる含浸樹脂の割れ等によってひずみゲージ
が破断したことによるものと推察される。
その後，S試験体の場合には，t = 10 ms時点では，載

荷点近傍コンクリートが圧壊の傾向を示している。また，
下縁かぶり部では斜めひび割れ領域内で曲げひび割れの
発生と共にシートが剥離し，角折れが進行していること
が分かる。さらに，t = 16 ms時点では，載荷点近傍にお
いてシートの破断ひずみを超過するひずみが発生し，そ
れ以外ではひずみが低下している。これは，ひび割れ状
況からも明らかなように，載荷点近傍でシートが破断し，
その周辺ではシートに作用していた引張応力が開放され
たことによるものと推察される。この時点でシートは破
断しているが，シートとコンクリートとの付着はシート
が破断に至る直前まで保持されていることが分かる。
これに対して，R試験体の場合には，t = 10 ms時点で

は，t = 9.5 ms時点と類似したひずみ分布性状を示してお
り，ロッドの剥離や破断の傾向は見られない。t = 16 ms

時点では，斜めひび割れの開口幅が大きくなっており，
梁全体で衝撃力に抵抗していることが類推される。なお，
ひび割れの開口が大きいことより，対応して 2%以上のひ
ずみが随所で見られる。これより，この時点では，ひび割
れ部を基点とした局所的な剥離が発生していることも類
推される。但し，このような現象は，載荷点近傍部に限定
されていることより，梁全体としての破壊には至ってい
ないことが分かる。また，実験終了後にロッドの損傷状
況を目視確認の結果，ロッドの破断や損傷は認められて
いない。但し，ひずみゲージの破断は確認された。従っ
て，これらの超過ひずみは，ロッド埋設・接着に用いた
エポキシ系パテ状接着樹脂の割れに伴うひずみゲージの
破断によるものと推察される。
これより，AFRP量に対するコンクリートとの付着面積

は，シート接着補強の場合がロッド埋設補強の場合より
大きいが，耐衝撃性向上効果はロッド埋設補強の場合が
大きいことが明らかになった。これは，FRP材を用いて
曲げ補強した RC梁の耐衝撃性向上効果は，必ずしもコ
ンクリートとの付着面積の大きさに依存せず，各補強法
によるエネルギー吸収性能の違いに依存するものと推察
される。

4. まとめ
本研究では，AFRPロッド下面埋設工法による RC梁の

耐衝撃性向上効果を検討することを目的に，無補強および
AFRPシート接着工法や AFRPロッドで下面埋設曲げ補強
した RC梁の重錘落下衝撃実験を実施した。なお，AFRP

シートおよび AFRPロッドには，引張耐力および引張軸
剛性が同程度となる材料を用いている。本実験により得

られた知見をまとめると，以下の通りである。

1) AFRPロッド下面埋設補強工法は，AFRPシート接着
工法と同様に衝撃荷重を受ける RC梁の耐衝撃性を
向上可能である。

2) その耐衝撃性向上効果は，RC梁が終局に至る前の入
力エネルギーが比較的小さい場合には，両者同程度
である。

3) 一方，入力エネルギーが大きく RC梁が終局に近い
状態に至る場合には，AFRPロッド下面埋設工法が
AFRPシート接着工法よりも耐衝撃性に優れている。

4) それは，シート接着曲げ補強の場合には，梁幅方向
に均一に補強することより，梁下縁近傍での局所的
な塑性化によるエネルギー吸収効果が期待できない
ため，応力集中等によって破断に陥る傾向にあるた
めと推察される。

5) 一方，AFRP ロッド下面埋設曲げ補強の場合には，
ロッド及びその近傍部で曲げ補強効果を発揮すると
ともに，周辺コンクリート部はひび割れの発生・開
口・剥落等によるエネルギー吸収作用が期待できる。
そのため，補強量が同程度の場合には，シート接着
補強よりも耐衝撃性に富むものと推察される。
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