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要旨：本研究では，RC ボックスカルバートの補強方法として，鉄筋に替わる新材料の展張格子鋼板筋を使用し，

接着剤塗布型ポリマーセメントモルタルを吹付け充填する内面増厚補強工法を提案し，実大供試体を用いて静的載

荷実験を行い，補強効果を検証した。その結果，無補強のカルバートに比して，展張格子鋼板筋を配置し，接着剤

塗布型 PCM 吹付けを 40mm 厚で補強したカルバートは 1.64 倍の耐荷力が得られた。既存カルバート部材と補強材

の界面の一体性が確保された合成構造の挙動が実験で確認され，理論式でも近似し，頂版内面の引張鉄筋の増加に

よる補強効果，側壁隅角部の内面増厚による外側主筋の引張応力低減効果が期待できることを明らかにした。  
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1. はじめに 

 展張格子鋼板筋は，鋼板にレーザーによってスリット

を入れ,ジャッキで展張することにより格子状に加工し

たもので，縦筋と横筋が１面にあることから，鉄筋を交

差配置した場合に比べて，配筋部の厚さを薄くできるこ

とや，平面部材であるため，配筋作業の合理化・省力化

が図れる利点がある。著者らは，展張格子鋼板筋とポリ

マーセメントモルタル（以下，PCM）を用いた増厚補強

工法（以下，本工法）の適用性について実験的研究を行

い，RC はりの増厚補強による耐荷性能の向上や道路橋

RC 床版の下面増厚補強による耐久性の向上に有効であ

ることを明らかにした 1)2)。 

一方，近年，RC 構造物の延命化のための補修補強対

策，維持管理の構築が重要な課題となっているなかで，

水路や道路構造物として構築された RC ボックスカルバ

ートについても，車両荷重の増大や大規模地震への対策，

経年劣化部の修復を目的とした，合理的な補強方法の開

発が急務となっている 3)4)。本工法をボックスカルバート

の補強に適用した場合には，鉄筋を用いた場合に比べて

増厚断面を薄くできるため，内空間減少の影響を低減で

きるメリットがあるほか，狭小な内部空間での配筋作業

の省力化や施工性の向上に効果があると考えられる。 

そこで，本研究では，本工法を RC ボックスカルバー

トの補強に適用した場合の効果について，実大供試体を

用いた静的載荷実験によって検証した。補強の有無の 2

供試体に対して，車両荷重を想定した集中荷重を載荷し，

補強による耐荷力，剛性，鉄筋ひずみ等の変化を調べた。

また，弾性域における既存部材と補強材の合成構造の理

論式の適用性を検討した。 
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写真－１ ボックスカルバート補強の手順 

図－１ 展張格子鋼板筋の形状 
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2. 展張格子鋼板筋を用いたボックスカルバート増厚補 

  強の概要 

 本工法による補強方法は，｢ポリマーセメントモルタ

ル吹付け工法によるコンクリート構造物の補修補強 

設計・施工マニュアル(案)5)｣に準拠する。 

 写真－１(a)～(f)に，本実験の供試体製作を例に，本

工法の施工手順を示す。まず，ボックスカルバートの内

面補強範囲をショットブラストで切削・研掃する（写真

－１(a)）。その後，展張格子鋼板筋（図－１）を，隙間

10mm を確保する磁石スペーサを挟んで，固定金具とネ

ジ式アンカーを用いてコンクリート表面に設置する（写

真－１(b)，(c)）。次に，補強界面での付着力を確保す

るため，接着剤を塗布する（写真－１(d)）。仕上げ面の

高さに合わせて端面の型枠を設置した後，格子筋外面ま

で 1 層目の PCM を吹付け充填し，一次養生を 2 時間程

度行い，被り部の 2 層目の PCM を吹付ける（写真－１

(e)）。 後に，型枠高さに合わせて表面仕上げを行い（写

真－１(f)）型枠を撤去し補強完了となる。 

 

