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衝撃荷重により損傷した RC 製ロックシェッドの AFRP シートによる補修補強効果
The Effect of AFRP Retrofit for an RC Rock Shed Damaged by Impact Load
今野
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西

弘明

栗橋

祐介

KONNO Hisashi, YAMASAWA Fumio, ARAKI Nobuya, NISHI Hiroaki and KURIHASHI Yusuke

本研究では、衝撃荷重により損傷を受けた RC 製ロックシェッドに対する AFRP シート接着によ
る補修補強効果を検討することを目的に、重錘落下衝撃実験後の損傷を有する RC 製ロックシェッド
を対象に AFRP シート接着を施し、再度重錘落下衝撃実験を実施した。その結果、載荷履歴のある
RC 製ロックシェッドに接着した AFRP シートは、設計落石エネルギーの30倍のエネルギーが入力さ
れる場合においてもシートの剥離や破断を生じず最大4,500μ 程度のひずみが発生するのみであり、
過去に同程度の入力エネルギーで損傷した場合においても、かぶりコンクリートの剥離剥落を効率的
に抑制できることなどが明らかとなった。
《キーワード：RC 製ロックシェッド；重錘落下衝撃実験；AFRP シート；敷砂緩衝材》
This study aims to assess the effect of retrofit by AFRP sheet adhesion for a RC rock shed
damaged by impact load. To this end, we made a second falling-weight impact test on an RC rock
shed that was damaged by a first falling-weight impact test and was retrofitted by AFRP adhesion.
The AFRP sheets adhered to an RC rock shed that had undergone a falling-weight impact load
test did not rupture or exfoliate, and they had a maximum strain of 4,500μ when an impact load
of 30 times the design falling rock impact load was given. It was proved that a rock shed to which
AFRP sheets have been adhered can effectively prevent the exfoliation of the cover concrete, even
when both the impact loads of both falling-weight tests were 30 times the design falling rock
impact load.
《Keywords：RC rock shed, falling-weight impact test, AFRP sheets, sand cushion》
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表－1

１．はじめに
現在、鉄筋コンクリート
（RC）
製のロックシェッドは、
落石対策便覧1）等により許容応力度法に基づいて断面
設計が行われている。しかしながら、近年構造物の設
計手法は、許容応力度法から性能照査型設計法への移
行が進められている。RC 製ロックシェッドにおいて
も、過去の被災事例2）や既往の研究結果3）によって、
許容応力度法に基づいて断面設計した場合には、終局
限界耐力に対して大きな安全余裕度を有していること
が明らかとなっていることから、より合理的な設計が
求められており、工学的な観点からも性能照査型設計
法へ移行する必要性が高まっている。
このような背景の下、著者らは、RC 製ロックシェ
ッドの性能照査型設計法としての合理的な耐衝撃設計
法の確立を目的に、実大規模の RC 製ロックシェッド
を製作し重錘落下衝撃実験を実施した4），5）。実験は、
頂版上に設置する緩衝材の種類、重錘質量と落下高さ、
落下位置などを変化させた全23ケースを実施している
（表－1参照）
。その結果、大きな曲げモーメントが作
用する載荷点近傍や柱－頂版／側壁の隅角部において
多数のひび割れが発生するものの、部材の崩壊やコン
クリート片の剥落は認められず、ロックシェッド内部
の安全性が十分に確保されること等を明らかにした。
一方、性能照査型設計法への移行を考慮した場合に
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実験ケース一覧

