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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  既存のＲＣ構造または鉄骨構造の柱部材の外周に、超高強度繊維補強コンクリートから
なる断面が略コの字形状に形成された複数のプレキャスト型枠を前記柱部材の周方向と軸
方向に組み合わせて設置し、当該複数のプレキャスト型枠と前記柱部材間の空隙部に充填
材を充填することにより構成される柱部材において、前記柱部材の周方向に２個のプレキ
ャスト型枠が突き合わせて設置され、前記柱部材の軸方向に複数のプレキャスト型枠が積
層して設置され、前記柱部材の周方向に突き合わせて設置された各プレキャスト型枠間の
鉛直目地は前記柱部材の軸方向に千鳥配置に形成され、前記柱部材の軸方向に積層して設
置された各プレキャスト型枠間の水平目地は前記柱部材の各側面を斜め方向に形成されて
いることを特徴とする柱部材。
【請求項２】
　既存のＲＣ構造または鉄骨構造の柱部材の外周に、超高強度繊維補強コンクリートから
なる断面が略コの字形状に形成された複数のプレキャスト型枠を前記柱部材の周方向と軸
方向に組み合わせて設置し、当該複数のプレキャスト型枠と前記柱部材間の空隙部に充填
材を充填することにより構成する柱部材の耐震補強方法において、前記柱部材の周方向に
２個のプレキャスト型枠を突き合わせて設置し、前記柱部材の軸方向に複数のプレキャス
ト型枠を積層して設置し、前記柱部材の周方向に突き合わせて設置した各プレキャスト型
枠間の鉛直目地は前記柱部材の軸方向に千鳥配置に形成し、前記柱部材の軸方向に積層し
て設置した各プレキャスト型枠間の水平目地は前記柱部材の各側面を斜め方向に形成する
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ことを特徴とする柱部材の耐震補強方法。
【請求項３】
　既存のＲＣ構造の柱部材のかぶり部分のコンクリートを取り除いて当該ＲＣ柱部材の補
強筋を露出させ、当該補強筋の外周に複数のプレキャスト型枠を設置することを特徴とす
る請求項２記載の柱部材の耐震補強方法。
【請求項４】
　既存の鉄骨構造の柱部材の表面にシアコネクターを突設し、その外周に複数のプレキャ
スト型枠を設置することを特徴とする請求項２記載の柱部材の耐震補強方法。
【請求項５】
　既存のＲＣ構造または鉄骨構造の柱部材の塑性ヒンジ区間の外周に前記柱部材の周方向
に突き合わせて設置され、かつ前記柱部材の軸方向に積層して設置されるプレキャスト型
枠であって、超高強度繊維補強コンクリートからなる断面が略コの字形状に形成され、か
つ前記柱部材の周方向に突き合わせて設置されるプレキャスト型枠の突合せ部が先細りに
形成されてなることを特徴とするＵＦＣ製プレキャスト型枠。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超高強度繊維補強コンクリートからなるプレキャスト型枠(以下「ＵＦＣ製
プレキャスト型枠」という)を用いた柱部材、ＵＦＣ製プレキャスト型枠および柱部材の
耐震補強方法に関し、例えば、既存の単柱式ＲＣ構造または鉄骨構造の橋脚、または既存
のＲＣまたは鉄骨ラーメン構造の橋脚、さらにはＲＣ地下構造物の中柱の柱頭および柱脚
などの耐震補強、補修に適用される。また、プラント等の建築構造物における鉄骨構造か
らなる柱部材にも適用される。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、図１１に図示するような単柱式ＲＣ構造の橋脚では、大地震時に橋脚基部Ａに
損傷が集中し、いわゆる塑性ヒンジ区間が形成される。そして、橋脚全体の耐震性はこの
塑性ヒンジ区間に大きく依存することになる。 
【０００３】
　１９９５年の兵庫県南部地震で見られたＲＣ構造の各種橋脚の損傷原因として、橋脚基
部に形成された塑性ヒンジ区間に大きな曲げ変形が集中し、その大きさが橋脚の耐震性能