3. 実験方法 

3.1 供試体および使用材料 

 供試体は，無補強ボックスカルバート（以下，供試体

A）と前項に示した本工法により補強したボックスカル

バート（以下，供試体 B）の 2 種類とした。供試体の縮

尺は 1/1.5 を想定した。供試体の設計荷重は，道路橋示

方書 6)の T 荷重とし，供試体 A は T-20，供試体 B は T-25

を想定している。供試体寸法および鉄筋配置を図－２

(a)～(d)に示す。外形は軸方向 2100mm，軸直角方向

2080mm，高さ 2140mm である。頂版の主筋は，内側は

D13-120mm 間隔，外側は D13 と D10 交互に 120mm 間隔

である。側壁の主筋は，内側は，D10-120mm 間隔，外側

は，D13 と D10 交互に 120mm 間隔である。配力筋は，

全て D10-300mm 間隔である。断面方向の主筋間隔は

100mm である。 

 供試体 A は，版厚 170mm，有効高さ 135mm である。 

供試体 B は，頂版と側壁の内面に展張格子鋼板筋(以

下，格子筋)と PCM による増厚補強を行っている。図－

３(a)～(c)に補強部の断面を示す。(b)および(c)に示す

供試体 B の場合は，劣化部の切削を模擬して，予め内面

を 10mm 薄く製作したものに格子筋を配置し，直接引張

試験での付着強度 3.7N/mm2 を有するエポキシ系接着剤

を塗布 7)したうえで，PCM を厚さ 40mm で吹付け充填し

ており，仕上がりの版厚は 200mm である。補強に用い

た格子筋は材質 SS400，板厚 9mm の鋼板を加工したもの

で，縦筋と横筋の間隔はともに 100mm，縦筋幅は 8mm，

横筋幅は 7mm である（図－１）。また，防食のための溶

融亜鉛めっきを施している。写真－２に供試体 B に使用

した曲げ加工後の格子筋を示す。 

図－２ 供試体の形状(供試体 B) 

写真－２ 曲げ加工した格子筋 

図－３ 補強部断面 

(a)無補強 

(b)補強一般部 

(c)補強継手部 

(a)平面図 

(c)A-A 断面図 (d)B-B 断面図 

(b)格子筋平面図 

格子筋 
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 図－２(a)および(b)には，頂版の鉄筋および格子筋の

ひずみゲージ位置を記入している。主筋(軸)方向のひず

み測定ラインを X1，X2 とし，配力筋(軸直角)方向のそ

れを Y1～Y6 とした。側壁は，X1 ラインの延長上に主筋 

方向にひずみゲージを貼付している。表－１～３に使用

した材料の特性を示す。鋼材の材料特性値はミルシート

の値である。 

3.2 載荷方法と実験ケース 

 載荷は， 大出力 5MN の構造物試験機を用いて，道

路橋示方書 6)に示す T 荷重を想定し，頂版上部に支圧板

を介して集中荷重を鉛直下方に，一方向繰返し漸増載荷

した。載荷パターンは 2 種類で，まず，車両の後輪が 2

軸でせん断スパン比が小さい場合を想定した 2 点集中荷

重による載荷を行い，その後，後輪 1 輪を想定した 1 点

集中荷重載荷を行った。2 点集中載荷では設計荷重に対

して十分な耐荷力があることを確認するため，2 点の合

計荷重 P を設計荷重の 5 倍まで載荷した。また，1 点集

中載荷では，供試体が終局状態になるまで載荷した。図

－２(a)～(d)にそれぞれの載荷パターンの載荷位置を

示す。供試体 B において，補強部断面を観察するため格

子筋の設置位置をボックスカルバート端部から 300mm

としたことから，載荷中心位置と軸心は 150mm 離して

いる。支圧板は，T 荷重の荷重形状を 1/1.5 の縮尺にした，

平面形状 330mm×130mm，厚さ 32mm の鋼板を用いた。 

 表－４に，実験ケースと各載荷パターンにおける 大

荷重 Pmを示す。また，写真－３に実験状況を示す。 

 

