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要旨：バサルト繊維をネット状にしたバサルト製メッシュは，現在，剥落防止としてコンクリート部材に接着して

使用されているが，その補強効果は明らかにされていない。本研究では，補強領域をパラメータとし，2 種類の接

着剤を用いてバサルト製メッシュを接着した RC 梁のせん断補強実験を行った。その結果，接着剤ごとにバサルト

製メッシュの作用に違いはあるものの，U 字補強や巻き立て補強を行うことで，鉛直方向に配置されたバサルト製

メッシュ分以上のせん断補強効果が見込まれた。また，水平方向に配置されたバサルト製メッシュについても，ひ

ずみゲージの挙動よりせん断補強効果があることが確認された。 

キーワード：バサルト製メッシュ，せん断補強，接着剤，補強領域，RC梁 

 

1. はじめに 

 バサルト繊維は天然由来の玄武岩を溶融して製造され

る無機繊維である。その高い引張強度と優れた耐火性から，

様々な形で土木分野への適用が検討されており，バサルト

短繊維を用いて繊維補強コンクリートとした研究 1) やプ

レートに加工してトンネル覆工を補強した事例 2) などが

ある。このバサルト繊維をネット状に加工したものがバサ

ルト製メッシュである。現在，バサルト製メッシュは図－

1に示すように，剥落防止を目的としてコンクリート部材

に接着した使用実績がある。ただし，実設計においては，

バサルト製メッシュ接着による補強効果は考慮されてい

ない。バサルト繊維は引張強度が高いことから，バサルト

製メッシュは補強材として使用できる可能性がある。また，

ネット状であるため硬化後に透明となる接着剤を適用す

ることで，連続繊維シートによる補強と比べ，コンクリー

ト部の目視確認が可能であるという利点もある。 

著者らは先行研究 3) として，従来，連続繊維シート接着

に用いられるエポキシ樹脂およびバサルト製メッシュの

剥落防止工で使用実績のあるアクリルエマルジョン樹脂

（以下，アクリル樹脂）を用い，側面にバサルト製メッシ

ュを接着した RC 梁の載荷試験を行った。その結果，使用

する接着剤によって，バサルト製メッシュの挙動が異なり，

補強効果に違いがあることを明らかにした。ただし，アク

リル樹脂で接着した場合は，バサルト製メッシュが斜めひ

び割れ付近で RC 梁から剥がれるため，貼り付け方による

影響があるものと考えられる。もしくは，ひび割れ部に対

してより多くの定着長を必要とすると考えられる。また，

バサルト製メッシュの受け持つせん断耐力に関して，実験

値と算定値を比較し，鉛直方向に合わせて水平方向に配置

されたバサルト製メッシュについても効果を発揮してい
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る可能性を示したが，水平方向のバサルト製メッシュの挙

動など，現象の把握は行えていない。 

そこで本研究では，剥落防止に用いるバサルト製メッシ

ュを接着した RC 梁の載荷試験を行い，エポキシ樹脂およ

びアクリル樹脂によってバサルト製メッシュの貼り付け

範囲（補強領域）を変化させた場合のせん断耐力およびバ

サルト製メッシュの抵抗機構の検討を行った。 

 

2. 実験概要 

 図－2に作製した RC 梁供試体の概要を示す。供試体作

製に使用したコンクリートの配合を表－1に，コンクリー

ト（呼び強度 24，最大骨材寸法 15mm，スランプ 14.0cm，

早強）および鉄筋（D16：SD345）の材料特性を表－2，3

に示す。この供試体を 7 体作製し，1 体は無補強として，

残りの6体に接着剤を用いてバサルト製メッシュを接着し

た。使用したバサルト製メッシュを図－3に，物性値を表

－4に示す。この物性値は，バサルト製メッシュ 3 束分の

引張試験 5 体より得られた値である。ただし，断面積は目

付量（規格値）より計算したメッシュ 1 束 1m分の重量を

密度（規格値）で除して算出した。なお，バサルト製メッ

シュは糊付けによるサイジング処理のみで成形を行って

おり，折り曲げが可能なものである。補強領域は図－4に

示すように，側面，U 字および巻き立ての 3 通りである。 
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図－1 RC部材に接着したバサルト製メッシュ例 
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スパン方向の接着に関しては，支点間の 1000mmとその外

