
 No.
(N/mm2) (N/mm2) (kN/mm2)

A 
1 4,323 3,776 259 

4,348 4,134 275 

B 
1 4,172 3,571 265 

4,048 3,557 278 

C 
1 4,690 4,401 259 

4,794 4,398 280 

1

D 
1 2,841 2,573 131 

2,796 2,641 134 

E 
1 3,136 2,917 122 

3,209 3,119 128 

2 F 
1 3,184 3,145 80.8 

3,404 3,297 90.1 

層補強と、1層補強した後にその直角方向にもう1枚連
続繊維シートを交差させて重ねた2層補強の2種類があ
る。橋脚の耐震補強では、内側に主鉄筋方向（上下方
向）、外側に帯鉄筋方向（水平方向）を各1層ずつ重
ねて補強することが一般的であり、今回の試行対象と
した2層補強RC梁は、実構造物に近い層構成となって
いる。

連続繊維シートの原位置サンプリング方法について

野々村　佳哲　　安中　新太郎　　鈴木　宣暁　　大久保　誠
石川　敏彦　　佐藤　拓磨

１．はじめに

　連続繊維シートによる橋脚の耐震補強工では、主た
る補強材である連続繊維シートを保護するため、最外
層に表面保護工が設けられている。しかしながら、近
年、雨水や凍結融解の影響により表面保護工が損傷
し、その内側で保護されていた連続繊維シートが外部
に露出するケースが確認されている1）。
　外部に露出した連続繊維シートは、紫外線により劣
化し、強度低下等を引き起こす懸念がある。連続繊維
シート工法に用いる材料のうち、炭素繊維は紫外線劣
化しないが、接着用のエポキシ樹脂が劣化するため、
引張強度は変わらないものの、ヤング係数などが緩や
かに低下する2）。また、アラミド繊維は繊維そのもの
が紫外線劣化する性質を持ち、引張強度の低下が報告
されている3，4）。
　引張強度やヤング係数は耐震補強効果に影響するた
め、繊維露出を発見した時点でどの程度の性能低下が
生じているかの情報が必要になると考えられるが、コ
ンクリート接着後の連続繊維シートの強度特性を非破
壊で調査する方法は存在しない。また、コンクリート
からの円柱コアを採取し圧縮強度試験を行うように、
連続繊維シートを実構造物からサンプリングして強度
試験を行う方法について、検討された例は見当たらな
い。
　そこで今回、母体コンクリートへのダメージの少な
いサンプリング方法として、剥離機による採取と加熱
による採取を試行し、それぞれの手法の妥当性につい
て検討した。

２．室内試験

２．１　調査対象

　写真－1に示すように、連続繊維シートで下面側を
曲げ補強した試験用RC梁（幅20×高24×長180cm）
を対象としてサンプリング方法を試行した。
　RC梁の補強層数は、主鉄筋と同じ方向に補強した1

写真－1　振動剥離機によるサンプリング状況

表－1　使用した連続繊維シートの初期値

技術資料
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写真－2　アイロン加熱によるサンプリング状況

写真－3　採取後の切出し片

（下2個：剥離機採取，上2個：加熱採取）

（コンクリート躯体側の面を上に向けて撮影）

　また、繊維の種類として、炭素繊維3種類、アラミ
ド繊維3種類を使用した。1層当たりの補強厚さは各材
料とも最小目付量で補強しており、炭素A，B，Cは
200g/m2、アラミド1のD，Eは280g/m2、アラミド2の
Fは235g/m2である。また、含浸接着樹脂は、いずれ
も2液型のエポキシ樹脂である。それぞれの繊維種類
において「連続繊維シートの引張試験（JIS   A 
1191）」に準じ、コンクリートに接着していない、標
準的な試験片を作製して強度試験を行い、表－1に示
す初期値とした。
　なお、RC梁からのサンプリングは、静的載荷試験
後に実施した。そのため、サンプリング箇所について
は、載荷の影響の少ない支点付近を対象とした。

