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既設構造物で も現行の耐震基準 を満 足する必要があるが, 地下構 造物の壁 はせん断耐力が不 足 している

場合が多い, 耐震補強方法 として様 々な手法が挙げ られ るが, 地下構造物では建物や橋 脚 と異 な り, 施工

性や経済性 の観点か ら, 耐震補強工事 がなかなか進 まないのが現状 である. そ こで 「鉄筋差込」 による簡

易なせ ん断補強方法 を提案す る. この方法は壁の厚 さ方向に ドリル で削孔 し異形鉄筋を挿 入して定着 させ, 

スターラップの事前配置 と同様の耐荷機構 を得るこ とを目的としている, この有効性を検証す るため, 静

的単調載荷試験 と静的正負交番載荷試験を実施 した ところ, スター ラップ と比較 して8割 以上のせ ん断補

強効果が得 られた. この方法 を実開削 トンネル擁壁部に適 用 した事例 と問題点について述べ る, 
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1. は じめに

兵庫県南部地震以降の設計地震動と耐震性能の見

直しにより, 既設の地中構造物にっいても現行の耐

震基準を満足する必要がある. ところが, 多くの鉄

筋コンクリー ト製の地中構造物はせん断補強筋量が

不十分で, L2設 計地震動に対 してせん断耐力が不

足し, 所定の耐震性能を満たすことが難 しいと指摘

されている. この指摘を受けて, 東京港の開削 トン

ネル擁壁部の横断面を対象 として, せん断補強の必

要性の有無を調べるため動的応答解析を行った. 構

造物をフレーム構造にモデル化 し, その周辺地盤と
一体にした二次元の計算モデルを作成 し, L2設 計

地震動を基盤入力 させた. また, 表層地盤 と構成材

料の材料非線形性を考慮 した. 計算結果からモデル

各部の地震時挙動を求め, 耐力の照査 ・破壊モー ド

の算出を行いせん断破壊が起きる危険性を指摘した. 

耐震補強方法1)と して, 連続壁構造であることか

ら鋼板や繊維シー トなどを巻き付けるせん断補強工

法は適 さないし、車両通行の観点より内空断面を確

保する必要があることからコンクリー トの増打ちも

適さない. また, (施工上の制約や工費の問題から, 

壁本体へのPCの 導入や周辺地盤の改良といった補

強方法も適 さない. そこで本研究では, 連続壁構造

の耐震補強方法として,「 鉄筋差込」によるせん断

補強方法を提案する. この方法は, 擁壁の厚 さ方向

に水平に削孔し, 異形鉄筋を挿入 して定着させるこ

と(以 下, 鉄筋差込とする)に より, スターラップ

の事前配置と同程度のせん断補強効果が得られるこ

とを期待 している. 従来せん断補強筋は圧縮鉄筋と

引張鉄筋の両者に引っかけるなど, 十分定着を行 う

ことによりせん断耐荷機構が発揮できることを前提

としてきた. 今回の方法は鉄筋を挿入するだけであ

り, このせん断耐荷機構が十分発揮できないと考え

る. しかし, せん断耐荷力がせん断補強筋が配置さ

れていない場合より増加すると考え, この補強効果

を確認するため, せん断破壊を想定したはりモデル

を用いた静的単調載荷試験を行った. 

さらに, 隅角部をもつ試験体で地震時の交番載荷状

況を再現した静的正負交番載荷試験を実施し補強効

果の確認を行った. 
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2. 非線形動的応答解析

既設の地中構造物がL2設計地震動に対 してせん断

破壊する可能性を予測するため, 実在の構造物を対

象にした材料非線形を考慮した動的応答解析を行う. 

(D構 造物のモデル化

検討対象とした構造物2),3)は, 東京港に1980年に

竣工した鉄筋 コンクリー ト製の開削 トンネル擁壁部

である. 検討は トンネル軸直角方向の横断面とする. 

使用材料は普通コンクリー トでコンクリー トの圧縮

強度が21N/mm2で あ り, 主鉄筋はSD295のD29で, 

擁壁の内側が単鉄筋, 外側が複鉄筋となっている, 

また, せん断補強筋は, 当時の耐震設計では必要が

無 く, 配置されていない. 

図-1に開削 トンネル擁壁部の構造一般図を示す. 

側壁の高さは最深部において8mで あり, その厚さ

は最大0.933mで1:0.1の 勾配で壁厚が上方に向かっ

て減少する. 

擁壁横断面を図一2のように非線形2次元は り要素

でフレーム構造にモデル化する. 幅20m, 高さ8mの

RC構 造とし, 側壁の断面稽は勾配に合わせて(1)～

(4)の4段階とする. 材料非線形性は, 図一3に示す側

壁下部のM-φ 関係で与え, 復元力特性を曲げに関し

て トリリニアの武田モデル, せん断に関して線形弾

性とし, せん断剛性は曲げ剛性の低下を受けて変化

させた. 