を超えるものであったことが指摘されている。
【０００４】
　このため、鉄骨構造物やＲＣ構造物の耐震性を向上させるためには、地震時に曲げ変形
が集中する柱脚部と柱頭部の耐震性を向上させることが不可欠となる。
【０００５】
　近年、ＲＣ構造物の耐震性能を高める構造形式として繊維を補強材として利用したＲＣ
構造が開発されている。例えば、特許文献１には、補強用短繊維を混入して成形されたプ
レキャストコンクリート部材と、このプレキャストコンクリート部材を型枠にして打設さ
れたコンクリートからなるコンクリート構造体が開示されている。
【０００６】
　こうした構造をさらに発展させたものである特願２００５－１８９２４７の発明は、Ｒ
Ｃ構造体の塑性ヒンジ部に対して超高強度繊維補強コンクリート（以下，ＵＦＣと称する
）からなるプレキャスト型枠を複数適用し、ＲＣ部材のかぶり部分をＵＦＣで形成するこ
とによりコアコンクリートの圧壊と主鉄筋の座屈を抑制し、高い変形性能を実現するもの
である。 
【０００７】
　一方、既存建物の耐震補強工法としてＲＣ構造の柱部材に鋼板や連続繊維シート、さら
にはコンクリート等を巻き立てる方法も知られている。
【０００８】
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【特許文献１】特開平１０－１４７９７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１に示された発明は、周方向に一体となったプレキャスト型枠からな
り、新設の柱部材のみにしかプレキャスト型枠を適用することができず、既存の柱部材の
耐震補強や補修を想定していない。
【００１０】
　当該プレキャスト型枠を適用することにより既存の柱部材の変形性能、耐震性能を向上
させることは建設時における耐震基準が低く、現在の設計基準においては耐震性能的に問
題のある橋梁、地下構造物などの耐震性能を改善させ、将来における大規模地震に対する
安全性を確保できるほか、地震時に損傷した部材の修復においても有意である。当該プレ
キャスト型枠を既存の部材の耐震補強や補修に適用する場合、以下のような課題が考えら
れる。 
【００１１】
　(1)　プレキャスト型枠を分割化する必要がある。
　(2)　既存の柱部材とプレキャスト型枠を一体化させる必要がある。
【００１２】
　一方、既存の柱部材に鋼板や連続繊維シート、さらにはコンクリート等を巻き立てる既
存建物の耐震補強工法のうち、鋼板を巻き立てる方法では地震時に圧縮側が座屈すること
により耐力が低下する上に鋼材の腐食対策が必要になりコストが嵩む等の課題があった。
【００１３】
　また、連続繊維シートを巻き立てる方法では、鋼材やコンクリートを巻き立てる方法に
比べてコストが高くなる他、シート自体に圧縮力を負担する性能はないため、曲げ圧縮に
対する耐震補強はできないという問題がある。
【００１４】
　また、コンクリートを巻き立てる方法では、巻き立て量が厚くなり、周辺環境によって
は適用が困難になると共に橋脚重量の増加に伴い地震時における基礎への負担が大きくな
り、その損傷が大きくなる場合がある。
【００１５】
　さらに、Ｈ形鋼などの鉄骨材からなる柱部材では、負担する重量や想定される地震力が
増大した場合でも、鋼材により断面積を増加させることが困難であることから、柱数の増
設やコンクリートの巻き立てが行われるが、いずれも柱の断面積を増大させ、施設の共用
空間の低減につながる等の問題がある。
【００１６】
　本発明は、以上の課題を解決するためになされたもので、主として既存のＲＣ構造物の
塑性ヒンジ区間におけるかぶり部分にＵＦＣ製プレキャスト型枠を適用して高い圧縮強度
と曲げ強度を有するＵＦＣに置換することにより、ＲＣ構造物の変形性能、耐震性を向上
させるようにした柱部材、ＵＦＣ製プレキャスト型枠および当該ＵＦＣ製プレキャスト型