２．２　サンプリング手順

　剥離機による採取と加熱による採取の2種類のサン
プリング方法を試行し、幅3～6cm×長さ20cm以上の
サイズの「切出し片」として採取した後、JIS A 1191
による「試験片」の形状（幅1.25±0.25cm、長さ
20cm）へと整形した。
　幅3～6cmは、剥離機の先端アタッチメントの幅が
3cm，6cmであったため、それにあわせて決定した。
加熱採取の場合には6cm以上の幅での採取も可能であ
るが、サンプリング方法による影響を比較するため、
RC梁の残り幅を等分し、幅5cmにて採取している。
次に、長さについては、JIS A 1191で必要とする試験
片の長さが20cmであるため、その長さ以上とした。
また、切り込み深さについては、繊維層の厚さ以上、
かつ母体コンクリートのダメージが小さくなるよう2
mm程度とした。
２．２．１　剥離機による採取

　塗膜などの剥離器具として使用されている超音波振
動剥離機を用いて、下記の手順により、強度試験用の
切出し片を採取した。
1．連続繊維シートにグラインダーで長方形型（幅
3～6cm×長さ20cm以上）の切り込みを入れ、
採取範囲とした。

2．剥離機を写真－1に示すように差し込み、切り
込みの端部から、連続繊維シートと母材コンク
リートを分離した。

２．２．２　アイロン加熱による採取

　エポキシ樹脂は加熱により軟化する性質があるた
め、市販の衣類用アイロンを用いて、下記の手順によ
り、強度試験用の切出し片を採取した。
1．連続繊維シートにグラインダーで長方形型（幅

5cm×長さ20cm以上）の切り込みを入れ、採
取範囲とした。

2．アイロンの温度を最高温度（210℃）に設定
し、写真－2に示すように、連続繊維シートの
表面側から直接加熱した。なお、加熱時間は事
前実験により、大きな力を加えること無く分離
できる5分間とし、アイロンのサイズである15

　  cmずつ加熱した。（なお、2層補強を対象に実
施した事前試験では、20℃環境下で5分間加熱
すると、繊維表面温度は80～120℃程度、繊維
剥離後のコンクリート温度は50～70℃程度とな
っていた。）

3．加熱後の分離方法として、以下の2手法を試行
した。
（a）ペンチや万力等にて連続繊維シート端部を

はさみ固定し、持ち上げる様に分離させる。
（b）連続繊維シートとコンクリートの間にスク

レーパを差し込み、連続繊維シートの屈曲
が極力小さくなるよう分離させる。

　剥離機採取、加熱採取ともに、採取した切出し片は
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図－1　サンプリングした試験片の引張強度の初期値に対する比率

写真－4　整形後の試験片の比較

写真－3に示すように湾曲する場合があった。切出し
片の湾曲は引張試験結果に影響する場合がある。その
ため、今回は実施しなかったが、熱が冷める前に平板
で挟むなどの方法により、切出し片の湾曲を矯正する
ことが望ましい。
２．２．３　切出し片から試験片への整形

　採取した切出し片は、次の手順により、JIS A 1191
で定められる試験片の形状へと整形した。
1．付着モルタル等の付着物を、連続繊維を傷つけ
ないよう留意し、出来る限り除去する。なお、
付着物のうち、パテ材の残留分については、ヤ
ング係数が小さく試験への影響が小さいことか
ら、除去が困難な場合には付着したままとした。

2．ささくれや焦げ、付着物除去時の傷などの損傷
をなるべく避け、幅1.25cm×長さ20cmに切断
整形した。長さ方向の切断時には、繊維方向と
切断方向が並行となるよう留意した。