(2)周 辺地盤のモデル化

周辺地盤は粘土層と埋め立てた砂質土の軟弱地盤

である. 図一4に示すように表層地盤の地質条件に合

わせて地盤定数の特性を9種類に区分 し, 平面ひず

み要素でモデル化する。側方境界の位置はU型 擁壁

幅20mの 約5倍 とし, 表層地盤の左右120mで 境界条

件は水平ローラーとする. 地震波の入力位置は、せ

ん断波速度300m/s以 上であるGL-46mの 工学的基盤

面とする. 周辺地盤の材料非線形性については, 地

層ごとに土の動的変形試験の結果のより, 基準剛性

比(G/Go)～せん断ひずみ(γ), 減衰定数(h)～せん断ひ

図-1開 削 トンネル擁 壁部 の構造一般図

図-2擁 壁のモデル化

図-3側 壁 下部 の曲げギこメシ ト曲率(M-0)

図-4周 辺地盤の地質条イ年
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ずみ(γ)の関係 を図-5に 示す ように設定し, 修正

Ramberg-Osgood曲 線により復元力特性を考慮する. 

表層地盤を分割 した平面ひずみ要素の物性値を

表-1に示す. そして図一6に示すような解析モデルを

作成する. なお, 砂質地盤の液状化や粘性土層の圧

密沈下は今回考慮 しない. 構造物と周辺地盤の接触

面には剥離 乳すべ りを表現できる二次元ジョイン ト

要素を用いる. 引張力に対 しては接触せず, 圧縮力

は剛ばねとして伝達し, せん断力はバイリニア型と

して最大摩擦力を考慮する.

(3)入 力地震動

L2設 計地震動 として, 東京港の耐震検討委員会

により検討した結果2)3),「 関東地震の再来を想定

した入力地震動」として以下の地震波形を設定した. 

・断層モデル=東 京港臨海道路における耐震設計の

見直しで用いられた松浦他による断層モデル
・基盤最大加速度振幅: A=474Gal(2E表 示)

・工学基盤面での地震波の伝播速度: c=1000m/s. 

・加速度波形:八 戸基盤入射波形(S-252NSBase)

この人戸波を, 時間間隔0.01sec, 2000ステップを

解析モデルの基盤面に水平入射させた止なお, 建設

当時の設計入力地震動は, 同じ波形で最大基盤 加速

度振幅は100Galであった. 

(4)解析結果

解析には有限要素法汎用プログラムのIII)APIHを

用いた. なお, TDAPIIIで は, Newmark-β法(β=1小4)

により直接数値積分を行った. 

a)固有値解析

表層地盤の1次 固有振動数は1.22Hz, 2次 固有振

動数は1-86H乞で, この振動数をもとにSHAKEに よ

る表層地盤の平均的な減衰率10%を 与え, レー リー

減衰の値(α, β)を設定 した.

b)自重解析

側壁 と底版は静水圧, 静止土圧等による初期荷重

を受けるため, 自重解析を行い時刻歴応答解析で計

算される曲げモーメントとせん断力の初期値とした, 

c)表層地盤の応答変位と応答加速度

地震応答計算で得られた表層地盤の応答変位と応

答加速度の最大値が計算されたときの表層地盤内の

分布を図-7及 び図-8に それぞれ示す. 表層地盤に

おいて水平方向の相対応答変位の最大値は, 地表面

で15-8cmで あった. また, 地表面における最大加

速度振幅値は506Ga1と なった. 

表-1平 面ひずみ要素の物性値

-○-A.砂 質 土N=3-○B砂 質土N=15
-△-C粘 性 土N=2-*D粘 性 土N=3

-●-E粘 性 土N=10

図-5土 の動的変形特性

図-6解 析モデル

図-7表 層地盤 の応答変位

図-8表 層地盤 の応答加速度
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d)周辺地盤の非線形履歴特性

構造物より30m, 深度10mの 位置での砂質地盤

のせん断応力一せん断ひずみの関係を図-9に 示す. 

埋め立てた砂質土では非線形性が顕著に現れている. 

e)構造物の断面力の最大応答

U型 擁壁のせん断力, 曲げモーメントの最大応答

値を図一10及び図-11に 示す. 側壁の断面力はその

下部で最も大きくなり, 擁壁下部において406kNZm

の最大せん断力, 746kN・m/mの 最大曲げモーメン

トが計算され, 壁上方に向かって値が減少した. 

f)時刻歴応答解析結果

断面力が最大となる側壁下部の時刻歴応答解析結

果を, 図-12及 び図-3に 示す. ただし, 側壁下部

の隅角部においては, 下床版 との剛域を考慮 して, 

下床版より側壁断面の半分の高さ(0.5m)ず らした

位置で断面力を算出した. 本計算においては, 初期

図-9表 層地盤 の非線形履歴 曲線

図-10せ ん断力の最大応答

非隷形2次元はり憂素
最大値

せん断力 構造スケール
応谷但スケール

図-11曲 げモーメン トの最大応答

非続形2次元はり憂素
救大健

曲げモーメント 携董スケール

応谷値スケール

図-12(1)側 壁左側下部要素でのせん断力の時刻歴

図-12(2)側 壁右側下部要素でのせん断力の時刻歴

図-13(1)側 壁左側 下部要素中央 での 曲げモーメントの時刻歴

図-13(2)側 壁右側下部要素中央での曲げモーメントの時刻歴

図-14側 壁右側下部要素中央でのM-φ 履歴 曲線

40



応力状態として常時応力状態を設定 しているので, 

波形の初期値が原点よりシフトしている. 曲げモー

メン トに関してはひび割れ領域に達しているが, 終

局曲げ耐力を十分下回っている. 一方, せん断に関

してはせん断耐力に達 し, U型 擁壁は時刻約6. 2秒

で, 側壁下部において土圧と地震による慣性力を受

け, せん断破壊する計算結果 となった. 

g)構 造物の非線形履歴曲線

図-14に 示すは り要素の曲げモーメン トと曲率の

関係(M-φ)は, 時刻歴解析と同じ位置でのM-φ を

計算したものである. はりのコンクリー トにはひび

割れが発生するが鋼材の降伏モーメン トには達して

いなかった. 

