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 落橋防止システムの一つである変位制限構造は，限られた部材寸法で，大きな荷重に耐えな

ければならない．安価な RC 構造を用いる場合，設置スペースが十分にないと過密配筋となる

ケースが多い．そのため，高価な鋼製ブラケットへの変更を余儀なくされている．そこで本研

究では，高い靱性能を有する短繊維混入コンクリートを変位制限構造に適用するため，その性

能に関して変位制限構造を模擬した片持ち梁を用いて静載荷実験や衝撃実験で検証し，さらに

コスト縮減効果について試算を行った．その結果，せん断耐力や耐衝撃性が向上することが明

らかとなり、それによってコストを縮減できるとの試算結果を得た． 
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1. はじめに 

 

変位制限構造は，地震時における上部工の水平移動の

制御を目的に，橋台や橋脚の上面に設置される片持ち梁

部材であり，限られた部材寸法で大きな外力に抵抗する

必要がある．安価な形式は RC 構造であるが，部材厚を

十分に確保できない場合は過密配筋となり，コンクリー

ト打設などの施工性や品質低下において低下を引きおこ

し耐荷性能に課題を有することが懸念される．一方で，

鋼製ブラケットは RC 構造と比較すると，高い耐荷力を

持つ反面，初期コストが高価であり，さらに塗装などの

維持管理を考えると，コストの増加は避けられない． 
筆者らは，これまで，ポリビニルアルコール（PVA）

短繊維（写真-1）を混入したコンクリートのせん断耐力

や耐衝撃性が飛躍的に向上することを明らかにしてきた

1)，2)．このような効果を RC 型の変位制限構造に適用す

ることで，せん断補強鉄筋量が低減され，鋼製ブラケッ

トへ変更が必要なくなる場合も多く，コストの縮減が期

待できるものと考えられる．  
このような背景より，本研究では，PVA短繊維混入に

よる変位制限構造の耐荷性能向上効果を定量的に評価す

るとことを目的に，変位制限構造を模擬した試験体に対

する静的および重錘落下衝撃実験を行った．また，実験

結果に基づいて，せん断補強鉄筋量の低減効果やコスト

縮減効果についても試算した． 
 

表-1 試験体一覧 

試験体名 
短繊維

混入率 
Vf (%) 

せん断 
補強 
鉄筋比 
pw (%) 

衝突

速度 
V (m/s)

載荷 
方法 

V0-S0-S 0 0 - 

静的 
V0-S1-S  0 0.25 - 
V1-S0-S 1 0 - 
V1-S1-S 1 0.25 - 
V0-S0-II 0 0 1 ~ 4 

衝撃 
繰り 
返し 

V0-S1-II 0 0.25 1 ~ 5 
V1-S0-II 1 0 1 ~ 5 
V1-S1-II 1 0.25 1 ~ 6 
V0-S0-IS-5 0 0 5 

衝撃 
単一 

V0-S1-IS-6 0 0.25 6 
V1-S0-IS-6 1 0 6 
V1-S1-IS-7 1 0.25 7 写真-1 PVA短繊維 
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2. 実験概要 

 

 表-1に試験体の一覧を示す．試験体は，PVA短繊維混

入の有無，せん断補強鉄筋の有無および載荷方法（静的，

衝撃繰り返し，衝撃単一）を変化させた全12体である． 

なお，短繊維の体積混入率（以後，短繊維混入率Vf）

は1%ととしたが，これは，現場施工においてPVA短繊

維をアジテータ車のドラムに投入して撹拌する場合の作

業性やポンプ圧送性，および既往の研究2)における短繊

維のせん断耐力向上効果を考慮して決定したものである． 
また，衝撃単一載荷実験の衝突速度 V は，衝撃繰り返

し載荷実験時における最終衝突速度 Vfinal を参考にして決

図-1 試験体と静載荷実験の概要 

写真-2 実験状況 

(a) 静荷重載荷実験 (b) 衝撃重載荷実験 

表-3 PVA 短繊維の寸法および材料特性値 

長さ

l 

(mm)

直径

d 

(mm)

アスペ

クト比

l/d 

弾性 

係数 

(GPa) 

引張 

強度 

(GPa) 

破断 

ひずみ

(%) 

30 0.66 45 29.4 0.88 7.0 

表-2 コンクリートの配合一覧 

Vf 

(vol.%) 

W/C 

(%) 

単位量 (kg/m3) 高性能 

AE減水剤

C × (%) 
W C S G 

0 48 162 337 887 1015 - 

1.0 50 170 338 1150 729 1.13 
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定した． 
 図-1に試験体および試験装置の概要を示す．試験体は，

