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1.はじめに 

2005年 2月,Rhino Linings USAは,耐爆弾道性の強化デー

タに基づく防爆試験（ULテスト 6）をNew Mexico Tech

社に委託し実施した。商業施設や政府機関など構造物の

爆破テロ対策として,莫大なコストを投じているという

課題を Rhino Linings 社が受け,インフラや設備の爆破に

よる構造物の弱点緩和をテーマとし,ポリウレアによる

低コストで高パフォーマンスな防爆試験を実施したとい

う背景がある。 

このポリウレアの活用は,日本では爆破テロ対策という

よりも南海トラフ地震などの災害対策の為にコンクリー

ト構造物や木造住宅の耐震性を高める材料として需要が 

見込まれ,これまでにライノジャパン株式会社が Rhino 

Linings 社のピュアポリウレアであるエクストリームを

提供し東京理科大学の高橋治研究室、関東学院大学の渡

辺研究室とともに共同研究を行いポリウレアとアラミド

繊維を融合し耐震試験を行った。 

以下に,関東学院大学によるコンクリート構造物の耐

震試験,東京理科大学によるブロック塀構造物の耐震試

験,米国ライノライニングス社による防爆試験の内容を

紹介したい。 

２.関東学院大学による剥落防止 RC造柱実験の概要 

鉄筋コンクリート（以下 RC と略記）造建築物の地震時

の居室内等の安全を確保するため,RC 造柱のコンクリ

ート剥落防止を目的として，ポリウレア樹脂吹き付け及

び連続繊維シート巻き立てによる補強が施された RC 造

柱，総数 4体について，地震による水平荷重を想定した

実験を，関東学院大学金沢八景キャンパス内構造実験室

において 2018 年 10 月～12 月に行った。 

図 1 に実験で用いた試験体外観,図２に既存部配筋詳

細を示す。試験体は，実物大の 11/30 スケール程度を想

定した RC造柱梁からなる総数 4 体（No．1～4）である。

RC 造による既存部は共通しており，No．1 は既存部のみ，

No．2～4 は既存部と補強部からなり，補強方法を変数と

した。ここで，補強要素を連続させる観点から，実際の

補強対象として，柱補強の範囲を柱梁接合部を含む範囲

とされることもあるが，ここでは梁上から梁下の範囲を

補強対象とした。 

No.1 は RC 造による既存柱， 

No.2はポリウレア樹脂吹き付け補強 RC 造柱， 

No.3 はアラミド繊維 2 層巻き立て補強 RC 造柱， 

No.4はアラミド繊維 2 層巻き立ての上ポリウレア樹 

脂吹き付け補強 RC 造柱とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 試験体外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 既存部配筋詳細（No.1～4） 



 

結果として,ポリウレアとアラミド繊維による RC 造柱

のコンクリート補強は予想を超える強度を示した。 

 

３.東京理科大学によるブロック塀の組積造壁崩落防止 

大阪府北部地震によってブロック塀が崩落し女児が下敷

きになり,その後このブロック塀は違法で危険な塀であ

ったと発覚した。東京理科大学高橋研究室では,既存の組

積造の建築物に対して崩落を防止する補強方法を探求す

るため,既存コンクリートブロック塀と組積造壁の崩落

防止としてポリウレア塗装とアラミド新素材を用いた補

強に関する研究を 2019年 12月と 2020年 9月に行った。 

図 3 に実験で用いた試験体概要を示す。図 4に試験体

外観と試験状況を示す。 

【試験体概要】 

390×190×100 のブロックを水平方向に 2 つ,鉛直方

向に 6 個積み上げで作成する。 

コンクリートブロック塀にアラミドシート,ポリウレ

ア,アラミド繊維ポリウレアシート,鋼棒を用いた 6 個の

試験体を作成する。 

CB-1 は鋼棒補強なしでポリウレアを塗る。 

CB-2 は鋼棒補強なしでアラミドを付け,ポリウレアを 

塗る。 

CB-3 は鋼棒補強なしでアラミド繊維ポリウレアシー 

トを用いる。 

CB-4 は鋼棒 1000mm を用いて中腹に補強し,アラミ 

ドを付け,ポリウレアを塗る。 

CB-５は鋼棒 1000mm を用いて中腹に補強し,ポリウ 

レアを塗る。 

CB-6 は鋼棒 1000mm を用いて中腹に補強し,アラミ 

ド繊維ポリウレアシートを用いる。 

各試験体のパラメータは以下である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５に示すように,2000ｋN アムスラー試験機により 2 