側に 100mmずつの計 1200mm とした。また，接着剤には，

エポキシ樹脂とアクリル樹脂を使用しており，側面補強は

文献 3)と同様な補強である。図－5に示すように，塗布後

はエポキシ樹脂ではコンクリート表面が見えないのに対

し，アクリル樹脂では硬化後透明となりコンクリート表面

やバサルト製メッシュが見えるため，樹脂が破断しない小

さなひび割れの目視確認ができると考えられる。今回使用

したエポキシ樹脂は硬化後の引張強度が規格値 30MPa と

大きいのに対し，アクリル樹脂は規格値としては明確にさ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れていないが，エポキシ樹脂よりは強度が低く，また伸び

やすいと想定される。このことから，エポキシ樹脂は硬質

型，アクリル樹脂は軟質型の接着剤とそれぞれ定義する。

バサルト製メッシュ接着時の接着剤塗布量は，それぞれの

規定量を採用し，エポキシ樹脂は下塗りで 0.15kg/m2，中・

上塗りで 1.0 kg/m2とし，アクリル樹脂では下塗りで 0.15 

kg/m2，中・上塗りで 0.70 kg/m2とした。 

 表－5に実験パラメータを示す。供試体はコンクリート

打設後 1 週間の湿潤養生の後，材齢 21 日でバサルト製メ

ッシュの接着を行い，その 2 週間後の材齢 35 日以降で試

験を行った。試験は 4 点曲げ載荷試験とし，計測は基本的

に文献 3)と同様で，荷重，中央たわみ，スパン中央のコン

クリート，鉄筋ひずみおよびバサルト製メッシュのひずみ

についてであり，計測位置は図－6に示す通りである。た

単位：mm 

図－3 バサルト製メッシュ 

水 セメント 細骨材 粗骨材 混和剤

53.0 45.6 183 345 803 972 2.76

水セメント
比(%)

細骨材率
(%)

単位量(kg/m
3
)

表－1 コンクリート配合 

圧縮強度(MPa) 42.5

弾性係数(GPa) 33.7

割裂引張強度(MPa) 2.61

表－2 コンクリート材料特性 

降伏強度(MPa) 404

弾性係数(GPa) 196

引張強度(MPa) 592

表－3 鉄筋材料特性 

C L 単位：mm 

変位計 コンクリートひずみ 

鉄筋ひずみ バサルト製メッシュひずみ 

図－6 計測位置 

A 

B 

表－4 バサルト製メッシュ物性値 

表－5 実験パラメータ 

供試体名 接着剤 補強領域

無補強 － －

エポキシ-側 側面補強

エポキシ-U U字補強

エポキシ-巻 巻き立て補強

アクリル-側 側面補強

アクリル-U U字補強

アクリル-巻 巻き立て補強

アクリル樹脂

エポキシ樹脂

図－5 バサルト製メッシュ接着面の様子 

(a)エポキシ樹脂 (b)アクリル樹脂(a)エポキシ樹脂 (b)アクリル樹脂 

図－2 供試体概要 

単位：mm 

D16 

図－4 補強領域 

(a)無補強 (b)側面補強 (c)U字補強 (d)巻き立て補強 

メッシュ メッシュ メッシュ 

断面積(mm
2
) 0.31

目付量(g/m
2
) 130

引張強度(MPa) 901

弾性係数(GPa) 40

破断ひずみ(μ) 24000
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だし，バサルト製メッシュのひずみに関しては，計測断面

の追加に加えて鉛直のみならず水平方向についても，図－

6に示す点にひずみゲージを配置した。  

 

3. 実験結果および考察 

 表－6に本実験および文献 3)のせん断耐力（実験時最大

荷重）および斜めひび割れ発生荷重とそれらの無補強供試

体からの増分を，図－7に終局時のひび割れ分布状況を示

す。また，図－8，9 に接着剤毎の荷重-中央たわみ関係を

示す。なお，全ての供試体において主鉄筋は降伏せずにせ

ん断破壊し，破壊形式も同様で斜め引張破壊型であった。 

3.1 エポキシ樹脂で接着した供試体 

終局時のバサルト製メッシュの状況は，全て鉛直方向の

バサルト製メッシュが斜めひび割れ上で破断した。終局時

のバサルト製メッシュの様子の一例を図－10(a)に示す。

これは，側面補強のみを行った文献 3)の結果と同様であり，

硬質型で接着力の強いエポキシ樹脂を用いることで，ひび

割れ部において局所的にバサルト製メッシュがその拡大

に抵抗したためであると考えられる。このことは，図－7

において無補強やアクリル樹脂の供試体より曲げひび割

れが増加している傾向からも見受けられる。 

斜めひび割れ発生荷重については，エポキシ樹脂でのバ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無補強