枠を用いた柱部材の耐震補強方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　請求項１記載の柱部材は、既存のＲＣ構造または鉄骨構造の柱部材の外周に、超高強度
繊維補強コンクリートからなる断面が略コの字形状に形成された複数のプレキャスト型枠
を前記柱部材の周方向と軸方向に組み合わせて設置し、当該複数のプレキャスト型枠と前
記柱部材間の空隙部に充填材を充填することにより構成される柱部材において、前記柱部
材の周方向に２個のプレキャスト型枠が突き合わせて設置され、前記柱部材の軸方向に複
数のプレキャスト型枠が積層して設置され、前記柱部材の周方向に突き合わせて設置され
た各プレキャスト型枠間の鉛直目地は前記柱部材の軸方向に千鳥配置に形成され、前記柱
部材の軸方向に積層して設置された各プレキャスト型枠間の水平目地は前記柱部材の各側
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面を斜め方向に形成されていることを特徴とするものである。
【００１８】
　請求項２記載の柱部材の耐震補強方法は、既存のＲＣ構造または鉄骨構造の柱部材の外
周に、超高強度繊維補強コンクリートからなる断面が略コの字形状に形成された複数のプ
レキャスト型枠を前記柱部材の周方向と軸方向に組み合わせて設置し、当該複数のプレキ
ャスト型枠と前記柱部材間の空隙部に充填材を充填することにより構成する柱部材の耐震
補強方法において、前記柱部材の周方向に２個のプレキャスト型枠を突き合わせて設置し
、前記柱部材の軸方向に複数のプレキャスト型枠を積層して設置し、前記柱部材の周方向
に突き合わせて設置した各プレキャスト型枠間の鉛直目地は前記柱部材の軸方向に千鳥配
置に形成し、前記柱部材の軸方向に積層して設置した各プレキャスト型枠間の水平目地は
前記柱部材の各側面を斜め方向に形成することを特徴とするものである。
【００１９】
　本発明は、ＲＣ構造や鉄骨構造の柱部材の表面に付加的にＵＦＣ製プレキャスト型枠を
設置し、柱部材と一体化させることで、既存柱部材の耐震補強を図るものであり、超高強
度繊維補強コンクリートからなるプレキャスト型枠、すなわちＵＦＣ製プレキャスト型枠
を既存のＲＣ構造または鉄骨構造の柱部材の塑性ヒンジ区間の外周に設置し、当該柱部材
と一体化させることにより柱部材の変形性能と耐震性を向上させるようにしたものである
。
【００２０】
　本発明をＲＣ構造の柱部材に適用すれば、コンクリートのかぶり部分をＵＦＣに置換す
ることができ、同箇所の圧壊の遅延と主筋の座屈を抑制することにより、柱部材の変形性
能を向上させることができる。また、Ｈ形鋼などからなる鉄骨構造の柱部材に適用し内部
にコンクリート材料を充填し鉄骨と一体化することで、柱部材を鉄骨コンクリート構造化
することができ、曲げ耐力と変形性能を向上させることができる。さらに、架設材として
設置されたＨ形鋼などからなる鉄骨材に適用すれば、ＳＲＣ部材として本設材として利用
することができる。また、地震などで損傷した鋼部材の補修工法として適用することがで
き、その場合には震災を被る前以上の変形性能と耐震性を付与することができる。
【００２１】
　この場合のＵＦＣは、圧縮強度の大きいコンクリートまたはモルタルに鋼繊維や炭素繊
維、あるいはガラス繊維などを混入した繊維補強コンクリートであって、圧縮強度が１０
０～２５０Ｎ／mm２、曲げ引張強度が１０～４０Ｎ／mm２、ひび割れ発生時引張強度が５
～１５Ｎ／mm２の程度のものを使用することができる。
【００２２】
　通常のＲＣ部材の軸方向鉄筋量はかぶり部分をはつり落とし、ＵＦＣで置換すると、全
軸方向鉄筋の引張降伏力に対抗できる圧縮力をＵＦＣ型枠部分で負担できる。その結果、
一方向曲げの場合は全軸方向鉄筋が降伏するまで部材は曲げ破壊しない。
【００２３】
　地震のような正負交番荷重に対しても、鉄筋の座屈を抑制する効果があり、変形性能が
大幅に増加する。部材寸法および自重の増加なく補強が可能になる。既往の方法はプレキ
ャスト型枠を用いていても、部材周方向にＰＣ鋼材や鋼板をつないで拘束していたが、本