(5)断面照査

動的応答計算結果より擁壁部の断面照査を行 う. 

建設時は許容応力度法で設計が行われていたが, 本

検討では, はりの耐荷力を1996年 度版のコンクリ
ー ト標準示方書5)に 準じて検討を行った. 断面照査

は, 時刻歴応答解析によって得 られるせん断力の最

大応答値と, その断面の耐力を算定式より算出し, 

それ らを比較して判定する. なお, 耐力の算定は, 

せん断力に関してはコンクリー ト標準示方書の棒部

材のせん断耐力6)か ら, 曲げモーメントに関しては

道路橋示方書の曲げ耐力 のから算定する. 断面照査

は, 以下の耐力の算定式を用いて算出した. 

a)せん断耐力の算定

V=Vd+Vd (1a)

ここに, Vcd: せん断補強鋼材を用いない棒部材

の設計せん断耐力で式(1b)に, Ksd: せん断補強鋼材

により受け持たれる設計せん断力で, 式(1c)による. 

d-Idp/nJvcdUwdub (1b)

Jcd=0.20/fIcd[N/mini 

Qd=Jid[d:m](gyp=3100p

βn=
1+M0/Md (N'd≧0の 場 合)

1+2M0/Md (N'd<0の 場 合)

N'd: 設計軸方向圧縮力

Md: 設計曲げモーメン ト 噛

Md: 設計曲げモーメントMdに 対する引張縁にお

いて, 軸方向力によって発生する応力を打ち

消すのに必要な曲げモーメン ト

bw: 腹部の幅[mm], d: 有効高さ[mm]

pw=As/(bw・d), As: 引張側鋼材の断面稽[mm2]

f'cd: コンク リー トの設 計圧 糊 鍍[N/mm2]

γb: 部材 係数1.3

Vd=[AWf(sinaJ+cosas)Isiz/yb (1c)

Aw: 区間ssにおけるせん断補強鉄筋の総断面積

fyd: せん断補強錨 の設計降伏強度[N/mm2]

αs: せん断補強鉄筋が部材軸となす角度[90]

ss: せん断補強鉄筋の酉己置問隔[mm]

Z: 圧縮応力の合力の作用位置から引張鋼材図心ま

での距離[mm](z=d/1.15)

Zb: 部材係数1.15

b)曲 げ耐力の算定

(1d)

ここに, Mu:最 大抵抗曲げモーメン ト[N・mm]

As: 軸 方向引張鉄筋の全断面積[mm2]

σsy: 轍 向引張錦 の降伏点[N/mm2]

4: 部材断面の有効高[mm]

σck: コンクリー トの設計基甥 鍍[N/mm2]

b: 部材断面幅[mm]

表-2の断面照査結果に示すように, 擁壁部の大部

分の個所でせん断破壊先行型の破壊モードとなって

いる. また, 側壁下部においてはせん断力がせん断

耐力を上回り, 想定されるL2設計地震動でせん断破

壊することが示されている. 

以上の非線形動的解析の結果, 対象とした開削ト

ンネル擁壁部はL2設 計地震動に対してせん断耐力

の不足する個所があり, せん断破壊の危険性がある

ためせん断補強が必要との結論に至った.

表-2断 面照査結果(側 壁左側)
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3. 静的単調載荷試験

静的単調載荷試験に用いる試験体の断面形状は幅

300mm, 高さ460mm, 長さ2400mmで あり, 破壊形

式に対する影響が大きい8)とされるせん断スパン比

を, 予備試験の結果9)よりa/d=2.25に設定した. 載荷

には, 2点支持2点載荷の試験装置を用いて静的単調

載荷試験を行った. なお, 載荷は荷重制御で行った

(1)試験体モデル

載荷試験に用いた16体のモデルの諸元を表-3に示

す. 施工方法, 鉄筋間隔などのパラメーターを以下

のように設定し, せん断補強効果を比較 した. 

図一15に試験体モデル とせん断補強の配置の一例

をcase6(後施工樹脂系補強, D10, 間隔200mm)で 示

す. 図-16に示すモデルの横断面図では, パラメー

ターの違いによるせん断補強鉄筋の状況を示す. 

(1)スターラップにより前施工した場合と, 鉄筋差込

により後施工した場合の補強効果に及ぼす影響

(2)充填材(樹 脂型, モルタル型)に よる影響

(3)せん断補強ピッチ(L=175, 200, 300mm)に よる影響

(4)せん断補強筋と引張側主鉄筋の鉄筋径による影響

(5)せん断鉄筋埋込の補強筋の埋込長による影響

以上を踏まえて, 各試験ケースについて説明する. 

case1は せん断補強筋を施していない試験体である, 

case2～4は せん断補強を175mm間 隔で施したうち, 

順にスターラップで前施工した試験体, 柑脂型の後

施工を施した試験体, モルタル型の後施工を施した

試験体である. case5～7は 同様にせ ん断補強を

200mm間 隔で行った試験体, case8～10は 同様にせ

ん断補強を300mm間 隔で行った識 体である. 

case11, 12は せん断補強筋の鉄筋径をD13と した試

験体で, せん断補強間隔を300mmと し, 主鉄筋は

D29を 用いている, 以上のケースでは鉄筋の端部に

ナットと定着板を取り付けた. case13～16は せん断

補強鉄筋の埋込長の影響を比較するため, スターラ

ップを用いた前施工と, モルタル型の後施工のうち, 

引張側の主鉄筋の奥まで挿入 したものα=420mm), 

主鉄筋の位置までのものα=390mm), 主鉄筋の位置

から50mm手 前のものα=340mm)の3通 りに変化さ

せた試験体を用いた. case13～16で はナットと定着

板を取り付けてない. 