⦆⾪ᮦ

は、ロックシェッドの設計対象となる落石条件も大き
くなることが想定される。落石災害によりひび割れ等

２．実験概要

の損傷が発生した RC 製ロックシェッドを引き続き安
全に供用するためには、さらなる落石災害に対しても

図－1には、本実験に使用した RC 製ロックシェッ

ロックシェッド内部の安全性が確保されるように補修

ドの形状寸法および載荷位置を示している。本ロック

補強等の対策を講じる必要がある。著者らのこれまで

シェッドは、緩衝材として90cm 厚の敷砂緩衝材を用

の研究では、アラミド製連続繊維（AFRP）シートを

いることを前提に、設計落石条件を質量2ton、落下高

RC 梁底面に接着して曲げ補強することにより、梁の

さ5m（入力エネルギー 100kJ）とし、落石対策便覧よ

6）

耐衝撃性が向上すること や、RC 版底面に接着する

り算定した落石衝撃力 P=1,466kN に対して許容応力

ことにより押し抜きせん断破壊に伴う下縁かぶりコン

度法に基づいて設計されている。頂版部の鉄筋比は一

7）

クリートの剥落を抑制できること などを小型模型実

般的な RC 製ロックシェッドと同程度の0.68％として

験により明らかにしている。しかしながら、実構造物

いる。なお、配筋状況等の試験体の詳細については、

に対する適用性については、未だ検討するに至ってい

文献4）を参照されたい。表－1には、AFRP シート補

ないのが現状である。

強前後の全実験ケースの一覧を実験実施順に示してい

本研究では、衝撃荷重により損傷を受けた RC 製ロ

る。実験ケース名の第1項目は緩衝材の種類を示す記

ックシェッドに対する AFRP シート接着による補修

号（S：敷砂、G：砕石、T：三層緩衝構造（TLAS））、

補強効果を検討することを目的として、重錘落下衝撃

第2項目は載荷位置（図－1参照）、第3項目は入力エネ

実験後の損傷を有する RC 製ロックシェッドを対象に

ルギー（kJ）、第4項目は AFRP シート補強有を表す記

AFRP シート接着を施し、再度重錘落下衝撃実験を

号 A をハイフンで繋いで示している。なお、表中の網

実施したのでその結果について報告する。

掛けした実験ケースが本論文での比較検討ケースであ
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図－1

形状寸法および載荷位置

写真－1
表－2

┠㔞
2

(g/m )
830

頂版側面のひび割れ状況
AFRP シートの材料特性

ᙎᛶ ᘬᙇ ◚᩿
ಀᩘ ᙉᗘ 䜂䛪䜏
(mm) (mm) (GPa) (MPa)
(μ)
ཌ䛥

ᖜ

0.572

500

118

2,060 17,500

る。実験は、RC 製ロックシェッド頂版部に敷砂緩衝
材を厚さ90cm で敷設し、その中央部に質量10ton の

図－2

AFRP シート接着前のひび割れ状況と
AFRP シートの接着範囲

鋼製重錘を高さ15m もしくは30m から頂版中央部（図
－1の BC 点）
に自由落下させることにより行っている。
図－2には、AFRP シート補強前の試験体のひび割