3．引張試験時に引張破壊以外の予期せぬ破壊を防
ぐために、掴み具に当たる箇所において、両面
ともに樹脂を追加塗布し、補強した。

4．ひずみゲージを貼り付ける場合、必要に応じ
て、試験片中央付近において樹脂を追加塗布
し、平滑面を確保した。

5．端部タブおよびひずみゲージを貼り付けの上、
引張強度用試験片とした。

２．３　試験結果

２．３．１　引張強度

　前節で述べた手順により、1つのRC梁から下記4種
類の方法で連続繊維シートを採取した。
　（a）剥離機採取（3cm幅）

　（b）剥離機採取（6cm幅）
　（c）加熱＋引き剥がし採取
　（d）加熱＋スクレーパ採取
　引張試験により得られたそれぞれの引張強度を、表

－1に示した初期引張強度の平均値に対する比率とし
て図－1に示す。なお、1つの切出し片からは幅に応じ
て1～4個の試験片を整形している。そのため、同一切
出し片から作製した試験片が複数個の場合はその平均
を用いて比率を算出している。
　図－1を見ると、剥離機採取では初期値に対して30
～90％の範囲、加熱採取では初期値に対して70～120
％の範囲で結果が得られている。
　剥離機採取では、アタッチメントの幅によらず、い
ずれも初期値よりも大幅に低くなった。この要因とし
ては、写真－4に示すように整形後の試験片自体が波
打つように蛇行しており、サンプリング時の振動によ
りダメージを受けていたためと考えられる。また、写
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図－2　サンプリングした試験片のヤング係数の初期値に対する比率

表－2　初期値に対する比の平均値など

（加熱＋スクレーパ採取）

真－3に示したように、剥離機採取した切出し片では
コンクリートとの接着面の一部が赤茶色に焦げ付いて
いたことから、振動エネルギー等によってアイロン加
熱よりも大きな熱が連続繊維シートに加わっていたと
考えられる。なお、アイロン加熱による採取の場合、
どの試験片も焦げ付きは生じていなかった。
　一方、図－1における加熱採取での引張強度を見る
と、バラツキは大きいものの、概ね初期と同程度の値
が得られている。また、加熱後の分離方法を比較する
と、引き剥がし採取よりもスクレーパ採取の方が強度
を維持する場合が多かった。引き剥がし採取の場合、
連続繊維シートを端部から持ち上げる際に70～90°程
度の角度で屈曲することになるため、極力、曲げ上げ
ずに実施したスクレーパ採取に比べて試験前のダメー
ジが大きくなった可能性がある。
２．３．２　ヤング係数

　引張試験により得られたそれぞれのヤング係数を、
初期値に対する比率として図－2に示す。なお、引張強
度試験と同様に、平均値同士の比として示している。
　図－2を見ると、剥離機採取では初期値に対して50
～150％の範囲、加熱採取では初期値に対して80～130
％の範囲で結果が得られている。
　剥離機採取のうち、アラミドDの場合にヤング係数
が極端に大きくなった。このケースでは、写真－5に
示すように、試験片が反り上がって湾曲していたこと
から、試験片のひずみを正しく計測できなかったこと
が原因と考えられる。標準的な試験片の作製方法では
試験片が反り上がることはないため、JISでは試験片
の片面のみにひずみゲージを貼り付けるよう規定され
ている。しかし、写真－5のように試験片が反り上が
っている場合、表裏の両面にひずみゲージを貼り付

け、平均値を取ることで反りの影響を相殺するなどの
対応をする必要があると考えられる。
　一方、加熱採取では、引張強度の場合と同様に、剥
離機採取よりも数値を維持する傾向が見られた。その
ため、ヤング係数の面から見ても、剥離機採取よりも
加熱採取の方が剥離時に試験片に与えるダメージが小
さいと言える。
２．３．３　平均値および標準偏差

　試験片に与えるダメージが最も小さい結果が得られ
た、アイロン加熱、かつスクレーパ採取の結果につい
て、前節までに述べた、初期値に対する比率を対象

写真－5　試験片の反り（アラミドD）
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３．実橋梁での試行