(2)材料特性

本検討では, 同じせん断筋間隔ではなるべく同一

のコンクリー ト条件で載荷試験を行った. 表-3に コ

ンクリート及び鉄筋の材料特性試験結果を示す. 

表-3試 験 ケース

※()内 は降伏強度

図-15試 験体モデル とせん断補強筋の配置(case6)

図-16試 験体の断面図

(a)補 強 なし

(case1)

(b)前 施 工 補 強

(case2. 5. 8. 11. 13)

(c)後(施 工 補 強

(case他)

(d)埋 込 長420mm

(case14)

(e)埋 込 長390mm

(casel5)

(雌 込 長340mm

(casel6)
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(3)せ ん断補強方法

せん断補強としては, 試験体を製作する前施工段

階でスターラップを用いた通常のせん断補強方法と, 

本検討のように試験体の完成後に追加 してせん断補

強を施す鉄筋差込による後施工の補強方法の比較を

行った. この後施工補強方法では以下の2種類の方

法で補強を施した. なお, 試験体の載荷面側から削

孔し, 鉄筋を挿入 し, 鉄筋の上部をね じ加工 し, プ

レー トを挟んだ後ナットで定着させた.

(1)樹脂型: 鉄筋はそのまま挿入 し, 樹脂型の定着材

をインジェクションガンで注入した. 

(2)モルタル型: モルタル型の定着材を用いて鉄筋の

端部を450にカットし回転打撃を加えて挿入した. 

(4)計測結果

各試験ケースの荷重一変位曲線を, 図-17～ 図一21

に示す. なお, 変位は試験体の中央下側の主鉄筋の

位置でのコンクリー ト変位計の計測値とした. 

図一17～図一19の荷重-変 位曲線は, 補強間隔を

175, 200, 300mmご とで, 補強を施していない轍

体, 前施工で補強を行った試験体, 後施工で補強を

行った試験体にっいて比較した. せん断補強を施し

ていない試験体と比較 して補強効果が認められた. 

また, 前施工と後施工でも顕著な差が表れなかった. 

図一20の 荷重-変 位曲線は, 補強鉄筋に鉄筋径

D13を 用い補強間隔300mmで 比較 した場合である. 

後施工で補強を行った試験体はD10で 補強を施した

場合と同様であったが, 前施工で補強を行った試験

体は大幅に耐力が上がった. 

図-21の 荷重一変位曲線は, 無補強の試験体と, 

埋込長を引張側の主鉄筋の奥まで挿入α=420mm), 

主鉄筋の位置までα=390mm), 主鉄筋の位置から

50mm手 前α=340mm)の3通 りに変化 させ, モルタ

ル系で後施工した試験体での比較である. ここでは

埋込長が短くても耐荷力が低減 しない結果 となった. 

ただし, この原因については今回考察ができなかっ

たが, せん断補強筋の付着力が強く, コンクリー ト

の圧壊が先行したため埋込長の影響がでなかったと

推定している・

図-17荷 重-変 位曲線(補 強間隔175mm)

図-18荷 重-変 位 曲線(補 強間隔200mm)

図-19荷 重-変 位 曲線(補 強間隔300mm)

図-20荷 重-変 位曲線(D13, 補強間隔300mm)

図-21荷 重 一変位曲線(埋 込長 の比較)
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(5)充填材の材料強度

終局耐力に影響のある要素として, 後施工せん断

補強用定着材の強度がある. これにっいては, 実験

日に行ったテス トピース圧縮強度試験結果を(図 一

22)に 示す. 養生方法を屋内とした場合, 屋外とし

た場合ともに5日強度は, 70N/mm2以 上の材料撒

結果がでてい る. コンク リー トの設計基準強度

21N/mm2で あるので, 充填が確実に行われていれば

試験体の強度低下の原因にならないと考えられる. 

(6)せん断耐力の算出

はりモデルのせん断耐力評価にあたり, せん断耐

力の算定式には, ACI基 準10), コンクリー ト標準示

方書6), 道路橋示方書 の, 岡村式11)及び二羽式12)等

が挙げられる. 本検討では, 比較検討した結果, 終

局せん断耐力としてせん断スパン比の項を含む岡村

式が良く一致していたので, 対象構造物の断面照査

時とは異なり, この式を試験体のせん断耐力の検討

に用いた. この設計耐力の計算結果を表一4に 示す. 

V=Vc+Vw (2a)

V=O.2Of11/3O.75+i+flp+1d (2b)

V=AW f(sina+cosa)z/s (2c)

fc: コンクリー トの圧縮強度[N/mm2]

βp=100pw-1た だし, P=4/(bwd)

βd=1/d[d:m]

As: 軸方向鉄筋の断面稽[mm2]

bw: 腹部の幅[膨川, d:有 効高さ[mm]

Aw: 1組 のせん断補強鉄筋の断面力[mm2]

fw: せん断補強鉄筋の降伏点[N/mm2]

s: せん断補強鉄筋の間隔[mm2]

Z: 応力中心間の距離[mm2]

α:せ ん断補強鉄筋と部材軸のなす角度[0]

(7)試 験結果

表-4に 設計耐力 と実測値 との割合, ならびに前

施工試験体の最大荷重と後施工試験体の最大荷重と

の割合を示す. せん断補強筋にD10を 使用した試験

体(case1か らcase10)に関して, 設計耐力に対する実

測値との割合は最低でも89.3%(case10)で あった. 