果を期待して、頂版下面は柱 A 側の端部より8m の範

れ分布と AFRP シートによる補強範囲を示している。

囲で幅50cm の AFRP シート1層を道路軸直角方向に

また、写真－1には、過年度に実施した23実験ケース

連続的に接着をしている。側壁外縁は縦方向に1層、

終了後の柱 C 側頂版側面のひび割れ状況を示してい

柱部は柱外縁に縦方向に1層とその外側に横方向に1層

る。写真からも分かるようにひび割れが大きく開口し

を巻き付けている。なお、ひび割れに対する注入は行

鉄筋も降伏状態となっていることから、修復レベルを

わず AFRP シートを接着している。

大きく超えている状態と判断した。このことから柱 C

AFRP シートの目付量は、頂版部を道路軸方向に

側は補修対象から除外し、その他のひび割れ分布性状

単位幅（1m）で抜き出して断面分割法6）により終局曲げ

より AFRP シート補強では曲げ変形に対する補強効

モーメントを算定し、上縁コンクリート圧壊時にシー

22
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写真－2

AFRP シート接着状況（全体）

写真－4

写真－3

AFRP シート接着状況（頂版下面）

重錘貫入状況の推移

トが破断しない程度に設定した。本研究では、緩衝材

る。重錘は、直径1.25m、高さが95cm で底部より高さ

を敷砂とした場合における入力エネルギー E ＝3,000kJ

30cm の範囲が半径1m の球状となっている。敷砂緩

作用時の重錘衝撃力を推定することが困難であったた

衝材は厚さ30cm ごとに敷均し、その後にバックホウ

め、終局曲げモーメントを対象にしてシート目付量を

およびタンピングランマー等を使用して転圧を行うこ

設定することとした。表－2には、シートの材料特性を

とで、所定の厚さである90cm に成形した。用いた緩

示している。

衝材は石狩市知津狩産で分類が細砂の敷砂であり、粗

AFRP シートの接着工程は、以下の通りである。す

粒 率、 最 大 乾 燥 密 度 お よ び 最 適 含 水 比 は それぞれ

なわち、1）接着範囲におけるコンクリート表面のレイ

1.37、1.516 g/cm3、および19％となっている。実験時

タンスをブラスト処理により除去し、2）プライマー

における含水比は、8.4％であった。

を塗布して指触乾燥状態になったことを確認した後、

測定項目は、重錘衝撃力評価のための重錘加速度、

3）エポキシ系含浸接着樹脂を用いて、接着界面に気

鉄筋ひずみ、頂版／柱面／側壁の内空法線方向変位、

泡が残らないように AFRP シートを含浸接着する、

重錘貫入量および AFRP シートひずみである。

である。なお、本研究では既存ひび割れ部は充填材を
用いた補修を行わず、シートを接着することとした。

３．実験結果および考察

写真－2、3に AFRP シートの接着状況を示す。
衝撃載荷実験は、質量10ton の鋼製重錘をトラック

３．１

重錘貫入状況と伝達衝撃応力分布

クレーンにより所定の高さに吊り上げ、着脱装置によ

写真－4には、S-BC-E1500-A/E3000-A における敷

り所定の位置に自由落下させることにより行ってい

砂緩衝材の重錘貫入状況を時系列で示している。写真
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図－4
図－3

感圧シート設置状況

最大伝達衝撃応力のコンター図

後の敷砂緩衝材撤去時に確認している。ただし、後述
の応答波形（図－5）より、重錘衝突直後の重錘貫入量
が小さい状況下において最大重錘衝撃力が励起してい
ることから、最大伝達衝撃応力も敷砂緩衝材が大きく
側方流動する以前に発生しているものと推察される。
従って、伝達衝撃応力分布の評価は、感圧シートを実
験前の設置位置に戻した状態で行うこととした。
図－4には、感圧シートにより評価した最大伝達衝
撃応力分布のコンター図を示している。最大伝達衝撃
応力の評価は、別途実施した「感圧シートに示される
色の明度」と「伝達衝撃応力」との関係に関する校正
結果8）に基づいている。なお、重錘落下中央部近傍の
感圧シートは実験時に破損・消失したためコンターを

写真－5

重錘貫入状況（S-BC-3000-A）

表示できていない。
図より、重錘落下中央部で10MPa 以上の伝達衝撃
応力が発生していることが分かる。伝達衝撃応力分布

より、両ケース共に時間の経過に伴い重錘が徐々に貫

は、中央部から離れるほどほぼ同心円状に低下する傾

入してい く 様 子 が 見 ら れ る。 ま た、S-BC-E1500-A

向にあることが分かる。また、重錘落下中央部から

よりも S-BC-E3000-A の場合が、同一経過時間 t にお

1m 程度離れた位置で5MPa 程度の応力が発生してい

ける貫入量が大きいことが分かる。

る。これらのことから、伝達衝撃応力は重錘落下位置

図－3には、頂版に作用する伝達衝撃応力評価用の
感圧シートの設置位置を示している。感圧シートは頂

周辺に集中的に分布していることが視覚的に明らかに
なった。

版における載荷点を中心とした2.5m 四方の範囲に設
置した。本実験に用いた感圧シートは、富士フィルム

３．２

時刻歴応答波形

製の「プレスケール」のうち測定可能圧力帯が2.5 ～

図－5には、各実験ケースにおける重錘衝撃力，重

10MPa（低圧用
（LW））のものである。なお、感圧シ

錘貫入量および頂版変位量に関する時刻歴応答波形を

ートの結果を用いた応力評価方法の詳細は文献8）を参

示している。図より、重錘衝撃力は、入力エネルギー

照されたい。本研究では、S-BC-E3000-A に関する伝

が1,500kJ の S-BC-E1500、S-BC-E1500-A の場合には、

達衝撃応力分布を評価した。

共に重錘衝突直後に最大衝撃力が励起し、その後経過

なお、実験では重錘が敷砂緩衝材に大きく貫入した

時間 150ms 近傍において零レベルにすりついている。

ため（写真－5参照）感圧シートは敷砂緩衝材の側方流

S-BC-E3000-A の場合には、第一波の最大振幅は

動の影響を受けて放射状に大きく移動したことを実験

S-BC-E1500、S-BC-E1500-A よりも500kN 程度大きく、
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図－5

