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アラミド繊維ロッドを用いた RC 橋脚基部の曲げ補強工法を開発した。アラミド繊維ロッドは柱基部に

切削した溝への埋込みと，フーチングに切削した鉛直孔への挿入により橋脚基部へ定着する。本工法は，

鉄筋を用いた場合と比較して補強後の自重増加がほとんどなく，フーチングへの切削孔の径や本数を減ら

すことができる。本研究で行った柱模型試験体の水平交番載荷試験により，補強柱の耐力は鉄筋コンクリ

ート構造と同じように，ファイバーモデルで精度良く推定できること，補強柱のじん性は，アラミド繊維

ロッドの破断で耐力が決まる場合は補強していない試験体よりも若干劣ることなどが明らかとなった。 
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The Authors have developed a method of increasing the flexural strength of RC bridge columns using AFRP rods 
embedded in and around the bottom of columns. This simplified method does not increase the dead weight of treated 
columns. Cyclic horizontal loading tests were conducted with scale models. The test results showed that the 
relationship between the displacement and the strength of bridge column can be computed considering AFRP rods as 
re-bars. 
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No.2 AFRP シートを用いた U 字型と部分閉合補強を併用した RC 梁のせん断耐荷性状 
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アラミド繊維（AFRP）シートを用いた U 字型と部分閉合補強を併用した RC 梁のせん断耐荷性状を９

体の RC 梁を用いて実験的に検討した。特に、本研究では、U 字型補強および部分閉合補強のシート補強

量を変化させて検討を行った。その結果、1）閉合補強した RC 梁の破壊は、部分閉合シートの破断によ

って生じること、2）せん断耐力を増加させるには、U 字型補強の補強量を増大させるよりも、部分閉合

補強量を増加させる方が有効であること、などが明らかとなった。 
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and Partial Wrapping of AFRPs. 
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  The shear resistant behaviors of RC beams that were reinforced jointly with U-shape jacketing and partial wrapping 
of AFRPs were experimentally investigated using a total of nine specimens. These experiments were undertaken with 
the sheet volume ratio for both reinforcing methods being taken as variable. From this study, the following results are 
obtained: 1) The shear failure of RC beams reinforced with both methods depends on the rupture of partially wrapped 
AFRPs; and 2) The shear capacity of the RC beams can be effectively improved by increasing the volume of partially 
wrapped sheets rather than the U-shape jacketing. 
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