4. 実験結果 

4.1 荷重とたわみの関係 

 図－４(a)および(b)に，それぞれ，2 点載荷および 1

点載荷の場合の荷重 P と載荷中心点における頂版下面の

たわみを示す。 

まず，(a)の 2 点載荷の場合，供試体 A では P=300kN

で頂版下面にひび割れが発生し，その後，剛性が低下し

ている。供試体 B の場合は，P=350kN で床版下面にひび

割れが生じたが，500kN までほぼ弾性的な挙動をしてい

る。残留たわみは，供試体 A は 0.7mm，供試体 B は 0.3mm

であった。なお，両供試体とも鉄筋は降伏していない。 

次に，(b)の 1 点載荷の場合であるが，2点載荷の除荷

後の残留たわみを始点にして示している。図中の●およ

び■は，主筋および格子筋（縦筋）の降伏時の荷重を表

す。供試体 A の場合，主筋の降伏時荷重 P=301kN，たわ

み 3.8mm 付近まで線形的な挙動を示し，その後，急速に

剛性が低下して，Pm=464kN，たわみ 15.7mm で載荷を終

了した。一方，供試体 B の場合は，格子筋の降伏時荷重

P=361kN，たわみ 2mm 付近まで線形的な挙動を示し，そ

の後，剛性低下が現れるが，主筋の降伏荷重 P=502kN，

たわみ 3.7mm までは残留たわみの増加は少ない。さらに

荷重が増加すると，剛性の低下および残留たわみの増加

が顕著になり，Pm =762kN，たわみ 13.3mm に達した時点

で，載荷点周辺に押抜きせん断破壊が生じて，急激に荷

重が低下し，載荷を終了した。この結果から，補強によ

表－１ ボックスカルバートの材料特性 表－２ 格子筋の材料特性 

表－３ ポリマーセメントモルタルの配合と圧縮強度

表－４ 載荷順序と最大荷重 

写真－３ 載荷試験状況 図－４ 荷重と頂版載荷中心点たわみ 
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って，耐荷力が 1.64 倍に向上し，弾性的な挙動を示す荷

重の上限や剛性が増大することが分かる。 

 以下，1点載荷の場合の実験結果について述べる。 

4.2 荷重と鉄筋および格子筋のひずみの関係 

図－５は，荷重 P と頂版載荷点付近の主筋および格子

筋（縦筋）のひずみの関係を示す。供試体 A の場合，

P=301kN で主筋が降伏した後に急激にひずみが増大し

ている。供試体 B の場合，まず，P=361kN で格子筋が降

伏してひずみが増大し，その後，P=502kN で頂版の主筋

が降伏している。供試体 A および B ともに，ひずみ 1～

2%の領域において，ひずみ量が反転し減少する現象が見

られる。 

 図－６は，載荷点付近での頂版の主筋，配力筋および

格子筋のひずみの変化について，除荷・再載荷の過程を

を除外した包絡線で比較する。主筋が降伏ひずみのとき

の配力筋のひずみについてみると，供試体 A では

818×10-6 であるのに対して，供試体 B では 547×10-6 であ

る。供試体 B の格子筋の横筋ひずみは，図－１に示すよ

うに，横筋基部に貼付したゲージの値であり，横筋と縦

筋の交差角が 90°に近づく方向に変形するときのひずみ

を表している。この値は，P=502kN のとき-446×10-6 で十

分弾性域にあることから，供試体 B の主筋および格子筋

の縦筋がともに降伏に達した時点においても，格子筋の

横筋方向の塑性的な変形は生じていないと思われる。図

－１に示すように，格子筋の横筋は縦筋に対して 50 度

の角度であり，配力筋方向の引張りに対して変形しやす

いが，格子内に充填された PCM のせん断抵抗力によっ

て変形が拘束されていると考えられる 8)。 

4.3 頂版配筋のひずみ分布 

 図－７(a)および(b)は，供試体 A について，P=301kN

のときの頂版の主筋および配力筋のひずみ分布である。

主筋および配力筋とも，荷重点付近に局所的に大きなひ

ずみが生じている。 

 図－８は，供試体 B について，P=361kN のときの格子

筋（縦筋）のひずみ分布である。格子筋のひずみも頂版

の主筋と同様に，荷重点付近のひずみが局所的に大きい

分布となっている。 

4.4 ボックスカルバート断面の主筋および格子筋ひず

み分布 

 図－９(a)および(b)に，供試体 A および B について，

それぞれ，主筋降伏荷重 P=301kN および格子筋降伏荷重

P=361kN のときのボックスカルバート断面の主筋およ
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図－６ 頂版の主筋，配力筋および格子筋のひずみ