図－6

重錘衝撃力、重錘貫入量および載荷点頂版変位に関する応答波形

載荷位置を通る道路軸直角方向断面に関する内空変位分布の経時変化

かつその後衝撃力が3回に渡り振幅の低下を伴いなが

1500、S-BC-E1500-A の比較において AFRP シート

ら励起している。これは、後述するように、頂版変位

の接着効果が顕著に表れないのは、後述するように

が復元する過程において重錘貫入に伴う衝撃力の載

S-BC-E1500-A、S-BC-E3000-A のシートのひずみ分布

荷・除荷が繰り返されたことによるものと推察される。

が、最大で4,500μ程度と比較的小さいことによるも

S-BC-E3000-A の場合には S-BC-E1500、S-BC-E1500-A

のと推察される。

よりも落下高さが高く衝撃力が大きいため、このよう
な挙動が明瞭に現れたものと考えられる。

３．３

変位分布の経時変化

重錘貫入量は、S-BC-E1500、S-BC-E1500-A の場合

図－6には、載荷位置を通る道路軸直角方向断面に

には、ほぼ同様の波形性状を示している。また、S-BC-

関する変位分布の経時変化を比較して示している。図

E3000-A の貫入量は S-BC-E1500、S-BC-E1500-A の場

より、いずれの実験ケースにおいても、頂版部の変位

合よりも大きく、その最大値は敷砂厚90cm と同程度

は経過時間 t=10 ～ 30ms にかけて急激に増大し、そ

になっている。

の後復元する性状を示している。頂版部の変位分布は、

頂版変位は、S-BC-E1500、S-BC-E1500-A の場合で

載荷点に関して概ね左右対称の分布性状を示してお

多少異なっている。すなわち、主波動の継続時間は概

り、各経過時間 t において S-BC-E3000-A の変位が最

ね同様であるものの、最大振幅は S-BC-E1500-A の場

も大きく、S-BC-E1500の場合が最も小さい。

合が S-BC-E1500の場合よりも大きい。その後の波形の
周期は、S-BC-E1500-A の場合が S-BC-E1500よりも長
い。これは、S-BC-E1500-A の場合には S-BC-E1500よ

３．４

鉄筋および AFRP シートひずみの時刻歴応答
波形

りも多くの載荷履歴を受けているため、曲げ剛性が低

図－7には、載荷点近傍部における鉄筋および AFRP

下したことによるものと推察される。なお、S-BC-E

シートひずみの時刻歴応答波形を示している。ここで
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図－7

