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1.  はじめに 
 
地中の土木構造物には，RC の壁付き柱構造が多くあ

る。これらの構造物を耐震補強する場合，背面側での

施工が事実上不可能であることから，通常の柱の耐震

補強で行われるような鋼板巻立て工法など，柱部を取

り囲むような補強工法は適用できない。 
また，他にも片側のみから施工可能な方法として，

部材厚さ方向に孔を削孔し，その内部に直線状のせん

断補強鉄筋を設置し，グラウトすることによって，既

存構造物と後から設置したせん断補強鉄筋を一体化す

る方法がある。この工法も，既存構造物に多数の削孔

とグラウトの充填が必要であり，施工が複雑となって

構造物の供用を休止する期間が比較的長くなる場合が

ある。 
これより，補強施工による構造物の供用への影響を

極力小さくできるような簡易な補強方法が必要とされ

ている。 
そこで，比較的簡易に壁付き柱構造物を補強する方

法を考案した。図－１にそのイメージを示す。考案し

た補強方法は，柱部から壁部に連続する帯状の補強鋼

材（以降，鋼帯と称す）を設置してこれを接着系アン

カーで固定する方法である。この補強方法の効果を確

認するため，RC 壁付き柱部材を水平にした T 型 RC は

り（図－２）で正負交番載荷実験を行った。 
さらに非線形有限要素解析を実施し，T 型断面によ

るフランジや側方鉄筋がせん断耐力に及ぼす影響を把

握することを試みた。 
 

2.  実験概要 
 

2.1  試験体概要 
試験ケースは無補強の 1 体と，補強パターンを変え

た 2 体の計 3 ケースである。 
図－３に試験体の寸法と配筋の状況を，表－１に試

験体諸元を示す。寸法と配筋は試験体 3 体について全

て共通である。正負交番載荷実験を行った T 型 RC は

鋼帯 

接着系アンカー

図－１ RC 壁付き柱の簡易補強方法 
Fig. 1  Simple retrofitting method for RC columns with side walls

図－２ T 型 RC はり 
＊１ 技術センター土木技術研究所土木構工法研究室 Fig. 2  T-shaped RC beam 
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りは RC 壁付き柱を模擬した配筋となっており，引張

鉄筋，圧縮鉄筋に加えて側方鉄筋を有している。軸方

向鉄筋のかぶりは全て 25mm である。スターラップは

軸方向鉄筋の定着部と等曲げモーメント区間にのみ配

置し，せん断スパン内は一切せん断補強をしていない。

なお，鉄筋の材質は全て SD345 である。 
最下縁の D19 の軸方向鉄筋が 4 本であるのに対し，

最上縁の D19 の軸方向鉄筋を 3 本としたのは，コンク

リート打込み時にバイブレータの挿入を容易にするた

めである。このため，フランジの上縁側の組立て鉄筋

に D10 を 4 本用いることで，D19 の 1 本分の断面積を

補完した。側方鉄筋の端部は全て水平方向にフック形

状として定着した。 
図－４に試験ケースおよび補強方法を，表－２に試

験体の耐力の計算結果を示す。補強の効果を確認する

ために，補強を一切施さない試験体 1 体を基本ケース

（NR）とした。NRは，確実にせん断破壊を先行させ

るため，せん断余裕度は上方からの載荷時（以降，正

載荷時）は 0.54，下方からの載荷時（以降，負載荷

時）は 0.52 となっている。睦好ら1)によれば，側方鉄

筋を有するRCはり部材のせん断耐力は，計算上での曲

げ終局時での中立軸より引張側にある軸方向鉄筋を考

慮すれば，既往の算定式で精度良くせん断耐力を求め

られることが報告されている。そこで，以下の二羽ら2)

が提案した式(1)に表－１のpwを用いてせん断耐力Vcを

求め，せん断力が荷重の半分であることからPs = 2Vcと

してせん断破壊時の荷重を算出した。 
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補強試験体は補強パターンを変えた 2 体とした（R1，

R2）。R1 はせん断スパン内に鋼帯を 267mmピッチで配

C.L.