実際の変位制限構造を模擬したものであり，普通コンク

リート製のフーチング上に所定のコンクリートを打設し

て作製した．なお，実験では，本試験体を横倒しにして，

上方から荷重を作用させることで，実際の載荷状態を再

現した．写真-2に実験状況を示す．  
 表-2に短繊維混入の有無によるコンクリートの配合の

一覧を，表-3に PVA 短繊維の材料特性値を示す．なお，

積雪寒冷地での使用に対しても，土木学会規準JSCE-
G501に基づく凍結融解試験において，短繊維混入率Vf が
1%の場合の耐凍害性指数が97%以上であることから，

十分な耐凍害性能を確保していることを確認している．

鉄筋の降伏強度は，SD295D6およびSD345D29において

それぞれ369，393MPaであった． 

3. 静載荷実験結果 

 
(1) 破壊性状 
写真-3 に静載荷実験終了後における各試験体の破壊

性状を示す．写真より，いずれの試験体も載荷点からフ

ーチング側に斜め下方に進展するせん断ひび割れの開口

によって終局に至った． 
 
(2) 荷重－変位関係 
図-2 にせん断補強鉄筋や短繊維を混入した V0-S1-S， 

V1-S0-S，V1-S1-S 試験体の変位－荷重関係を V0-S0-S 試
験体の結果と比較して示す．せん断補強や短繊維混入に

より，耐力が向上し，かつエネルギー吸収能の高い耐荷

性状を示した．なお，V0-S0-S 試験体以外の試験体は，

   

(a) V0-S0 試験体       (b) V0-S1 試験体         (c) V1-S0 試験体                (d) V1-S1 試験体 

写真-3 静載荷実験終了後の破壊性状 

表-4 実験および計算結果の一覧 

試験体名 圧縮強度 
(MPa) 

実測耐力 
（実験値） 

Pue (kN) 

計算せん断耐力(kN) 

Pue / V uc 
コンクリート

分担分 
Vc 

せん断補強 
鉄筋分担分 

Vs 

短繊維 
分担分 

VF 

合計 
Vuc 

= (Vc +  Vs +  Vf ) 
V0-S0-S 

45.4 
378 

295 
- - 295 1.28 

V0-S1-S 438 21 - 316 1.39 
V1-S0-S 

51.1 
430 

313 
- 29 342 1.25 

V1-S1-S 452 21 29 363 1.24 
 

(a) せん断補強筋の影響 
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(b) 短繊維混入の影響 (c) せん断補強筋と短繊維混入の影響 

図-2 荷重－変位関係 
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いずれも引張鉄筋の降伏が確認されていることから，せ

ん断補強や短繊維の混入によってせん断耐力が向上し，

破壊モードがせん断破壊型から曲げ破壊型に移行したも

のと考えられる． 
 

(3) せん断耐力向上効果の評価 

表-4に実験による実測耐力と，コンクリート標準示方

書3)に準拠して算出したディープビームの計算せん断耐

力にPVA短繊維によるせん断耐力増分（以後，短繊維分

担分VF）を比較して示す．ここで，短繊維分担分VF は既

往の研究2)で明らかにした，短繊維混入コンクリートの

残存引張強度 fr を用いた式 (1) により算出した． 
VF  = b × ( z / tan θ ) × fr                 (1) 
ここで，b：ウェブ幅(mm)，z：d/1.15(mm)，d：有効高

さ(mm)，θ：斜めひび割れの角度（写真-3より 45°とし

た），fr：短繊維混入コンクリート (Vf = 1.0 %) の残存引

張強度(N/mm2)，である． 
なお，残存引張強度 fr は短繊維混入コンクリートの一

軸引張試験結果（図-3）に基づき，ひび割れ発生後に短

繊維が保持する引張強度と定義して求めたものである．

ここでは，既往の研究2)を参考に fr = 0.66 MPa とした． 
表に示すように，いずれの試験体においても，実測耐

力が計算結果を上回った．さらに，本実験では，せん断

補強および短繊維を混入した試験体はいずれも引張鉄筋

の降伏により終局に至ったことから，実際のせん断耐力

は表中の実測耐力よりも大きいものと推察した．以上の

ことから，(2)式は，短繊維を混入したRC製の変位制限

構造におけるせん断耐力を安全側に評価可能であるもの

と考えられる． 
表-5に耐荷性能向上効果の一覧を示す．表には，VF = 

0 %，pw = 0 % の場合に対する増加割合も併せて示してい

る．表より，PVA 短繊維を Vf  = 1 % 混入することにより，

 図-3 短繊維混入コンクリートの 

一軸引張試験結果2) 

    