また, 前施工試験体の最大荷重に対して後施工試験

体の最大荷重は最低で85.1%(case3)で あった. 

せん断補強筋にD13を 使用した試験体に関して, 

設計耐力に対する実測値との割合は, 前施工の場合

で123.4%(case11), 後施 工の場 合 で81.9%

(case12)で あった. 前施工試験体の最大荷重が極

端に上がってしまったため, 前施工試験体の最大荷

重に対する後施工試験体の最大荷重の割合が66.4%

となった. 以上より, せん断破壊が予想 される構造

物における後施工でせん断補強を行ってもせん断耐

力の増加にかなり効果があることが判明した. 

case13～case16は, 実構造物にこのせん断補強方

法を適用させた場合を想定 し, 鉄筋長さを変えると

ともに作業のし易さから鉄筋端部のナットをとって

いる. 最低でも82.8%(case14; 後施 工; 定着長

420mm)で あったことから, 本試験における条件下

においても大きく耐力低下を起こさないことが確認

された. case13以 降の着眼点はせん断補強筋定着ナ

ットの有無と埋込長である. 定着ナットの有無に関

して試験体破壊後のせん断補強筋挿入側の状況を見

ると, 定着ナットがある場合には定着ナット付近で

鉄筋が反れるように変形したのに対し, 定着ナット

がない場合は最終的に補強筋が試験体に食い込んで

しまった. しかしながら, 終局耐力が極端に低下す

図-22モ ルタル型定着材 の圧縮試験結果

表-4設 計耐力 と実測値比較. 
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ることはなかったので, 定着ナットの有無は特に強

度的に問題ないと思われる. また, 埋込長に関して

は埋込長が長いほど終局耐力が高いと考えていたが, 

実際には埋込長が短いほど耐力が上回る結果 となっ

た. この定着長L=420mmの モデルレの耐力減少の原
う

因として, このモデルは, 後施工せん断補強筋を挿

入するための削孔を行った際, ドリルに硬いものが

接触した. 結局位置をずらさずに削孔してせん断補

強を行ったが, もしドリルに当たったものが引張主

鉄筋だとすれば断面欠損させてしまっている可能性

もある. 主筋に当たってしまった場合はむしろ必要

挿入長を満足 しない段階で削孔を止め, せん断補強

を行った方が良いと言える. 

4. 静的正負交番載荷試験

静騨 調載荷試験により, 鉄筋差込によるせん断E

補強方法は, せん断破壊するはりモデルに対 して, 

前補強のスターラップとほぼ同程度まで耐力が;期待

できることが示された. 耐震補強では, 地震による

影響を判断するために, 交番載荷試験を行 う必要が

ある. 

静的正負交番載荷試験を行 う目的と, して3点 挙げ

られる. (1)正負両側に繰 り返し荷重を加えることで, 

地震による低サイクル疲労の現象や, 鋼材のバウジ

ンガー効果による繰り返 し剛性の低下が分かる. (2)

対象 とした開削 トンネルの隅角部と同様の配筋状況

を再現できる. (3)隅角部を剛域に設定することで, 

より実構造物の挙動を再現することができる. 

本試験は, 現在までに行ってきた後(施工補強効果

確認試験を, 隅角部を持つモデルに拡張し, その性

能を確認することである. 特に今回は前施工補強 と

後施工補強との耐力比較, ならびに後施工せん断補

強鉄筋の埋込長の違いによる耐力比較を行った. 

(1)せ ん断補強方法

静的単調載荷試験と同様にして, スターラップに

より前施工補強を行った試験体と, 後施工補強方法

として定着材のうちモルタル系(KFC)を 使用して

補強を行った試験体で比較を行った. 削孔は実施工

を考慮し隅角部内側か らとした. 削孔部に端部を

45。カットした直鉄筋をドリルを使用して挿入 し, 

定着ナットを用いずそのまま孔内に鉄筋を放置 した. 

鉄筋の挿入位置は, 主鉄筋の位置まで(L=420mm)

と, 主辮 の手前までα=380mm)の2繍 とした. 

(2)試 験体モデル

この交番載荷試験のパラメーターは以下とする. 

(1)前施工補強と後施工補強による補強効果の比較

(2)せん断補強筋の埋込長の影響

以上から, 静的正負交番載荷試験の試験ケースを

表5に 示す3種 類とした. また, コンクリートの圧

縮強度, 主鉄筋及びせん断補強鉄筋の引張強度を材

料特性試験の結果より併せて示す. 

壁部材には, 静的単調載荷試験で用いたa/d=225, 

断面形状が幅300mm, 高さ460mmの はり隷 体を

用い, 主鉄筋はSD490D22で せん断補強鉄筋は

SD295D10, 200mm間 隔で配置 した. これに隅鱒

として断面を十分に大きくしたスラブ部材を設け, 

実構造物に合わせて主鉄筋を複鉄筋に, またD19

SD490の 斜め鉄筋を配置し, スラブ部はPCで 十分

に装置に固定することで, 剛域に設定 し, 隅角部を

もっ試験体モデルとした. これに, 図一23に示す載

荷装置を用いて静的正負交番載荷試験を行った. 