表－１ 試験体諸元 
Table 1  Properties of specimens 

 
設計圧縮強度 　 '

cf 30MPa 
せん断スパン a’ 800mm 

ウェブ幅bw 200mm 
有効高さ d 266mm 

せん断スパン有効高さ比 a/d 3.0 
鉄筋比pw

※（正載荷時） 5.63% 
鉄筋比pw

※（負載荷時） 4.55% 

※鉄筋比は曲げ終局時の中立軸より引張側となる鉄筋を全て

考慮し，その総断面積Asをbw・dで除して算出した。 

図－３ 試験体寸法および配筋 
Fig. 3  Dimention and reinforcement arrangement of the specimen

178 178 178
※アンカーに用いたボルトは
　表記以外は全てM10．
　補強鋼帯は幅28mm，厚さ9mm，
　アンカー口径15mm

M12C.L.

133 133

800

(a) 無補強（NR） 

(b) 補強パターン 1（R1） 

(c) 補強パターン 2（R2） 

表－２ 破壊荷重のの計算 
Table 2  Calculation of failure loads 

 
NR R1 R2 

 
正載荷時 負載荷時 正載荷時 負載荷時 正載荷時 負載荷時

せん断破壊時の荷重Ps [kN] 199 185 374 360 369 355 

曲げ降伏荷重Py [kN] 367 353 367 353 367 353 
せん断余裕度Ps/Py 0.54 0.52 1.02 1.02 1.01 1.01 

※鉄筋，鋼帯の降伏強度をそれぞれ 400MPa，280MPa として算出した。 

133 267 133267 　全てM10．補強鋼帯は幅
　厚さ6mm，アンカー口径

※アンカーに用いたボルトは
45mm，
15mm

C.L.

400 800 400
1600

150 200 150
500

20
0

10
0

30
0

単位：mm

C.L.

D19
D10 D6

26
6 26
6

側方鉄筋

図－４ 試験ケース 
Fig. 4  Test case 
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置した。鋼帯は厚さを 6mmとし，せん断補強筋として

せん断耐力計算のVsとして作用すると仮定し（式(2)），
計算上釣合い破壊となるように幅を 45mm（アンカー

口径を除いた有効幅は 30mm）と決定した。鋼帯はRC
躯体から 5mmの隙間を設け，その隙間をグラウト充填

し，グラウトが固化した後に接着系アンカーで固定し

た。アンカーにはM10 の普通強度のボルトを用い，ア

ンカーの深さは 50mmとした。 
 

s
jdfA

V wyw
s =  (2) 

 