考案はそれとは異なる機構であり、圧縮力をＵＦＣが負担することにより変形性能を向上
するものである。　　　
【００２４】
　例えば、超高強度繊維補強モルタルからなるプレキャスト型枠の厚さtは、全軸方向鋼
材の降伏荷重と常時軸圧縮力を負担できる厚さとなるように設定すると、曲げに対して断
面の圧縮縁が圧縮破壊することがないので、曲げに対して理想的な部材断面とすることが
できる。
【００２５】
　橋脚などのＲＣ部材の軸方向鉄筋比は1.0～1.5％程度であることが多い。1.5％の場合
の試算を示す。なお、死荷重による軸圧縮応力度を1.0 N/mm2と仮定した。
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【００２６】
　　　　軸方向鉄筋比p=0.015，Ac=b×h，鋼材の降伏強度fsy=345N/mm

2

　　　　0.5・b・t・fc=p・Ac・fsy＋Ac・σn = (p・fsy＋σn)・(b・h)
　　　　t/h=(pba・fsy＋σn)/fc = (0.015×345＋1.0)/(0.5×180)=(5.175+1.0)/90.0 =
 0.0686 
【００２７】
　すなわち、軸方向鉄筋量1.5％の場合、曲げの終局時において型枠が圧縮破壊しない型
枠の厚さは、断面高さの7.0%である。同様に軸方向鉄筋量1.0%では断面高さの5.0%である
。通常の帯鉄筋に対するかぶり厚さ(たとえば90mm程度)であれば、元のＲＣ部材の断面高
さが、1.3～1.8m程度まで、本考案により、かぶり部分をはつり落とし、ＵＦＣ型枠に置
換すれば、断面寸法を大きくすることなく、補強が可能になる。また、元のかぶりコンク
リートで対処できないような大断面のＲＣ部材においても、既設かぶりコンクリートを除
去し、本考案の型枠で補強すると、断面寸法は、元の断面よりも増大するが、従来の鉄筋
コンクリート巻立てよりもはるかに小さくて済む。
【００２８】
　また、ＵＦＣ製プレキャスト型枠と柱部材間の空隙部に充填する充填材には普通コンク
リート、グラウト、モルタル、あるいは樹脂などを用いることができる。
【００２９】
　また、パーツ化されたＵＦＣ製プレキャスト型枠の各パーツ同士は、特殊な形状による
パーツの組み合わせ、突合せ接合部における継手同士のかみ合わせやボルト接合、あるい
は接着材による接着接合で組み合わせた後、既存ＲＣ柱との空隙に樹脂充填などを行うこ
とにより一体化させることができる。
【００３０】
　例えば、既設の柱状の部材に対して、断面が略コの字形状のＵＦＣ製プレキャスト型枠
を２個、組み合わせ、かつ部材軸方向に同型枠の鉛直突合せ部が千鳥となるように積層し
て一体化させる方法がある。
【００３１】
　この方法では、側面の幅方向中心に同型枠パーツの鉛直突合せ目地（鉛直目地部）を配
置し、同鉛直突合せ部では引張力の伝達強度がＵＦＣ母材に比べ小さいかまったく期待で
きない場合でも、プレキャスト型枠の水平目地を部材側面幅内で一つの凹または凸形状と
し、鉛直突合せ部を千鳥となるように配置することで、鉛直突合せ部におけるＵＦＣの不
連続部分をプレキャスト型枠適用区間の３０%程度以下にでき、巻立て補強効果、特に主
筋の座屈防止効果を分割プレキャスト型枠でありながら高めることができる（図６、図７
）。
【００３２】
　プレキャスト型枠においては、鉛直突合せ部のような不連続部分がなければもちろん望
ましいが、既設部材の補強では、断面の周方向に分割が必要となるため、不連続部分が存
在してしまう。
【００３３】
　図６の方法では不連続部分がプレキャスト型枠区間の５０％となるが、この程度では軸
方向鉄筋の座屈を拘束するのに十分な剛性と強度がない。
【００３４】
　一方、１０％以下になり突合せ部が先細りした部材となると、圧縮強度を発揮させるた
めに十分均一なＵＦＣを打設するための施工性が悪くなったり、合せ部に凹凸などの噛み
合わせ機構を設けることが困難になる。
【００３５】
　そこで、種々検討した結果、鉄筋の座屈を拘束する効果を保持しつつ、突合せ部に噛み