点載荷を行う。変位計を試験体の真ん中のところに付け,

試験体中央部のたわみを計測する。 

 
図-５ 加圧方法 

アラミド繊維とポリウレアと鉄筋の補強がある試験体

は最大荷重が最も大きいと分かった。表１による最大荷

重は 43.688KNである。 

 

 

 

     

 

４。図・写真及び表 

コンクリートブロック塀と組積造壁の崩落防止の試験体

の写真を図６に示す。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６ コンクリートブロック塀試験体 

コンクリートブロック塀と組積造壁の崩落防止の試験

結果を図７に示す。鉄筋のみの荷重は約 20kN であるの

に対しポリウレアとアラミド織り込みの荷重は約 60kN

と鉄筋の３倍の数値を示し,ポリウレアとアラミド織り

込みの試験体が最も良い結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 試験体概要 

表－１ 試験体外観と試験状況 

図－７ コンクリートブロック塀崩落防止試験結果 

図－４ 試験体外観と試験状況 



 

４.Rhino Liningsによる爆試験 

組積造壁テストプログラムの一部としてのすべてのテス

トは,北部で実施した。この構造は,比較テストのために特

別に設計された。構造が異なる石積み,スチールスタッド

など多層の重力荷重ベアリングと充填物が異なる構造の

壁である。試験体製作過程の写真を図 8に示す。 

 

 

図－８ 防爆試験体製作過程写真 

完成した試験体構造を図９に示す。2 つの同一の 8 イ

ンチ厚石積みの壁は,幅 8 フィート×高さ 11 フィートの

構造。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－９ 防爆試験体写真 

4-1爆発緩和試験体および使用材料の説明 

防爆壁システムはRhino Liningsによって設計および設

置され,テスト工程は2005年1月26日の1日で合計2回

実施。改造の設計と実装はRhino Liningsによって提出さ

れた。ライニングは,1/2 インチ（1.27 センチ）の厚さの

「Tuff Stuff」Rhino Linings製ポリウレアである。プライ

マー塗布とポリウレア吹付作業を図 10に示す。 

名称 材料の説明 方法 

BEHR® Concrete 

Bonding 

Primer #880 

透明な水性エポキシ

の接着プライマーで

セメント 

インテリアに適用され,

外部はCMU壁面 

Tuff Stuff® 

タフスタッフ 

Rhino Linings 

2成分,100％固体

（VOC,溶媒なし）の

エラストマー 

CMU壁面の外装および

内装に½インチ,¼インチ

厚層で適用 

 

Tuff Stuff塗布（ポリウレア）作業 

 
 

 

 

 

 

 

 

4-2爆発緩和試験内容の説明 

ポリウレア塗布壁  

(東) 

比較対照壁  

(西) 

図－10 プライマー塗布とポリウレア吹付作業 



 

テスト6のための爆発規模は,東側壁,西側壁ともに220

ポンド（100kg）のTNTであった。TNT 爆弾の設置を図

11に示す。壁とTNT の距離は 33フィート（10m）。この

テストプログラムである 33 フィートで 220 ポンドの

TNT による爆破テストは多くの軍隊のデザインマニュ

アルと一致している。また,この規定は典型的なテロリス

ト自動車爆弾のサイズであるので,その結果としてこの

距離とTNT爆弾の規格が選ばれた。 

(a) Placement of flake TNT explosive。 

 

(b) Five-pound C-4 booster charge atop flake TNT。 

Figure 2-9。 Test 6 explosive charge。 

 

図－11 TNT爆弾の設置 

4-3爆発緩和試験アクティブセンサーの説明 

テスト6では,計11チャネルのアクティブな計装機器が

使用された。反射圧力センサーは,センサーの間に固定さ

れた長方形の鋼柱に設置。3 つの入射圧力センサーが北,

西,東に配置。中心からチャージセンサーまでの距離は水

平距離で 3 3フィート。3フィートの高さ（チャージセン

ターの高さに等しい）。2つの変位計は改修された壁の中

央にある反応構造の内側に設置した。最後に改装された

壁のすぐ後ろの部屋に入射圧力計を設置。内部の環境を

定量化するために床の中心に設置された。アクティブセ

ンサーの説明を図 12に示す。 

 