ここで，Aw：鋼帯の断面積×2（試験体の両側面），

fwy：鋼帯の降伏強度（280MPaと仮定），j：1/1.15，s：
鋼帯のピッチ，である。 

R2 は，せん断スパン内に鋼帯を 178mm ピッチで配

置した。鋼帯自体の面外曲げに対する剛性を向上させ

るために，鋼帯の厚さは補強パターン 1 よりも厚い

9mm とし，R1 と同様に釣合い破壊となるように幅を

28mm（有効幅は 13mm）と決定した。アンカーにはフ

ランジに打ち込むものには M12 を用い，その他の部分

には M10 を用い，アンカーの深さは全て 50mm とした。 
表－２に 2 つの補強試験体の耐力計算結果を示す。

せん断破壊時の荷重Psは，Ps = 2(Vc+Vs)として算出した。 
2.2  載荷概要 
載荷は 10MN 万能試験機を用いて，正負交番載荷を

行った。図－５に載荷装置の概要を示す。支点部は，

門型フレームを用いて試験体を上下からピンローラー

支承で挟んで固定した。載荷点はピン支承を用いて上

下から直接試験体を載荷する形式とした。正載荷時に

は負載荷時の載荷治具が離れ，負載荷時には正載荷時

の載荷治具が離れる形式となっている。 
図－６に載荷サイクルを示す。NR では，載荷は全て

1 サイクルずつとし，斜めひび割れが発生するまでは

±25kN ずつ荷重制御で載荷し，斜めひび割れ発生後は

スパン中央のたわみでコントロールし，±6，8，10mm
と 2mm ずつ増分させた。その後約＋11mm で正載荷中

にせん断破壊をしたため，－14mm，＋12mm，－

17mm と載荷した。 
R1，R2 に関しては，±100kN，200kNを 1 サイクル

ずつ載荷した後，スパン中央のたわみで±8，12，16，
20mmとそれぞれ 3 サイクルずつ載荷を行った。この変

位は，計算上の曲げ降伏変位が約 8mmであるので，

1.0δy，1.5δy，2.0δy，2.5δyに相当する。 
 

門型フレーム

試験体

この2つのみピン支承

他はピンローラー支承

北側 南側

図－５ 載荷装置 
Fig. 5  Experimental setup 
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(a) NR (b) R1 および R2 

100kN

斜めひび割れ発生
（約200kN）

-100kN
斜めひび割れ発生

（約-200kN）

図－６ 載荷サイクル 
Fig. 6  Cyclic load 
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3.  実験結果および考察 
 

3.1  強度試験結果 
表－４および表－３に各材料の強度試験結果を示す。

コンクリートは設計強度（=30MPa）を満足し，T 型

RC はり試験体には乾燥ひび割れなどの初期ひび割れは

観察されなかった。 
3.2  T 型 RC はりの実験 
表－５に実験のひび割れ発生荷重，斜めひび割れ発

生荷重，最大荷重ならびにせん断破壊荷重の計算値を

示す。計算値は式(1)と式(2)に対して全て実強度を用い

て再計算し，Pcal = 2(Vc+Vs)として算出した（NRではVs 
= 0）。また，図－７に荷重－スパン中央たわみ曲線を，

図－８に実験終了時のひび割れ性状を示す。 
3 体ともに，ウェブに斜めひび割れが発生した後も

荷重は上昇し，フランジに斜めひび割れが貫通して最

大荷重となった。曲げひび割れ発生荷重と斜めひび割

れ荷重は 3 体でほとんど変化は見られなかった。R1 で

は+12mm の最初の載荷の 253kN で，R2 では+8mm の

最初の載荷の 310kN で，試験体側面の上側のアンカー

孔脇で鋼帯が最初に降伏した。最大荷重は，NR に比べ，

R1 は約 15%，R2 は 30%強増加した。 
R1 と R2 では，最大荷重前からウェブ－フランジ間

で鋼帯が曲げ変形し，フランジのアンカーの引抜けが

観察されたが，R2 では鋼帯を厚くしたこととフランジ

のアンカーの径を太くしたことによって，R2 の最大荷

重の方が R1 よりも高くなったものと考えられる。R2
では正載荷，負載荷ともに最大荷重時に最外縁の軸方

向鉄筋のひずみが降伏ひずみに達しており，釣合い破

壊に近い破壊形態であったといえる。また，図－７(d)
から，R1 と R2 は NR に比べ，正載荷時のせん断破壊

後の荷重低下が緩やかであることが分かるが，これは

鋼帯の効果によるものと考えられる。 
表－５でのNRの結果から，せん断破壊荷重の計算値

は実験の斜めひび割れ発生荷重Pcr.sに近く，実験の最大

荷重に対しては過小評価することが分かった。NRの最

大荷重Pmaxが計算荷重Pcalを大幅に上回ったのは，フラ

ンジの影響があるものと考えられる3)。 
表－５中の( )内の数値は鋼帯の最大荷重への貢献分

を意味するが，R1 において実験での値は計算値の 30%
程度，R2 では 65%程度となった。実験値が計算値を下

回ったのは，フランジからのアンカーの引抜けが起き

ていたことが原因として考えられ，鋼帯のフランジで

の定着を強化すれば 100%に近づくものと考えられる。

R2 では，設計と同様に釣合い破壊に近い形態であった

表－４ コンクリート・グラウトの材料特性 
Table 4  Prope ties of concrete r

 
コンクリート グラウト

試験 
ケース 圧縮強度 

[MPa] 
引張強度 

[MPa] 
ヤング係数

[GPa] 
圧縮強度

[MPa]