(a)V0-S0-II 試験体                          (b) V0-S1-II 試験体         (c) V1-S0-II 試験体            (d) V1-S1-II 試験体 
(V = 1~4 m/s)                                      (V = 1~5 m/s)                                      (V= 1~5 m/s)                                    (V = 1~6 m/s) 

写真-4 衝撃荷重繰り返し載荷実験終了後の破壊性状 

   

(a)V0-S0-IS試験体               (b) V0-S1-IS 試験体          (c) V1-S0-IS 試験体           (d) V1-S1-IS 試験体 
(V = 5 m/s)                                    (V = 6 m/s)                                         (V = 6 m/s)                                     (V = 7 m/s) 

写真-5 衝撃荷重単一載荷実験終了後の破壊性状 

表-5 静載荷実験結果によるせん断耐力向上効果 

試験体名 
短繊維

混入率 
Vf (%) 

せん断 
補強 
鉄筋比 
pw (%) 

静的

耐力 
(kN) 

静的

耐力

比 

V0-S0-S 0 0 378 1.0 
V0-S1-S  0 0.25 438 1.16 
V1-S0-S 1 0 430 1.14 
V1-S1-S 1 0.25 452 1.20 
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せん断補強筋比 0.25 % の場合と同程度のせん断補強効果

が期待できることを確認した． 
 
 

4. 衝撃荷重載荷実験結果 

 
(1) 破壊性状 
写真-4および写真-5に，衝撃荷重繰り返し載荷実験お

よび衝撃単一載荷実験終了後における各試験体の破壊性

状を示す．いずれの試験体もせん断破壊により終局に至

っている．せん断補強筋を有し短繊維が混入されていな

いV0-S1-IIおよびV0-S1-IS6試験体は他の試験体よりもか

ぶりコンクリートの剥落が著しかった． 
 

 (2)    耐衝撃性能向上効果 
表-6に衝撃単一載荷実験による耐荷性能向上効果の一

覧を示す．表より，静載荷実験の場合と同様，PVA 短
繊維を Vf = 1 % 混入することにより，せん断補強筋比 
0.25 % の場合と同程度のせん断補強効果が期待できるこ

とを確認した．また，静載荷実験の場合よりも大きな耐

力向上効果が発揮されることが分かった． 
 
 

5. 過密配筋の回避とコスト縮減効果 

 
(1) 試算条件 

 本試算で対象とする橋梁は，支間長25.0m程度のポス

トテンション方式単純PCT桁橋とし，設計は道路橋示方

書4)に従い許容応力度法で行った．図-4に幅員構成を示

す．変位制限構造の形式は，a) 普通RC型，b) 鋼製ブラ

ケット型，c) PVA 短繊維混入(Vf = 1.0 %)RC型，の3種類を

対象とした．設計地震力は道路橋示方書4)に準拠して(2)
式により算定する． 

Hs＝3 ×  kh  × Rd                      (2) 
ここで，Hs：変位制限構造の設計に用いる設計地震力

(kN)，kh：レベル１地震動に相当する設計水平震度，

Rd：死荷重反力(kN)である． 

耐震設計上の地盤種別をⅡ種地盤と想定し，設計水平

震度khはそのピーク値である0.25を用いた．１支承線当

たりの上部工死荷重 Rd  は1500 kN，変位制限構造は計2箇
所に設置すると，変位制限構造1 箇所当りの設計設計地

震力Hsは562.5kNとなる． 
その他の設計条件は，地震時の割増し係数は1.54)，コ

ンクリートの設計基準強度 f’ckは24N/mm2，鉄筋(SD345)の
許容応力度は200MPa4)，緩衝材の許容支圧応力度は

12MPa，緩衝材の幅および長さはそれぞれ150mmおよび

350mm，かぶりを40mm，橋座面から水平力作用位置ま

での高さは300mm，鋼板の最小板厚 t は22mm である． 
 

(2)    設計結果と過密配筋の回避効果 

前節の試算条件にしたがって，設計した各設計図面を

表-7に示す．表より，普通RC型ではせん断補強鉄筋の

配置間隔が75mmであるのに対し，PVA短繊維を混入し

たRC型は普通RC型と同じ断面形状で，せん断補強鉄筋

の配置間隔が100mmと大きくなった．これは，短繊維が

せん断耐力を分担し，せん断補強鉄筋量を低減できたこ

とによるものである． 
換算後のせん断補強鉄筋の配置間隔a2は，換算前後の

斜引張鉄筋の応力度が釣り合うことを示す式(3)に ，式

(4)を代入することで求めた式(5)によって算出した．な

お，斜引張鉄筋が部材軸となす角度 θ は90°とした． 
σs1 =  σs2                            (3) 
σs =1.15 × Ss ×a /(Aw ×d)                   (4) 

 a2=a1× Ss1 / Ss2                    (5) 
 ここで，σs1, 2：換算前後の斜引張鉄筋の応力度(N/mm2)，
a1, 2 ：換算前後の斜引張鉄筋の部材軸方向の間隔(mm)，
Aw：間隔aで配筋される斜引張鉄筋の総断面積(mm2)，
d：有効高さ(mm)である．なお，換算前後に斜引張鉄筋