エポキシ-側

エポキシ-U

エポキシ-巻

アクリル-側

アクリル-U

アクリル-巻

図－7 終局時のひび割れ分布状況 

図－8 荷重-中央たわみ関係（エポキシ樹脂） 図－9 荷重-中央たわみ関係（アクリル樹脂） 

表－6 せん断耐力および斜めひび割れ発生荷重とその増分 

実験値(kN) 増分(kN) 増分率(%) 実験値(kN) 増分(kN) 増分率(%)

無補強 51.1 － － 46.2 － －

エポキシ-側 57.6 6.5 12.8 54.0 7.8 16.8

エポキシ-U 62.4 11.3 22.1 57.6 11.4 24.7

エポキシ-巻 65.2 14.1 27.6 57.9 11.7 25.3

アクリル-側 50.3 -0.8 -1.5 47.6 1.4 3.1

アクリル-U 64.6 13.5 26.4 53.6 7.4 16.0

アクリル-巻 62.8 11.7 22.9 49.4 3.2 6.9

無補強 39.0 － － 38.7 － －

エポキシ-側 56.1 17.1 43.8 48.8 10.1 26.1

アクリル-側 47.7 8.7 22.3 44.1 5.4 14.0

せん断耐力 斜めひび割れ発生荷重
供試体名

本実験

文献3)
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サルト製メッシュ接着により，増加傾向にある。これは，

バサルト製メッシュとエポキシ樹脂がRC梁と一体となる

ことで，斜めひび割れの発生を抑制しているからであると

考えられる。また，U字補強と巻き立て補強をした供試体

の斜めひび割れ発生荷重は同程度で，側面補強した供試体

よりもさらに上昇している。これは，図－8の荷重-中央た

わみ関係より，エポキシ-U とエポキシ-巻の曲げひび割れ

発生後（約 10kN以降）の剛性が無補強とエポキシ-側に比

べて高くなっていることから，供試体下面に接着したバサ

ルト製メッシュによって剛性が増加した影響であると考

えられる。ただし，エポキシ樹脂を用いた場合，補強領域

に関わらず，3 体全ての供試体において斜めひび割れ発生

時の中央たわみは 3.2mm 程度であったことから，斜めひ

び割れ抑制効果に差異はないと考えられる。 

 次に表－6 に示すせん断耐力に着目するとエポキシ-側，

エポキシ-U，エポキシ-巻の順で大きくなっている。ただ

し，文献 3)よりも側面補強の効果が小さくなっていたが，

これは，本試験での供試体における実際のコンクリート特

性が文献 3)の 1.5 倍程度以上大きくなっていることなどい

くつかの要因が影響していると思われる。補強領域が大き

くなるほど耐力が大きくなった要因としては，側面のみの

補強でも鉛直方向のバサルト製メッシュが破断までひび

割れ拡大に抵抗していることから，定着長が増えた影響の

みならず，下面または上面のバサルト製メッシュによる他

の効果があると考えられる。エポキシ-U に関しては，供

試体下面に接着したバサルト製メッシュにより引張抵抗

剛性が向上したことが，せん断耐力向上の要因であると考

えられる。一方，エポキシ-巻に関しては，エポキシ-U で

の効果に加えて，供試体上面に接着したことで，上側のバ

サルト製メッシュの引張抵抗がより斜めひび割れの貫通

を抑制したことで変形性能が向上し，せん断耐力も向上し

たと考えられる。これは，図－7のひび割れ分布状況に示

すように最終的な破壊は斜めひび割れの上縁までの貫通

と付着ひび割れを伴って生じていることからも推察され

る。さらに，U字補強や巻き立て補強を行うことで，コン

クリートの拘束効果により耐力が向上したことも考えら

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れる。バサルト製メッシュとエポキシ樹脂の一体化により，

連続繊維シートと同様な状態となり，コンクリートの変形

を抑制することで，連続繊維シートを RC 梁に巻き立てた

場合 4)と同様な拘束効果が作用した可能性も考えられる。 

 