図一23正 負交番載荷試験状況

表-5試 験ケー スー覧

※()内 は降伏強度
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壁部材には定着長を考慮して, 複鉄筋をスラブ部

より300mmま で配置 している. そのため, 正側 と

負側で引張鉄筋の鉄筋量が違い耐力は異なっている. 

表一6に壁(試 験体は柱)部 材でのせん断耐力及び

曲げ耐力を載荷荷重換算で示す. 

荷重載荷は図一24に示すように, ひび割れの発生

まで正側に載荷 した後, 負側のひび割れ発生まで載

荷し, その後50kNづ っ荷重を正負両側に増加させ

て繰返し載荷を行った.

(3)試験結果

表一7に試験結果一覧を, 図-25に は各試験体の荷

重一水平変位曲線の比較を示す. 3つ の試験体を比

較したところ以下の状況が得られた. 

ノ う うハロ ド ソ

図-25荷 重 一水平変位曲線の比較

表-6設 計耐力一覧(荷重換算)

図-24載 荷 ステップ

表-7設 計耐力 と実測値比較
図-26ひ び割 れ写真(RCL-1: 前補 強試験体)

(1)正側最大荷重時(2)負 側荷重抜け時

図-27ひ び割 れ写真(RCL-2: 後補強試験体)

(1)負側最大荷重時(2)正 側荷重抜け時

図-28ひ び割れ写真(RCL-3:後 補強試験体)

(1)負側最大荷重時(2)正 側荷重抜け時
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(1)前(施工試験体は正載荷側において終局を迎え, 

後施工試験体は二体とも負載荷側において終局を迎

えた(図 一26～図一28参 照). 終局を迎えてか らの

耐力保持能力は前補強試験=体に比べて後補強試験体

の方が低かった. (2)設計値に対する実測値は, 前補

強試験体の場合は正側でやや小さい値で, 負側でか

なり下回った. また, 後補強試験体のうち埋込長の

短い方が弱耐力であった(表-7参 照). 本試験結

果からは最低でも静的載荷状態時設計耐力の76%

(後棚 鍬 験体L=380mm: 負載荷側)の 耐力とな

った. 

ただ破壊形式としてせん断破壊先行から曲げ破壊

先行への変更は見られない事に注意が必要である. 

5. 従来の設計式の修正方法の提案

既設構造物に対する補強工法とした場合, 既存鉄

筋間隔のばらつきや仮設材の存在等, 施工による不

具合や予期せぬ障害などが十分に考えられる. そこ

で, 鉄筋差込によるせん断耐力を算定するに当り, 

安全係数の設定が重要となる. 

「各種合成構造物設計指針 ・同解説」13)によると, 

前施工アンカーの短期引張耐力を算出する場合には, 

理論値に対する引張試験結果での下限値の割合を, 

安全係数として乗じている. また, 後施工アンカー

(機械式アンカーボル ト)に 関しては, 上向きの削

孔, 足場の不安定などによる施工上の誤差要因を考

慮し, さらに0.75の 施工係数(経 験値)を 乗じて設

計を行っている例がある. 今回のせん断補強におけ

る施工上の各種要因のうち, 定量的に評価できるも

のについては事前の照査 ・検討14)を行 うことにより

施工時の許容値に反映させる必要がある.

予想 される施工上の不具合は, 補強筋の配置と充

填材の接着効果に大別される. 補強筋の配置に影響

を及ぼす要因として, 削孔角度, 補強筋のピッチ及

び補強材同士の最小間隔がある. 

削孔角度誤差についてはせん断耐力式によって照

査することができる. 削孔角度による影響はせん断

耐力の評価式によると, sinα+COSα(α: せん断

補強筋が部材軸 となす角度)で 評価されるため, 削

孔角度が危険側に12. 50傾斜 しても, 0.75の 安全係

数を乗じたものと同等の補強効果が得 られる. 

せん断補強筋のピッチについては, コンクリー ト

標準示方書6)や 道路橋示方書力によれば, せん断補

強 ピッチは部材の有効高 さの1/2以 下で, かつ

300mm以 下としている. しかし, 300mm以 下とい

う根拠は, 新設構造物を対象とした乾燥収縮等によ

るひび割れを防ぐため等である. 今回の工事は既設

構造物を対象 としており, せん断補強筋の間隔を

300mm以 下にする必要は必ず しもなく, 最小せん

断補強筋間隔を有効高さの1/2以 下となるように設

置すればよいと判断した. 

鉄筋の最小間隔は, 道路橋示方書7)に よると, 新

設構造物の場合, 設計上の鉄筋のあきは鉄筋直径の

15倍 以上あけることが必要とされている. 施工上

の観点から, 従来の後施工アンカーは, 削孔穴と削

孔穴の間隔は, コンクリー トの剥離を考慮 し, 経験

上削孔径の3倍 以上のあきを確保 して行っている. 

今回のせん断補強は既設構造物への後施工であるこ

とを考慮し, 削孔径のおよそ4倍 以上と設定し削孔

を行 うことにした. また, 充填材の接着効果につい

ては, 施工時の定量的な評価は難しい. 接着強度は, 

コン ク リー トの付 着強 度以 上(付 着 強度:

2.8N/mm2)あ れば有効であるという観, 点から, 隷

施工において実測値の分析を行い, 本施工における

許容値及び試験頻度の設定をして管理した. 