合わせ機構を設けることができる望ましい範囲は、３０％程度となる。
【００３６】
　また、この場合、水平目地の凹凸はせん断キーとしても作用する。さらに、上記に類す
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る方法として図８に示すように突合せ部を斜めとしその角度を緩やかにするような組み合
わせを行えば、主筋と突合せ部が平行とならないため、その座屈拘束効果を高めることが
できる。特に、水平目地を凹凸する方法と組み合わせれば効果が大きくなる。なお、ここ
でいう水平目地には図８に図示するような、斜め方向に連続する目地も含む。
【００３７】
　また、部材断面の隅角部で分割されたプレキャスト型枠を接合する場合は、隅角部にオ
ス、メスの切欠き部を設け、互いに噛み合わせるように上方から型枠を組むことにより一
体化することができる（図１０（ａ））。　　
【００３８】
　この時、切欠き部は、ほぞやＴ字型、丸型および電車の連結部、パズルピースの端部の
ような構造など、隅角部における主筋の座屈に対して、型枠が分離しないような形状とす
る。また、隅角部に接続用の金具を用いても良いし、隅角部に貫通する孔と定着部を設け
、ボルト締めにより接合しても良い。
【００３９】
　一方、三角形Ｌ字型の型枠を千鳥状に高さ方向に重ねていくことにより、隅角部におけ
る分割されたプレキャスト型枠の接合部（鉛直突合せ部）におけるＵＦＣの不連続長さを
最小とすることができる（図９）。
【００４０】
　なお、いずれの場合も、型枠の内面には後に充填されるコンクリート、モルタル等の充
填材と一体化するための凹凸を設けておき、主筋の座屈に伴うはらみ出しに対して、十分
な拘束力を確保する。この方法では、隅角部におけるほぞやＴ字型などの細かい接合部の
製作が不要で、組み合わせ方も容易である。
【００４１】
　以上のプレキャスト型枠の水平方向の目地には、型枠の面内方向と面外方向のいずれか
または両方にせん断キー、コッター、ダウエルバーなどのずれ止めを設けてもよい。
【００４２】
　特に、面外方向のずれ止めは、断面高さが減少した型枠部分のはらみ出しに対し、好適
である。鉛直方向の目地においても、水平方向のダウエルバーなどのずれ止めを設けても
よい。以上は、ＵＦＣ製プレキャスト型枠の分割と一体化に関する技術である。なお、こ
れらの型枠には帯鉄筋を内包してもよい。この場合、鉛直突合せ目地で帯鉄筋を接続しな
くともよい。さらに、補強、補修工法に限らず、新設構造物に対するプレキャスト工法と
して適用してもよい。この場合、断面の平面寸法が、完成時の半分のプレキャスト型枠で
よく、運搬重量が小さくて済む。また、組み立てられた柱の鉄筋の上方からクレーン等で
吊り込む必要がないので、作業性も向上する。
【００４３】
　請求項３記載の柱部材の耐震補強方法は、請求項２記載の柱部材の耐震補強方法におい
て、ＲＣ構造の柱部材のかぶり部分のコンクリートを取り除いて当該ＲＣ柱部材の補強筋
を露出させ、当該補強筋の外周にプレキャスト型枠を設置することを特徴とするものであ
る。
【００４４】
　本発明は、ＲＣ構造からなる既存柱部材の耐震補強・補修する場合で、既存のＲＣ部材
とＵＦＣ製プレキャスト型枠との一体化により、ＵＦＣ製プレキャスト型枠が既存のＲＣ
柱部材のかぶりコンクリートとして機能し、かつ水平目地部がひび割れ誘導目地として機
能することにより、かぶりコンクリートの圧壊と主筋の座屈抑制により変形性能が向上す
るため、地震時の損傷や残留変形の低減等の効果を既存のＲＣ柱部材に付与することがで
きる。
【００４５】
　また、元のかぶり部分をＵＦＣに置換することでかぶり部分の厚さを小さくでき、これ
によりＲＣ、鋼板巻き立て工法などで問題となる補強後の部材寸法、部材重量の増加をな
くした補強が可能になり、さらに基礎の負担荷重が増えるのも防止することができる。
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【００４６】