3.2 アクリル樹脂で接着した供試体 

終局時のバサルト製メッシュの状況は，エポキシ樹脂を

用いた場合と異なり，斜めひび割れ位置で破断直前の傾向

が一部見られたものの，明確な破断はせず，補強領域によ

り大きく異なった。アクリル-側は図－10(b)に示すように，

文献 3)と同様，軟質型で伸びやすいアクリル樹脂を用いる

と鉛直方向に配置されたバサルト製メッシュがコンクリ

ートから徐々に剥がれて抜け出し，局所的な斜めひび割れ

抑制効果が小さくなり，終局を迎えた。その際，鉛直方向

のバサルト製メッシュは，ひび割れから圧縮縁または引張

縁までの距離が近い方が剥がれた。アクリル-U に関して

は，アクリル-側と同じく鉛直方向のバサルト製メッシュ

がコンクリートから剥がれたが，底面まで補強しており引

張縁側には定着が取れているため，全てひび割れから上側

の部分で剥がれが生じた。アクリル-巻は図－10(c)に示す

ように，鉛直方向のバサルト製メッシュは部分的に剥がれ

る箇所があるものの，底面と上面に定着を取っているため，

アクリル-側やアクリル-U のようにひび割れから圧縮縁ま

たは引張縁まで全体的に剥がれることはなく，圧縮縁およ

び引張縁の角部で破断が生じた。 

 斜めひび割れ発生荷重に関しては，エポキシ樹脂ほどの

増加はみられなかった。硬質型のエポキシ樹脂と比べ，軟

質型のアクリル樹脂は伸びやすい性質であり，変形に追従

するため，エポキシ樹脂のような一体化はせず，剛性への

影響もほとんど見られない。そのため，バサルト製メッシ

ュによる斜めひび割れ発生への抑制効果は小さくなった

と考えられる。 

 表－6に示すせん断耐力に関しては，バサルト製メッシ

ュが徐々に剥がれたアクリル-側は補強効果が見られず，

図－9 の荷重-中央たわみ関係も無補強と同様の挙動を示

した。文献 3)では，アクリル樹脂を用いた側面補強でも補

図－10 終局時のバサルト製メッシュの様子 

(a)エポキシ-側 (b)アクリル-側 (c)アクリル-巻 
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強効果が認められたが，これは，上述したように，コンク

リート特性の違いなどが要因と思われる。エポキシ樹脂と

アクリル樹脂での違いは，バサルト製メッシュ 1 束分の作

用範囲と考えられる。エポキシ樹脂では，バサルト製メッ

シュと樹脂が一体化するため，バサルト製メッシュが作用

するのはひび割れ付近の局所的な部分であるのに対し，ア

クリル樹脂では徐々にバサルト製メッシュが引き抜ける

ため，バサルト製メッシュ 1 束分の広範囲でひび割れに抵

抗している。そのため，破断もしにくく，アクリル-U や

アクリル-巻のように上面や下面に定着を確保することで，

耐力が向上しており，かつ破壊時の変位に関しても，エポ

キシ樹脂を用いた供試体より大きくなっている。 

 

3.3 バサルト製メッシュの挙動 

 次にバサルト製メッシュの挙動について，供試体表面に

配置したひずみゲージの結果から考察する。なお，バサル

ト製メッシュの挙動についてひずみゲージで計測した際，

ひずみゲージ貼り付け位置とひび割れ発生箇所の距離に

ひずみの大小が大きく影響される。そのため，ひずみの大

きさよりも，挙動の変化を主に着目することとする。 

 図－6 に示す A 点および B 点における荷重-バサルト製

メッシュひずみ関係について，エポキシ樹脂を用いたもの

を図－11に，アクリル樹脂を用いたものを図－12に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらを見ると斜めひび割れの発生に伴い鉛直方向のバ

サルト製メッシュに加えて水平方向に関しても，ひずみが

大きく変化している点が存在し，水平方向のバサルト製メ

ッシュもひび割れ拡大の抑制に寄与していると考えられ

る。ただし，鉛直方向の方が大きなひずみであることから，

水平方向よりも鉛直方向のバサルト製メッシュの方が大

きく抵抗していると言える。 

また，A点と B 点では，同一の鉛直方向バサルト製メッ

シュについて計測を行っている。ここで，エポキシ樹脂を

用いた供試体は A 点か B 点のどちらか一方のひずみしか

伸びていないのに対し，アクリル樹脂で接着した供試体は

A点でも B 点でもひずみが伸びるか，もしくは，図－12(a)

のアクリル-側のように，斜めひび割れとともに鉛直，水

平両計測点での接着が剥がれ，同程度のひずみの値となっ

た。このことからも，3.2節で述べたように，エポキシ樹

脂を用いた場合は，ひび割れ付近のバサルト製メッシュの

みが抵抗しているのに対し，アクリル樹脂を用いた場合は，

バサルト製メッシュ1束分の広範囲で抵抗していることが

わかる。 

さらに，エポキシ樹脂を用いた供試体のバサルト製メッ

シュひずみの急激な増加に比べると，アクリル樹脂を用い

た場合はひずみの増加が緩やかでその値も最大で 2000μ

程度と破断ひずみよりもかなり小さい値である。これより， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－11 荷重-バサルト製メッシュひずみ関係（エポキシ樹脂：A点，B点） 