NR 34.8 2.49 28.3 － 

R1 35.3 2.43 26.6 58.1 

R2 34.7 3.03 30.0 66.6 

表－５ T 型 RC はりのひび割れ発生荷重，最大荷重およびせん断破壊荷重の計算値 
Table 5  Crack load and load capacity of T-sha ed RC beams and calculated shear failure load p

 
NR R1 R2 

 
正載荷 負載荷 正載荷 負載荷 正載荷 負載荷 

実験の曲げひび割れ発生荷重Pcr.b [kN] ＋27 －60 ＋28 －60 ＋30 －56 

実験の斜めひび割れ発生荷重Pcr.s [kN] ＋182 －178 ＋180 －182 ＋185 －186 

実験の最大荷重Pmax [kN] ＋292 －240 ＋334 
(42) 

－276 
(36) 

＋385 
(93) 

－323 
(83) 

せん断耐力の計算値Pcal [kN] ＋209 

表－３ 鉄筋・鋼帯の材料特性 
Table 3  Properties of reinforcements and steel belts 

 

鉄筋・鋼帯の種類
降伏強度 

[MPa] 
ヤング係数

[GPa] 

D19 SD345 410 186 

D10 SD345 379 183 

D6 SD345 369 183 

t6 SS400（R1） 207 185 

t9 SS400（R2） 220 178 

－195 ＋340 
(130) 

－325 
(130) 

＋342 
(133) 

－328 
(133) 

※( )内は NR との差分の絶対値
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にも関わらず，100%となっていないのは，実験におけ

る最大荷重へのコンクリートの分担分が計算値

（=2Vc）よりも上回ったこと，つまりNRでの最大荷重

を過小に評価したためであると考えられる。 
 

4.  非線形有限要素解析 
 

4.1  解析概要 
側方鉄筋とフランジがはり部材のせん断挙動にどの

ような影響を与えるか数値解析により把握するため，3
次元非線形有限要素解析を行った。解析を行ったのは

側方鉄筋を有しない矩形はり，側方鉄筋を有する矩形

はり（無補強試験体NRからフランジを除去したもの），

側方鉄筋を有するT型はり（NRをモデル化したもの）

である。メッシュ分割図を図－９に示す。解析コード

はCOM3 Ver.9.12 を用い4)，5)，試験体の 4 分の 1 を 8 節

点ソリッド要素を用いてモデル化した。 
材料物性値は，コンクリートの引張強度以外は実験

値を用いた。構造体中の引張強度は，試験体の乾燥状

態，鉄筋の存在によりテストピース試験より得られる

引張強度より低くなる可能性があることから5)，実験に

おける荷重－たわみ関係での曲げひび割れ発生による

勾配との適合性に基づいて設定し，解析での引張強度

はテストピース強度の 70%とした。コンクリートの引

張軟化モデルは図－１０に示すモデルであり，軟化係
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図－８ 実験終了時のひび割れ性状 
Fig. 8  Crack patterns after loading test 
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(d) 包絡線の比較 (c) R2 

図－７ 荷重－たわみ曲線 
Fig. 7  Load - deflection curves 
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(a) T 型はり 