３．１　調査対象

　連続繊維シートによる耐震補強が行われた橋脚を対
象に、原位置サンプリング方法を試行した。なお、本
試験は前述の室内試験に先行して実施したため、室内
試験で得られた知見は反映されていない。
　対象橋脚では、目付量200g/m2の高強度系炭素繊維
が内側に主鉄筋方向1層、外側に帯鉄筋方向1層の計2
層で、エポキシ系の含浸接着樹脂によって巻立て補強
されている。使用された炭素繊維の引張強度やヤング
係数の初期値は不明であるが、補強工法の設計仕様と
して、引張強度3,400N/mm2、ヤング係数230kN/mm2

の炭素繊維を使用することとされている。
　また、表面保護工としては、厚さ10mmの表面保護
モルタルが施工されている。対象とする橋脚では表面
保護モルタルの損傷による繊維露出は生じていない。
そのため、サンプリングの試行に当たっては、表面保
護モルタルをはつり落とし、繊維を露出させてから実
施した。

３．２　サンプリング方法

　サンプリング方法としては、写真－7に示すように、
剥離機採取、加熱なしでの引き剥がし採取、加熱あり
での引き剥がし採取の3種類を試行している。なお、
加熱手段としては短時間で樹脂を軟化させることを目
的に、ガスバーナーを用いた。

に、繊維種類別に平均値や標準偏差を算定すると表－

2の通りとなる。
　炭素繊維では、引張強度は初期値と比べてほぼ同
じ、ヤング係数は初期値と比べて1割程度大きい値と
なった。ヤング係数は炭素Bの試験片において、写真

－5に示す試験片の反りの影響を受けていた可能性があ
り、炭素Bの1層の結果を除くと、平均値1.00、標準偏
差0.09となる。そのため、前述したように、採取時に
切出し片を平板で挟む、あるいは試験時のひずみゲー
ジを2枚に増やすなど、試験片の反りの影響を低減す
ることで適切に評価できると考えられる。
　一方、アラミド繊維では、ヤング係数は同程度とな
ったものの、引張強度は初期値に比べて16％程度低下
する結果となった。アラミド繊維による試験片10標本
の個別の引張強度を図－3に示す。極端に値の低いア
ラミドEでの2層の結果を除くと、1層の場合には77～
90％の範囲で分布し、2層の場合には93～99％の範囲
で分布しており、補強層数の違いにより傾向が分かれ
た。写真－6に示すように、アラミド繊維の1層補強
RC梁から採取した切出し片では、切出し片が平滑で
はなく、ねじれ変形していた。1層補強では交差配置
した2層補強に比べてねじれ変形しやすいこと、ま
た、アラミド繊維は炭素繊維に比べて剛性が低いこと
から、アラミド繊維の1層品では、加熱で含浸接着樹
脂が軟化した際にねじれが生じ、試験結果に影響した
と考えられる。よって、アラミド繊維で1層補強の場
合には、冷却前に平板で挟むことでねじれを矯正する
などの処置を施す必要があると考えられる。ただし、
連続繊維シートによる耐震補強工では2層以上で交差
配置した補強が基本であるため、一般的な耐震補強工
であれば、アラミド繊維の場合でも問題なくサンプリ
ングできると考えられる。
　次に、表－2に示す引張強度の標準偏差を見ると、
炭素繊維、アラミド繊維のいずれとも、0.10～0.12程
度となっている。それぞれ標本数が10前後と少ないも
のの、引張強度試験結果が正規分布すると仮定する
と、初期値に対する加熱サンプリング試験片のバラつ
きは、95％信頼区間で推定値に対して±20～24％程度
と非常に大きい。そのため、原位置でサンプリングし
て連続繊維シートの引張強度を評価する場合には、複
数個の試験片で評価することが望ましい。

図－3　試験片個別の引張強度

（加熱＋スクレーパ採取）

写真－6　加熱採取した切出し片のねじれ
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った後、ペンチで引っ張り、切出し片を採取した。
３．２．４　ガスバーナー加熱後の引き剥がし採取