(a)エポキシ-側 (b)エポキシ-U (c)エポキシ-巻 

(a)アクリル-側 (b)アクリル-U (c)アクリル-巻 

図－12 荷重-バサルト製メッシュひずみ関係（アクリル樹脂：A点，B点） 
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アクリル-巻について供試体の角部でバサルト製メッシュ

が破断したのは，今回の実験で供試体角部の面取りを行っ

ておらず，バサルト製メッシュが引き抜けにくい状況であ

ったため，そこで破断したと考えられる。実構造物と同様

に面取りを行うことでメッシュが破断しにくくなり，アク

リル樹脂で巻き立てた場合に本試験より効果が向上する

可能性がある。 

 

3.4 バサルト製メッシュによるせん断耐力増分 

実験時および算定時のバサルト製メッシュによるせん

断耐力増分を表－7に示す。せん断耐力はメッシュ補強に

よるRC梁の骨材のかみ合わせ効果の増大のようにメッシ

ュによるトラス効果以外の機構も作用していると考えら

れるが，本実験のみでは明確にできないことと，簡易的な

算出方法を検討するため，ここでは，連続繊維シートを用

いたコンクリート構造物の補修補強指針 5)を準用する形で

検討する。実験時のバサルト製メッシュによるせん断耐力

増分は，各供試体のせん断耐力（最大荷重）から無補強供

試体のせん断耐力を引いた値である。算定時のバサルト製

メッシュによるせん断耐力増分 Vfbは，文献 3)で提案した

式(1)において K=1 の時の値である。この式(1)は，文献 5)

の連続繊維シートにより受け持たれる棒部材の設計せん

断耐力を参考にしており，せん断補強効率 K を採用してい

る。また，鉛直，水平方向に配置されたバサルト製メッシ

ュ両方を考慮している。 

   Vfb＝K・fb・Ab・z / s                 (1) 

ただし，fb：メッシュの引張強度(MPa)，Ab：s×sにおける

メッシュ総断面積，z：圧縮応力の合力の作用位置からの

距離，s：メッシュのピッチである。 

表－7より，実験値と算定値を一致させる K の値は，U

字補強や巻き立て補強により，どちらの樹脂を使用しても，

0.5 を超えることから，鉛直方向のバサルト製メッシュ分

以上の耐力増加が見込めることが確認できた。また，今回

適用した軟質型接着剤のアクリル樹脂を使用したアクリ

ル-U やアクリル-巻は，硬質型接着剤のエポキシ樹脂を用

いた場合と比較すると，バサルト製メッシュによるせん断

耐力が同程度であることから，接着剤の種類によらず，定

着を確保することで同程度の補強強度を得ることができ

ると言える。ただし，今回の試験からは鉛直方向，水平方

向に配置された両バサルト製メッシュの挙動についてそ

の全ては把握できなかったため，それらの分担率や作用範

囲については不明である。今後，更なる実験や解析的検討

などにより，せん断抵抗機構を明らかにして，せん断耐力

算定式を決定する必要がある。 

 

4. まとめ 

 本研究では，補強領域をパラメータとし，2 種類の接着

剤を用いてバサルト製メッシュを補強したRC梁のせん断

補強実験を実施し，その補強効果を検討した。以下に，本

研究で得られた知見をまとめる。 

(1) エポキシ樹脂によりバサルト製メッシュを接着した

RC 梁は，側面のみの補強でもせん断耐力や斜めひび

割れ発生荷重が向上したが，U 字や巻き立て補強を

行うことで，さらにその効果は大きくなった。 

(2) アクリル樹脂によりバサルト製メッシュを接着した

RC 梁は，側面のみではバサルト製メッシュが剥がれ，

補強効果が得られなかったが，U 字補強や巻き立て

補強により定着を確保することで，エポキシ樹脂を

用いた場合と比べ，同程度のせん断補強強度が得ら

れ，破壊時の変位量がやや向上した。 

(3) 水平方向のバサルト製メッシュに設置したひずみゲ

ージの値，およびバサルト製メッシュによる算定せ

ん断耐力増分から，水平方向のバサルト製メッシュ

についてもせん断抵抗に寄与していることが確認で

きた。しかし，補強時のせん断抵抗機構が明確にな

っていないため，更なる検討により，明らかにする

必要がある。 
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表－7 バサルト製メッシュによるせん断耐力増分 

供試体名 実験値(kN) 算定値(kN) :K =1 実験/算定：K

エポキシ-側 6.5 0.35

エポキシ-U 11.3 0.61

エポキシ-巻 14.1 0.76

アクリル-側 -0.8 -0.04

アクリル-U 13.5 0.73

アクリル-巻 11.7 0.63

18.6
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