(a) Displacement gages (behind retrofitted wall) 

 

(b) Internal pressure sensor。 

 

図－12 アクティブセンサーの説明 

4-4爆発緩和試験高速デジタルカメラの設置 

テスト 6のために合計 4つの高速なデジタルカメラを設

置し,2 つのカメラで全体のテストベッドが記録され,3 つ

目のカメラが内部の状況を記録した。 

最後のカメラはポリウレア塗布のテスト壁のすぐ後ろに

置かれた 

図 13は高速な外部の全体の反応を記録した写真である。 



 

(a) Test bed camera, view 1。 

 

(b) Test bed camera, view 2。 

Figure 3-3。 External high-speed cameras, Test 6。 

 

図－13 TNT爆弾爆発写真 

 

4-5 爆発緩和試験結果 

テスト 6は 2005年 2月 2日 12時 30分に実施。図 14は,

事前テストと事後テストを示す。ポリウレア塗布の改装

された壁（左）と無制御壁（右）の写真。ポリウレア塗

布の改装された壁の破壊はなかった。破片が構造体に侵

入するのを阻止している。塗布されたポリウレアの外面

には目に見える損傷は確認できなかったが,壁が内外に

曲がっていた。構造体の壁自体の内部部分（CMU）の壁

には外側に残留たわみが見られた。 

無制御壁（右）は完全に崩壊し,明らかに室内の居住者を

保護することはできない。爆発により直径約 120インチ

のクレーターが生成され,図4-1および4-2に示すように,

最大深さ 26インチのクレーターが発生。図 4-3に拡大図

を示す。 

テスト後の両方の壁の外観。図 14 は,これらの 2 つの追

加ビューを示す。 

 

 

 

 

Figure4-2。 View showing proximity of blast, Test 6。 

 

 
 

 

図－14 TNT爆弾爆発試験後の試験体写真 

 

 

 

 

 



 

4-6爆発緩和試験計測結果 

テスト6でフィールドされた11チャンネルすべてが正常

に記録された。表 2にピークを示す。すべてのゲージの

圧力と衝撃の値、詳細については,図 15を参照。 

表－２ 圧力計のテスト結果 

 

 

 

図－15 TNT爆弾爆発試験後の数値 

4-7爆発緩和試験の結論 

Rhino Liningsによって設計および設置されたスプレー塗

布したポリウレアのレトロフィット（既存のものを改良

することによって存続させること）は,壁の破片が North 

MOUT 反応構造に侵入するのを防ぐことに成功した。 

ポリウレア塗布の壁は,一度に約 12 インチの最大内向き

にたわみを確認。 

110 ミリ秒 高速ビデオの調査により,壁がほぼ均一な曲

げを示していることがわかった。 

壁の内部では,破壊や壁の表面にいくつかの亀裂が発生

したが,図 16 に示すように，破片が壁内部のテスト構造

に入るほどの破損はなかった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rhino Liningsは,1/2インチの厚さあたり 12ドル/ SFの設

置コストと厚さ¼インチあたり 9ドル / SF,素材の状態に

応じて 2-3 ドル / SF の変動材料を適用し,これにより,お

およその設置コストの費用が計算できる。今回,テスト 6

の改造に 1350〜2400ドルの費用となった。 

Rhino Linings の防爆試験の結果,商業施設や政府機関が

テロリスト攻撃に対処するために,莫大なコストを投じ

ているテロ対策のために,ポリウレアによる低コストで

高パフォーマンスな提案を行うことを証明するには十分

満足できる試験結果であった。 

 同様に日本における南海トラフ地震などの災害対策の

為にコンクリート構造物や木造住宅の耐震性を高めるた

めの実証試験に関しても,東京理科大学・高橋治研究室と

関東学院大学・渡部洋研究室のポリウレアとアラミド繊

維による耐震試験により実証されたと考えられる。 
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図－16 TNT爆弾爆発試験後の壁内部 