　含浸接着樹脂を軟化させるための加熱手段として、
写真－7（c）に示すように、携帯ガスボンベ式バーナ
ーを用いて連続繊維シート表面から加熱した。50cm
の範囲を2～3分程度かけて満遍なく加熱した後、ペン
チで引っ張り、切出し片を採取した。
３．２．５　切出し片から試験片への整形

　採取した切出し片は、２．２．３で述べたのと同様
の手順により、JIS A 1191で定められる試験片の形状
へと整形した。
　ただし、ガスバーナー加熱による切出し片におい
て、連続繊維シートとコンクリートの界面の含浸接着
樹脂がコンクリート側に残存し、連続繊維シート側か
ら消失しているケースがあったため、その場合には、
含浸接着樹脂を追加塗布している。

３．３　切出し片の採取時に生じた問題点

　一般に、段落とし部の耐震補強の場合、内部側にあ
る主鉄筋方向の連続繊維シートが計算上で必要となる
方向の連続繊維シートであるため、今回の試行試験で
は、内部側を対象に試験片のサンプリングおよび引張
強度試験を実施している。このとき、内部側での連続
繊維シートの向きを見極めて、上下方向に切り込みを
入れる必要があるが、切り込みの方向が連続繊維シー

　以下に実施手順を記す。
３．２．１　下処理

　対象橋梁では表面保護モルタルが残存しているた
め、下処理として表面保護モルタルのはつり落としを
行った。はつり落とし作業は、写真－8に示すよう
に、電動ピックを用いて連続繊維シートを傷つけない
よう留意しながら粗く削った後、サンダーケレンで表
面を整えた。なお、他の実橋梁の場合、広範囲で繊維
露出が生じている場合にはこの手順は不要である。し
かし、繊維露出範囲がサンプリング後の復旧補修範囲
（サンプリング範囲＋連続繊維シートの継手長）より
も狭い場合には、下処理として表面保護モルタルをは
つり落とすのが良い。
　繊維面を露出させた後、サンプリング範囲として、
グラインダーで長方形型の切り込みを入れた。切り込
みの幅は剥離機の先端アタッチメントの幅に合わせ3
cmとした。切り込みの長さはJIS A 1191による試験
片の必要長20cmに対し、余裕を持たせて50cmとし
た。また、切り込み深さについては、室内試験と同様
に、繊維層の厚さ以上、かつ母体コンクリートのダメ
ージが小さくなるよう2mm程度とした。なお、引き
剥がし採取の場合にはサイズの制約が無いが、比較検
討のため、全てのサンプリング方法で切り込み範囲は
幅3×長さ50cmとした。
３．２．２　剥離機採取

　剥離機採取の機材としては、室内試験と同様に、塗
膜などの剥離器具として使用されている超音波振動剥
離機を用いた。サンプリング範囲の切り込みに対して、
写真－7（a）に示すように端部から差し込み、切出し
片を採取した。
３．２．３　加熱なしでの引き剥がし採取

　サンプリングに当たって最も簡易な手法として、加
熱なしでの引き剥がし採取も行った。サンプリング範
囲に対し、端部にスクレーパを差し込んで掴み代を作

写真－7　実橋梁での原位置サンプリングの試行

写真－8　表面保護モルタルの除去

（a）剥離機採取　　　　　　　 （b）加熱なしでの引き剥がし採取　　　　（c）加熱ありでの引き剥がし採取

（a）はつり工　　　　　 （b）サンダーケレン
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係数を図－5に示す。
　剥離機採取では、引張強度、ヤング係数ともに規格
値を満足しなかった。これは、写真－4で示した室内
試験での試験片と同様に、整形後の試験片がサンプリ
ング時の振動で受けたダメージによって試験片が蛇行