載荷点近傍部における鉄筋および AFRP シートひずみの時刻歴応答波形

は、AFRP シートのひずみが大きく示された載荷点

おり、3）本載荷実験結果は、入力エネルギーが等し

直下および載荷点から1m 柱および側壁側の断面につ

い損傷前載荷時と類似した挙動を示すため、と推察さ

いて示している。なお、実験終了後には AFRP シー

れる。但し、載荷履歴を受けていることより、鉄筋の

トの状況を近接目視および打音により調査し、シート

累積残留ひずみは降伏ひずみの数倍に至っていること

の破断や剥離が発生していないことを確認している。

が推察される。このようなことから、シート接着補強

図より、S-BC-E1500の場合には、上縁鉄筋および

を施さない場合には、かぶりコンクリートの剥離剥落

下縁鉄筋でそれぞれ負および正のひずみが生じてお

の可能性も示唆され、シート接着補強効果が発揮され

り、その絶対値は下縁鉄筋の方が大きいことから、下

ているものと類推される。なお、AFRP シートのひ

縁ではひび割れが大きく開口していることが窺われ

ずみは、載荷点付近および載荷点から1m 側壁側の位

る。また、載荷点位置における上縁および下縁鉄筋の

置で最大1,500μ程度であり、載荷点から1m 柱側の

最大振幅が最も大きい。

位置では1,800μ程度発生していることが分かる。こ

S-BC-E1500-A の場合には、上縁および下縁鉄筋の
波形性状は、
S-BC-E1500とほぼ同様である。これは、1）

れは、既存ひび割れの開口によりシートひずみが増大
したことによるものと考えられる。

頂版部が載荷履歴を受けているため、コンクリート部

S-BC-E3000-A の場合には、上縁／下縁鉄筋および

にはひび割れが発生し、鉄筋は塑性化して残留ひずみ

AFRP シートのひずみは、全般的に S-BC-E1500-A の

が発生した状態であるものの、2）本実験時には、そ

場合よりも大きい。特に、載荷点直下においては、下

の状態からの載荷状態となるため、鉄筋はひずみ硬化

縁鉄筋は降伏ひずみを超過するひずみが生じ、AFRP

によって降伏点強度が損傷前載荷時より大きくなって

シートにはひび割れ開口の影響も相まって4,500μ 程度

26

寒地土木研究所月報

№761

2016年10月

図－8

載荷位置を通る道路軸直角方向断面に関する鉄筋ひずみと AFRP シートひずみの経時変化

のひずみが発生している。ただし、AFRP シートの公

おいてより明確に見られる。これは、AFRP シート

称破断ひずみは17,500μであることから、シート破断

が既存ひび割れの開口に対して効率よく抵抗している

に対しては4倍程度の余裕度を有しているものと判断

ことを示しているものと判断される。

される。このことは、AFRP シートの目付量を1/2以

以上のことから、衝撃的外力によりひび割れが多数

下に減じることが可能であることを示唆している。な

生じて損傷した RC 製ロックシェッドを AFRP シート

お、経過時間 t =100ms 以降において鉄筋ひずみはほ

で補修補強することにより、設計入力エネルギーの30

ぼ零であるにもかかわらず、AFRP シートひずみは

倍のエネルギーを与えた場合においても、コンクリー

1,000μ程度残留している。これは、最大応答時に頂版

トの剥落は勿論のことシートの剥離や破断も認められ

下面のひび割れ発生部周辺の鉄筋－コンクリート間の

ず、RC 製ロックシェッド内部の安全性が十分確保さ

付着が切れたため、除荷時に鉄筋ひずみがほぼ完全に

れることが明らかになった。

復元するものの、シートひずみが残留したことによる
ものと推察される。

４．まとめ

鉄筋および AFRP シートひずみ分布の経時変化

本研究では、衝撃荷重により損傷を受けた RC 製ロ

図－8には、載荷位置を通る道路軸直角方向断面に

ックシェッドに対する AFRP シート接着による補修

関する鉄筋および AFRP シートひずみ分布の経時変

補強効果を検討することを目的に、重錘落下衝撃実験

化を比較して示している。図より、鉄筋ひずみは、固

後 の 損 傷 を 有 す る RC 製 ロ ッ ク シ ェ ッ ド を 対 象 に

定支持門型ラーメンの曲げモーメント分布に対応した

AFRP シート接着を施し、再度重錘落下衝撃実験を

性状を示しているのに対し、AFRP シートのひずみは、

実施した。本研究で得られた結果をまとめると、以下

載荷点近傍において鉄筋よりも大きい値を示し、時間

の通りである。

経過とともにその傾向が強く現れていることが分か

1）載荷履歴のある RC 製ロックシェッドに接着した

る。また、このような性状は、S-BC-E3000-A の場合に

AFRP シートは、設計落石エネルギーの30倍のエ

３．５
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ネルギーが入力される場合においても最大4,500μ

として砕石を設置した実規模 RC 製ロックシェッ

程度のひずみが発生するのみであり、過去に同程

ドの耐衝撃挙動、コンクリート工学年次論文集、

度の入力エネルギーで損傷した場合においても、

Vol.36、No.2、pp.547-552、2014.7

かぶりコンクリートの剥離剥落を効率的に抑制す
ることができる。

5） 岸徳光、山口悟、川瀬良司、栗橋祐介、佐伯侑亮：
ロックシェッドの衝撃荷重載荷時における設計断

2）設計落石エネルギーの30倍程度の入力エネルギー
に対しては、静載荷状態に対して初期設定したシ
ートの目付量を1/2以下に減じることが可能である。

面力の安全余裕度に関する一検討：構造工学論文
集、Vol.61A、pp.1034-1043、2015.3
6） 栗橋祐介、今野久志、三上浩、岸徳光：AFRP
シート曲げ補強 RC 梁の耐衝撃性能に関する実験
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参考文献

2014.3
1）（社）
日本道路協会：落石対策便覧、2000.6

7） 三上浩、岸徳光、安藤智啓、栗橋祐介：FRP シ

2） 熊谷守晃：ルランベツ覆道における落石災害に関

ートで下面補強した RC 版の耐衝撃性に関する実

する報告、第2回落石等による衝撃問題に関する

験的研究：構造工学論文集、Vol.48A、pp.1531-

シンポジウム講演論文集、pp.286-290、1993.6

1542、2012.3

3） Kishi.N, Okada.S, and Konno.H：Numerical

8） 奥村勇太、前田健一、内藤直人、栗橋祐介、川瀬

Impact Response Analysis of Rockfall Protection

良司、今野久志：伝達衝撃応力測定のための感圧

Galleries, Structual Engineering International,

シートの利用：土木学会北海道支部年次論文報告

Vol.19, No.3, pp.313-320, 2009.8

集、Vol.72、A-12、CD-ROM、2016.1

4） 佐伯侑亮、今野久志、栗橋祐介、岸徳光：緩衝材

今野 久志
KONNO Hisashi

山澤 文雄
YAMASAWA Fumio

荒木 恒也
ARAKI Nobuya

西 弘明
NISHI Hiroaki

寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ
寒地構造チーム
総括主任研究員
博士（工学）

寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ
寒地構造チーム
研究員

寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ
寒地構造チーム
研究員

寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ
寒地構造チーム
上席研究員
博士
（工学）

栗橋 祐介
KURIHASHI Yusuke
室蘭工業大学大学院
工学研究科
くらし環境系領域
講師
博士（工学）

28

寒地土木研究所月報

№761

2016年10月