が負担するせん断力の合計 Ss1は式(6)， Ss2 は短繊維のせ

ん断耐力向上効果を考慮した式(7)によって表す． 
Ss1 = Sh ー  Sc                      (6) 
Ss2= Sh ー  Sc ー  VF                     (7) 

 ここで，Sh：部材の有効高の変化の影響を考慮した設

図-4 試設計に用いる橋梁の幅員構成 

 

変位制限構造 

表-6 衝撃荷重載荷実験による耐衝撃性向上効果 

試験体名 
短繊維

混入率 
Vf (%) 

せん断 
補強 
鉄筋比 
pw (%) 

最大入

力エネ

ルギー 
(kJ) 

最大入

力エネ

ルギー

比 
V0-S0-IS-5 0 0 3.75 1.00 
V0-S1-IS-6 0 0.25 5.4 1.44 
V1-S0-IS-6 1 0 5.4 1.44 
V1-S1-IS-7 1 0.25 7.35 1.96 

 



Yutaka Adachi,Fumio Taguchi,Yusuke Kurihashi 

計せん断力(N)，Sc：ｺﾝｸﾘｰﾄが負担できるせん断力(N)，
VF：せん断耐力の短繊維分担分(N)である． 

 
(3)    コスト縮減効果 

 本試算における概算工事費は，土木工事標準積算基準

書等に準拠し試算した．試算結果を表-7に示すとともに，

概要を下記に記す． 
a) 普通RC型 
直接工事費は23.5万円となった．ただし，せん断補強

鉄筋(SD345D16)を75 mm間隔で配置する必要があるため，

品質の確保が難しくコンクリート打設が困難と考えられ

る． 
b) 鋼製ブラケット型 

直接工事費は，74.8万円となり，RCと比較すると大幅

にコストが増加した． 

c) PVA 短繊維混入RC 型 
直接工事費は，27.5万円となった．普通RC型と比較す

ると多少高価であるが，せん断補強筋間隔は100mmにす

ることができるため，施工性が向上し，品質も確保でき

るものと考えられる． 
以上より，本試算においては，短繊維混入コンクリー

トを用いることによって，鋼製ブラケットと比較すると

1/3程度の費用で施工可能であることが明らかとなった． 
 
 

6. まとめ 

 
本研究では，PVA 短繊維混入コンクリートを変位制

限構造に適用すること目的に，静的載荷実験や衝撃載荷

実験を行った．また，短繊維を混入させることによるコ

スト縮減効果について試算を行った．本研究により得ら

れた知見をまとめると以下のとおりである． 
 

(1)    静的載荷実験 
1) PVA 短繊維の混入により，RC 片持ち梁のせん断耐力

が向上する．本実験においては，短繊維混入率を 1 % 
とすることにより，破壊モードが軸方向鉄筋降伏前の

せん断破壊から降伏後のせん断破壊に移行した． 
2) 短繊維混入率 Vf = 1 % の場合には，せん断補強筋比 pw 

= 0.25 %の場合と同程度のせん断耐力向上効果が期待

できる． 
3) 短繊維混入コンクリートの残存引張強度を用いた算定

式により短繊維を混入した RC 片持ち梁のせん断耐力

を安全側に評価可能である． 
 
(2) 衝撃載荷実験 

衝撃実験においても，PVA 短繊維を Vf = 1 % 混入する

ことにより，せん断補強筋比 0.25 % の場合と同程度の耐

衝撃性向上効果が期待できる． 
 

(3) せん断補強鉄筋およびコストの縮減効果 

今回の試算では，RC製の変位制限構造に PVA 短繊維

の混入させることによって，せん断補強鉄筋の配置間隔

を 100mm から 75mm とすることができた．また，過密

配筋を回避し施工可能とすることで，鋼製と比較して大

幅なコスト縮減効果を得られることが明らかとなった． 
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表-7 設計および試算結果 

 普通RC型 鋼製ブラケット型 PVA短繊維混入RC型 

形状図 

  

施工性 打設困難 
（せん断補強鉄筋間隔 75 mm） 良好 打設可能 

（せん断補強鉄筋間隔 100 mm） 

経済性 
(工事費) 23.5万円 74.8万円（1.0） 27.5万円（0.37） 

 