図－５ 荷重と載荷点付近の主筋および 

     格子筋ひずみの関係(1 点載荷時) 

図－７ 頂版の鉄筋ひずみ分布(供試体Ａ) 

(a)主筋 

(b)配力筋

図－８ 頂版の格子筋ひずみ分布(供試体Ｂ) 
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び格子筋(縦筋)のひずみ分布を示す。頂版中央部の内側

主筋および側壁上部の外側主筋に引張ひずみのピーク

が見られる。供試体 B の格子筋ひずみは，主筋と同様，

頂版中央部でピークとなっている。荷重 P は，供試体 B

の方が A より大きいが，主筋ひずみのピーク値は，供試

体 B の方が A のそれよりも小さいことから，補強による

引張鉄筋量の増加や増厚の効果によって主筋のひずみ

が低減されていることが確認できる。 

 

5. 実験値と計算値の比較検討 

5.1 計算方法 

 (1) ボックスカルバート断面の曲げモーメント分布 

 図－１０は，弾性骨組み計算プログラム（FAP-3：（株）

構造システム）を用いてボックスカルバート断面の曲げ

モーメント分布を計算した結果である。計算に入力した

ヤング率は，既存部と補強部を同じ等価剛性と仮定し，

供試体AおよびBともに 21.7kN/mm2としている。また，

荷重は，実験では車両の輪荷重を想定した 1 点集中荷重

であるが，本計算では簡便な 2 次元モデルとし，頂版中

央に奥行き 2m を想定した線荷重とした。 

 (2) 部材断面のひずみ分布, 

 図－１１(a)および(b)に，本工法によって補強したRC

部材が曲げモーメントと軸力を受ける場合の計算モデ

ルを示す。(a)は，本工法によって増厚補強した面が引

張側にある場合で，(b)は補強面が圧縮側の場合である。 

 既存 RC 部材と増厚補強材が合成構造となって挙動し，

平面保持の仮定が成り立つときの計算式は次のとおり

である 9)。 

  1）補強面が引張側にある場合 

   N＝C+C’－T－Tg＝ｂｘ/2×σc+σs’As’－σsAs－σgAg            

   M＝Ne＝ｂｘσc/2×((h+T)/2－ｘ/3)+σs’As’c’＋σsAsｃ＋σgAgcg   

   σｃ＝N/(bｘ/2+(nAs’/ｘ)(ｃ’－(h+T)/2＋ｘ)－(nAs/ｘ)・ 

     (ｃ+(h+T)/2－ｘ)－(nAg/ｘ)(ｃg＋(h+T)/2－ｘ))          

     σs＝nσc(ｃ+(h+T)/2－ｘ)/ｘ                         

     σs'＝nσc(ｃ’－(h+T)/2+ｘ)/ｘ                           

     σg＝nσc(ｃg＋(h+T)/2－ｘ)/ｘ                             

  2）補強面が圧縮側にある場合 

   N＝C+C’－T＋Tg’＝ｂｘ/2×σc+σs’As’－σsAs＋σg’Ag’       

   M＝Ne＝ｂｘσc/2×((h+T)/2－ｘ/3)+σs’As’c’＋σsAsｃ＋σg’Ag’cg’   

     σｃ＝N/(bｘ/2+(nAs’/ｘ)(ｃ’－(h+T)/2＋ｘ)－(nAs/ｘ)・     

       (ｃ+(h+T)/2－ｘ)+(n Ag’/ｘ)(ｃg’－(h+T)/2＋ｘ))     