トの向きと一致しない場合、写真－9（a）に示すよう
に、サンプリング範囲の途中から切出し片が裂けるこ
とになる。そのため、下げ振り等を用いて鉛直に切り
込みを入れる等、切り込みの方向と連続繊維シートの
方向ができる限り一致するように作業する必要があ
る。また、場合によっては、繊維と繊維の継ぎ目にお
いて、写真－9（a）に示すような段差が生じる場合が
あるため、そのような表面性状を参考に、切り込みの
方向を決めてもよい。
　次に、写真－9（b）に加熱なしで引き剥がした場合
の切出し片と、その採取箇所の状況を示す。加熱なし
で引き剥がした場合、炭素繊維の層内剥離破壊が起き
ており、引張強度用試験片として使える試験片は採取
できなかった。一方で、加熱を加えた場合には、写真

－9（a）のような切り込み角度が悪い場合を除いて繊
維の残存が無かったため、ペンチ等で掴んで引き剥が
す場合には、事前の加熱が必須であると言える。ただ
し、今回実施したガスバーナーによる加熱では、写真

－9（c）に示すように、躯体側の連続繊維シート表面
が焦げ付いた。ガスバーナーの場合、その加熱温度を
制御することが難しいため、室内試験で用いた衣類用
アイロンのように定温で加熱すべきであると考えられ
る。

３．４　引張強度試験結果

　剥離機採取では5個、加熱採取では3個の切出し片を
採取し、1つの切出し片当たり1個の試験片を整形し、
引張強度試験を行った。引張強度を図－4に、ヤング

写真－9　切出し片の採取時に生じた問題事例

図－4　引張強度

図－5　ヤング係数

（a）切り込みと繊維方向の不一致による失敗　　　　　　　（b）繊維の層内剥離　　　　　　 （c）繊維表面の焦げ
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維の剛性が小さいため、ねじれ等が生じないよ
うに留意して採取する必要がある。

3．塗膜などの剥離器具として使用されている超音
波振動剥離機を用いたサンプリング方法では、
振動によりダメージを受けて試験片が蛇行する
ため、適切な評価ができない。

4．事前に加熱しない場合、コンクリートからの分
離時に層内剥離破壊するため、適切な評価がで
きない。

5．ガスバーナーによる加熱では、短時間で含浸接
着樹脂を軟化させることができるが、温度の制
御が難しいため、加熱手段としては不適切であ
る。

　なお、本報告は、共同研究「連続繊維シート接着補
強工の耐久性に関する研究」で得られた成果の一部で
あることを、ここに付記する。
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していた影響である。
　加熱なしでの引き剥がし採取では、３．３で述べた
ように、層内剥離破壊が生じて適切な試験片を整形す
ることができなかったため、試験の実施ができなかっ
た。
　加熱ありの引き剥がし採取では、引張強度が大きく
低下しているケースがあった。試験後に引張強度が小
さい試験片を観察すると、破断箇所周辺にサンダーケ
レンの痕跡があり、炭素繊維を傷つけていたことか
ら、ケレンのかけ過ぎによって連続繊維シート表面を
削ってしまった影響であると考えられる。次に、残り
の2試料の結果を見ると、ヤング係数は規格値内に収
まっている一方で、引張強度では規格値をわずかに下
回るケースがあった。この原因としては、引き剥がし
採取時の屈曲によってダメージを受けている可能性
や、写真－9（c）に示すように表面に焦げ付きが見ら
れることから加温のしすぎの可能性が挙げられる。そ
のため、室内試験で検討したように、温度制御可能な
アイロンで加熱し、スクレーパで丁寧に分離すること
で、結果が改善できる可能性がある。

５．まとめ

　炭素繊維またはアラミド繊維と、エポキシ樹脂との
組合せでコンクリートに接着された連続繊維シートを
対象に、コンクリートから連続繊維シートを分離する
方法を試行し、各手法の妥当性について検討した。そ
の結果、次の知見が得られた。
1．アイロンによって加熱し、スクレーパ等を用い
てなるべく屈曲させないように留意してコンク
リートから分離した試験片では、引張強度、ヤ
ング係数ともに、バラツキを有するものの、そ
の平均値は、コンクリートに接着していない試
験片に比べて概ね同程度となる。

2．アラミド繊維で補強層数が1層のみの場合、繊
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