以上から, 後施工せん断補強によるせん断耐力を

算出する際に, 施工上の安全係数を定めるにあたっ

て, 充填材の注入不良, 削孔角度誤差の影響等が, 

施工上の誤差要因として0.75の 施工係数で考慮でき

ると考えた. 

後施工せん断補強せん断耐力を算定する上では, 

試験結果及び施工上のマイナス要因を加味し, 静的

載荷試験による(後 施工せん断耐力/前 施工せん断

耐力)の 下限値0.8に 施工のマイナス要因を考慮し

た0.75の 安全率を乗じた値 として, 0.6の安全係数

を用いるものとした. 以上から, 鉄筋差込によるせ

ん断補強を行った場合の設計せん断耐力の算定は式

(1a)をもとに以下の式を提案する. 

V=0.6x[Vd+Vd] (3a)

0.6: 安全率(載 荷試験による下限値0.8に 施工上の

マイナス要因を考慮 した0.75の 安全率を乗 じた

化直)(0.8×0.75=0.6)

Vcd: せん断補強筋を用いない棒部材の設計せん断耐力

Ksd: せん断補強材により受けもたれる設計せん断耐力

6. 実施工への適用と問題点

本工法を適用した構造物は, 1980年 に開通してか

ら20年 以上経過した東京港の沈埋 トンネルの陸上

区間である. 開削工法で施工された擁壁部 と陸上 ト
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ンネル部において実際に適用され2001年 度に施工

されている. 補強区間の全長は約515mで 下床版表

面からおおよそL3～25mの 範囲に長さ69～123c1n

の鉄筋を30～60cm間 隔に14822本 を壁内に挿入 し

た, この工事は, 東京都港湾局が東京港第二航路海

底 トンネル改良工事に合わせて実施したものである. 

図-29に 工事対象箇所を表した縦断図を示す. 

(1)施 工機械の選定15)

施工機械は, 削孔長 ・削孔径 ・削孔精度を勘案 し, 

実証試験を経て削孔機(レ ッグドリル)を 選定した. 

使用するドリル(ロ ッド)は, 1.3～1.5mの 削孔に

対応 した φ26mmと し, ピット径は鉄筋挿入を考慮

して, 挿入する錨 径より5～8mm大 きいものを選

定した. 削岩機による削孔は, ドリル回転の影響で

削孔径が ドリル径よりも大きくなってしまうことが

考えられた, その場合, アンカー筋径と削孔径の差

が大きくなり, 引張耐力が小 さくなる傾向がある. 

室内試験結果では, 呼び径 φ26mmの ドリルに対 し

て削孔径は平均29.4mmと なった. 引張試験の結果, 

引張耐力の低減はほとんどみられないことを確認 し

ている. 施工時には, 削孔角度がせん断耐力に大き

く影響を与えることから, 2方 向より定規を添えて

初期削孔を行い, 途中2～3回 確認することで削孔

角度誤差2以 内を確保 した止図一30は, 擁壁壁面を

ドリルで人力により削孔する状況である. 

(2)既設鉄筋等障害物の回避

コンクリー ト内部探査機による調査では, 主筋以

外にも配力筋, 段取筋, セパレーター, 金属スペー

サー, 埋設電線管などに反応し正確な位置を把握す

るには至らなかった. このために, 内部探査結果を

参考に鉄筋配列の傾向を付近の削孔状態から読み取

り, パターン化 して反映させる手法を取 り入れて削

孔を行った. 今回適用 した施工条件を表-8に 示す.

表-8施 工条件

図-29海 底 トンネルの耐震補 強工事位置

図-30ド リルによる削孔

図-31モ ルタル カプセル の挿入

図-32せ ん断補 強鉄筋の配置
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(3)鉄筋差込によるせん断補強

鉄筋差込に用いる異形鉄筋は, 擁壁部でD16～

D32の 範囲を使用した. 図一31に示す ように, 削孔

後に孔内に定着材 としてモルタルカプセルをセット

した, 適正な清掃工具を用い, 孔内の切粉をきれい

に取 り除いた後, 図一32に示すように, 鉄筋を挿入

して穿孔深さを確認する. 鉄筋は千鳥格子で配置し

した. 図-33に 示すように鉄筋を打設機械にセ ット

し, 回転打撃により孔底まで埋め込んだ. 削孔位置

によっては作業車を用いて作業を行った. 図-34は

補強工事を完了した後の状況である. ルタルを充

填し表面をきれいに研磨した. 静的載荷試験で使用

したナット, 定着板は施工の煩雑さを避ける観点で

使用しなかった. 

(4)施 工上の問題点

実施工上, 壁面に削孔する際にドリルを用いて削

孔しているが, 本検討個所ではスターラップと同様

の本数を配置する必要があるため, その数量が多く

工事量が多くなる. 削孔工の振動対策や, 作業車の

ための トンネルの通行規制の問題もある. 

補強する位置に関して, 建設当時の工事図面をも

とに鉄筋の配置を予測 し削孔するが, 壁面の内側の

主鉄筋に対しては赤外線センサーにより鉄筋の位置

を確認できるのに対し, 壁面の奥側の主鉄筋に対 し

ては使用できず, 工事図面とのずれも大きく, 複鉄

筋として配置された奥側の主鉄筋の位置を予測する

ことは現在非常に難 しい. また削孔作業中に鉄筋の

ような硬いものに当たったという報告は全体の90%

にも及んでいる. 