     σs＝nσc(ｃ+(h+T)/2－ｘ)/ｘ                 

     σs'＝nσc(ｃ’－(h+T)/2＋ｘ)/ｘ                 

     σg'＝nσc(ｃg’－(h+T)/2＋ｘ)/ｘ                 

 ここに，σc：コンクリート圧縮応力度，σs，σs'：鉄

筋応力度，σg，σg'：格子筋応力度，n=Es/Ec，Es：鉄筋

のヤング率，Ec：コンクリートのヤング率 

5.2 実験値と計算値の比較 

 (1) 頂版中央断面のひずみ分布 

 図－１２は，頂版の中央断面における主筋および格子

筋のひずみ分布について，実験値と計算値を比較したも

のである。計算値は，図－１０に示した曲げモーメント

および軸力の値を基に，弾性域での合成断面とした計算

式(1)～(2)によって求めたものである。コンクリートと鉄

筋のヤング率比 n は，表－１および表－３に示したコン

クリートの圧縮強度から算定したヤング率と道路橋示

方書 6)による鋼材のヤング率200kN/mm2との比からn＝6

と仮定した。供試体 A および B の場合ともに，計算値は

実験値の傾向を近似している。供試体 B では，頂版と補

強部が平面保持の状態で合成断面として挙動し，格子筋

によって引張鉄筋が増加したことによる補強効果が現

れている。 

 (2) 側壁上部断面のひずみ分布 

 図－１３は，(1)と同様にして，側壁上部ハンチ基部

の主筋および格子筋ひずみについて，実験値と式(3)～(4)

による計算値を比較したものである。供試体 B の場合，

内面の増厚によって断面厚さが増加し，ボックスカルバ

ート隅角部の外側主筋のひずみを低減する効果が現れ

ている。供試体 B についての計算値は，実験値に比べて

やや引張側に移動した値を示している。 

図－９ ボックスカルバート断面の主筋および格子筋のひずみ分布 

(b)供試体Ｂ (a)供試体Ａ 図－１０ ボックスカルバート断面の 

    曲げモーメント計算値 

(1)

(2)

(3)

(4)
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6. まとめ 

展張格子鋼板筋とポリマーセメントモルタルを用い

て，RC ボックスカルバート内面を増厚補強した場合に

ついて，輪荷重を想定した静的載荷実験を行い補強効果

を検証し，次の知見が得られた。 

(1)補強した供試体は，無補強供試体に比べて，破壊に対

する 大耐荷力が 1.64 倍に増加した。頂版の載荷点た

わみが弾性的な挙動を示す荷重の上限値や剛性が向

上し，補強による効果が確認された。 

(2)補強した供試体の頂版のたわみは，補強材の格子筋が

降伏した後は剛性が低下するが，さらに頂版の主筋が

降伏するまでは残留たわみの増加は少ない。 

(3)ボックスカルバートの頂版中央部の補強面が引張側

になる部分では，格子筋によって引張鉄筋が増加し，

また，隅角部付近の補強面が圧縮側になる部分では，

内面増厚によって断面厚さが増加し，それぞれ，主筋

の引張ひずみを低減する効果が確認された。 

(4)補強した供試体の断面の弾性域における主筋および

格子筋のひずみ・応力は，既存部と本工法による補強

部を合成断面とした RC 理論式によって近似できる。 
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図－１２ 頂版中央の主筋および格子筋のひずみ分布

(a)補強面が引張側にある場合 (b)補強面が圧縮側にある場合 

図－１１ 本工法で補強した部材の断面計算モデル 
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図－１３ 側壁上部の主筋および格子筋のひずみ分布 

N：軸力，M：曲げモーメント 

e：編心量，b：部材幅，h：部材高 

T：補強厚，x：中立軸の距離， 

c，c'：鉄筋と中心線距離 

cg，cg' ：格子筋と中心線距離 

C：コンクリート圧縮力 

C'：鉄筋圧縮力、T：鉄筋引張力 

Tg：格子筋引張力 

As，As'：鉄筋断面積，Ag，Ag'：格子筋断面積
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