数Cは，全要素でX，Y，Zそれぞれの方向について，

要素内に鉄筋があり，さらに鉄筋の軸と一致する方向

は 0.4，その他（鉄筋が無い方向）は全て 2.0 とした。

解析では正載荷の単調載荷を行った。 
4.2  解析結果 
図－１１に解析から得られた荷重－スパン中央たわ

み関係を実験結果とあわせて示す。解析を行った 3 ケ

ース全てにおいて，図中の最大荷重の直後のステップ

において荷重が大幅に低下し，斜めひび割れが大きく

開口したため，この時点でせん断破壊をしたと判定し

た。 
側方鉄筋を有しない矩形はりの解析では，荷重が

139kNで最大となり，直後のステップで斜めひび割れ

が発生すると同時に大きく開口してせん断破壊をした。

側方鉄筋を有する矩形はりでは，荷重が 191kNの時に

斜めひび割れが発生し，実験とほぼ同等であった。そ

の後わずかに荷重は増加して 201kNで最大となった後，

直後のステップで斜めひび割れが大きく開口してせん

断破壊をした。試験体をモデル化した，側方鉄筋を有

するT型はりの解析では，荷重が 195kNの時にウェブに

斜めひび割れが発生し，その後荷重は増加して 234kN
で最大となり，直後のステップでウェブの斜めひび割

れが大きく開口してせん断破壊をした。斜めひび割れ

発生荷重と最大荷重を表－６にまとめる。これら 3 ケ

ースの解析結果から，側方鉄筋を配置することによっ

て曲げひび割れ発生後の剛性ならびに斜めひび割れ発

生荷重が向上するが，斜めひび割れ発生後の荷重増加

はほとんど見られないこと，また，フランジが付くこ

とによって，斜めひび割れ発生荷重はフランジがない

矩形はりと同等であるが，その後も荷重は増加するこ

とが確認できた。この傾向は既往の研究3)，6)の実験現

象とも一致している。 
解析での破壊の 1 例として，側方鉄筋を有する T 型

はりの斜めひび割れ発生時とせん断破壊直後の引張主

(b) 矩形はり 

図－９ メッシュ分割図 
Fig. 9  Mesh division 

C
ttutt )/(f εεσ =

引張応力

ft

tuε2
1

tuε 引張ひずみ tε

tσ

図－１０ コンクリートの引張軟化モデル 
Fig. 10  Mesh division 

表－６ 斜めひび割れ発生荷重と最大荷重の比較 
Table 6  Comparison of diagon l crack load and maximum load a

 

 斜めひび割れ

発生荷重[kN]
最大荷重

[kN] 

矩形側方鉄筋なし(解析) 139 139 

矩形側方鉄筋あり(解析) 191 201 

NR（解析） 195 234 

NR（実験） 182 292 

図－１１ 荷重－スパン中央たわみ関係の比較 
Fig. 11  Comparison of load - deflection curves 
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0 2 4 6 8 10 引張主
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ひずみ分布と変形図を重ねたものを図－１２に示す。

変形は 2 倍にスケールアップして示している。この図

より，ウェブに発生した斜めひび割れが，フランジま

では進展せずにウェブ内でのみ開口して破壊している

様子がわかる。実験ではフランジに斜めひび割れが発

生してせん断破壊をしたが，解析ではこの現象とは異

なる傾向を示した。これが実験よりも低い荷重でせん

断破壊をしたことの理由ではないかと考えられる。フ

ランジでの斜めひび割れの発生によるせん断破壊の現

象を捉えるには，さらなる検討が必要である。 
 

5.  まとめ 
 
鋼帯で補強された T 型 RC はりの正負交番載荷実験

と非線形有限要素解析で得られた知見を以下にまとめ

る。 
(1) 正負交番載荷実験により，無補強および鋼帯で補強

された T 型 RC はりのいずれも，圧縮側にフランジ

がある正載荷時，引張側にフランジがある負載荷時

の両方でウェブに斜めひび割れが発生した後も荷重

は増加し，フランジに斜めひび割れが貫通すること

でせん断破壊をした。 
(2) 3 体の T 型 RC はりの正負交番載荷から，鋼帯によ

る補強で最大荷重が増加し，最大荷重後の軟化が緩

やかになった。しかしその補強効果は算定値よりも

小さく，鋼帯のフランジへの定着方法の改善により

耐力が上昇することが期待できるとことが考えられ

る。 
(3) 非線形有限要素解析によって側方鉄筋とフランジが

RC はりのせん断挙動に与える影響を確認した。解

析では既往の実験的研究と同様に，側方鉄筋は斜め

ひび割れ発生荷重を増加させるが，斜めひび割れ発

生後の荷重増加にはほとんど寄与しないことと，フ

ランジは斜めひび割れ発生荷重には影響はないが，

斜めひび割れ発生後の荷重増加には大きく影響する

ことが示された。 
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(b) せん断破壊直後 (a) 斜めひび割れ発生時 

図－１２ 引張主ひずみ分布（T 型はり） 
Fig. 12  Principal tensile strain distribution(T-shaped beam) 
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