障害物に当たった場合の対処法としては, 地山側

(背面側)主 筋に当たった場合削孔を中止し, その

長さで鉄筋を挿入 してせん断補強とした. それ以外

の場合は, 削孔位置を変更し再度削孔を行 うことと

した. せん断補強鉄筋の定着長が短 くなれば終局耐

力が低下すると考えられたため, 定着長が設計長よ

り短い試験体の室内せん断試験も並行して実施する

ことで, 設計の定着長を確保 した室内せん断耐力に

対して, 80%以上の補強効果があるとい う結果を得

ていた. このことより, 無理な削孔による主鉄筋の

断面欠損が耐力低下を誘発するのであれば, むしろ

設計定着長を満足しない段階でも削孔を止め, せん

断補強を行った方が良いと考える.

障害物などの存在で削孔が うまくいかなかった箇

所に対してはや り直しを行ったため, 図一35の よう

に多くの削孔穴が見られる箇所もあった. 実施工に

おいて, 100mm以 上肖吼 をしてか ら途中で中止し, 

削孔位置を変更した個所数の割合は, 鉄筋径により

ばらつきはあるが, 3. 5%～4%と なった.

削孔径と削孔ピッチの制約は, 削孔に大きな影響

を及ぼす, 今回の施工は, 急速施工が要求されたこ

ともあり, 設計時から補強筋の径を大きくして補強

筋間隔を広げ, 施工対象部の削孔本数を極力少なく

することを基本とした. 補強筋の径を大きくすると, 

削孔時に障害物に当たり, 再削孔や削孔不能となる

個所数を増加 させる原因となる. 今後この工法を他

の工事に適用する際には, 十分な検討を要する事項

の一つであると言える. また, 当工法では交通規制

図-33回 転打撃 による鉄筋 の挿入

図-34せ ん断補強 後の状況

図-35擁 壁壁面の削孔跡
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が困難な2車 線道路 トンネルや鉄道(地 下鉄)ト ン

ネルでは適用が大きく制限されると考える. 今後更

なる耐震補強工法の開発が望まれる. 

7. 結論

L2設 計地震動に対して地下構造物の擁壁部がせ

ん断破壊する危険性を動的応答計算より指摘 し, そ

のせん断補強方法として鉄筋差込を提案 し所定の耐

震性能を満たすことを確認するため, 静的単調載荷

試験と静的正負交番載荷試験を行った. また実施工

を通 じて施工上の問題点が明らかになった. 本検討

から得られた結論は以下の通りである. 

1)今回対象とした開削 トンネル擁壁部において, (L2

設計地震動に対 し, 曲げ耐力は十分であったが, 

せん断耐力が不足しており, 不足分はわずかでは

あるがせん断破壊すると予想 される箇所があった. 

2)せん断破壊が予想 される構造物において後施工せ

ん断補強は有効である. その補強効果は静的単調

載荷試験を行った結果, 設計せん断耐力に対して

80%以 上のせん断耐荷力が得られた. 

3)静的正負交番載荷試験の結果より, 地震による交

番荷重を受けた際も, 静的単調載荷試験と同様に

設計耐力に対してほぼ80%以 上のせん断耐力が

得 られた. ただ破壊形式としてせん断破壊先行を

曲げ破壊先行破壊への変更は出来なかった。

4)鉄筋と周辺コンクリー トとの充填材 として, 樹脂

系及びモルタル系を用いたが, せん断耐荷力に対

する影響はわずかであった. 後施工でのせん断補

強筋挿入側の鉄筋端部の定着ナットの有無は, せ

ん断耐力にほとんど影響しなかった. 

5)今回の後施工せん断補強によるせん断耐力を算定

する際には, 試験結果及び施工上のマイナス要因

を加味し, 実験の下限値0.80に 対 して, 施工のマ

イナス要因を考慮した0.75の 安全率を乗じた値と

して, 0.6の安全係数を用いるものと提案する. 

6)せん断補強筋埋込長は, 奥側の主鉄筋までが望ま

しいと考えるが, その手前であっても同程度のせ

ん断耐荷力が得 られた. 実施工で削孔する際に奥

側の既存鉄筋に当たってしまった場合は削孔を止

め, 必要挿入量が完全に得られない場合でもせん

断補強の効果はある. むしろ, 既存鉄筋を断面欠

損させることは問題であると考える. 
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EARTHQUAKE-PROOF REINFORCEMENT BY STEEL INSERTING METHOD 
 ON SHEAR FORCE FOR WALL OF EXCAVATION STRUCTURE

Kensuke YAMAMURA and Osamu KIYOMIYA

 For level 2 design earthquakes, shear properties of the reinforced concrete sidewall of the excavation 

portion in the U-type cross section of the existing tunnel is studied. The cross-sectional forces are 
calculated by dynamic response analysis considering material non-linearity. Calculation results show the 

destructive mode at side wall is shear type, and shear reinforcement is required to increase shear strength 

of the wall. 

 However, there is no appropriate counter measure about how to reinforce these structures. Therefore 

we propose the new reinforcement method by SHEAR STEEL RODS EMBEDDING. Holes are drilled at 

the sidewall, the steel rods are put in and embed with fixate. Static monotolic loading tests and reversal 

cyclic loading tests verify the efficiency of the embed steel rods for shear reinforcement. 
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