　請求項４記載の柱部材の耐震補強方法は、請求項２記載の柱部材の耐震補強方法におい
て、鉄骨材からなる柱部材の表面にシアコネクターを突設し、その外周にプレキャスト型
枠を設置することを特徴とするものである。
【００４７】
　本発明は特に、Ｈ形鋼などの鉄骨材からなる柱部材を耐震補強または補修する工法であ
り、鉄骨部材とＵＦＣ製プレキャスト型枠との一体化により、柱部材をＳＲＣ構造の柱部
材として機能させることができる。また、鉄骨材の外周に単にコンクリートを巻き立てる
耐震補強工法と異なり、ＵＦＣ製プレキャスト型枠によって鉄骨材の局部座屈が拘束され
、かつＵＦＣ製プレキャスト型枠が柱部材の圧縮力を積極的に負担することにより、支持
できる重量を増加させ得ること以外にも、高い曲げ耐力と変形性能を柱部材に付与するこ
とができる。
【００４８】
　また、架設材として用いられているＨ鋼などの鉄骨材に同様の工法を施すことによりＳ
ＲＣ化した場合は、本設部材としての利用も可能である。
【００４９】
　また、Ｈ形鋼などの鉄骨材からなる柱部材では、鋼材の表面にスタッドジベル等のシア
コネクターを突設するなどの一体性を確保する処理を行った上で、ＵＦＣ製プレキャスト
型枠を設置し、充填材を充填することによりＳＲＣ部材化することができる。なお、シア
コネクターにはスタッドジベルの他に孔空き鋼板、あるいは鉄筋などを用いることができ
る。
【００５０】
　また、Ｈ形鋼のみでは外力作用時の中立軸が断面中心となるが、かぶりコンクリートが
ＵＦＣ製で構成され、かつ同部分で圧縮応力を負担する場合、中立軸が圧縮側となり、鋼
材における引張応力の作用点からの相対距離が長くなる。すなわち、Ｈ形鋼のみの場合に
比べて部材全体の曲げ耐力を向上させることができる。
【００５１】
　請求項５記載のＵＦＣ製プレキャスト型枠は、既存のＲＣ構造または鉄骨構造の柱部材
の塑性ヒンジ区間の外周に前記柱部材の周方向に突き合わせて設置され、かつ前記柱部材
の軸方向に積層して設置されるプレキャスト型枠であって、超高強度繊維補強コンクリー
トからなる断面が略コの字形状に形成され、かつ前記柱部材の周方向に突き合わせて設置
されるプレキャスト型枠の突合せ部が先細りに形成されてなることを特徴とするものであ
る。
【発明の効果】
【００５２】
　本発明は、ＵＦＣ製プレキャスト型枠をパーツ化することにより、既存の柱部材の周囲
に設置することが可能になる。また、通常の施工時においても１ピース当りの寸法と重量
が軽減できるので、施工性や型枠の製作性において有利である。
【００５３】
　パーツ化されたプレキャスト型枠は、後述するような方法により既存の部材も含めて一
体化することができる。これにより、ＵＦＣを最初から
打設して製作した分割されていない型枠と同等の性能を有する型枠を複数のパーツにより
構成することができる。
【００５４】
　既存のＲＣ構造の柱部材を塑性ヒンジ化する場合、帯筋が露出するまでコンクリートを
はつり、パーツ化した型枠を組み合わせて設置し、そしてその内側にコンクリート、グラ
ウト、モルタル、樹脂などを充填することにより既存の柱部材との一体化を図る。
【００５５】
　また、断面の増加が許容され、プレキャスト型枠と既存のＲＣ柱部材の一体化を図るこ
とができる場合は、既存のかぶりコンクリートをはつらず、外周に設置し一体化してもよ
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い。
【００５６】
　これにより、新設したＵＦＣ製プレキャスト型枠が既存のＲＣ部材のかぶりコンクリー
トとして機能し、かつ目地部がひび割れ誘導目地として機能することにより既存のＲＣ柱
部材に付与することができる。
【００５７】
　Ｈ鋼などの鋼製柱部材には、鋼材の表面にコンクリートとの一体性を確保できるような
処置を行った後に、ＲＣ部材と同様に型枠を設置し、空隙にコンクリート、グラウトやモ
ルタル、樹脂などを充填する。これにより、Ｈ鋼とＵＦＣ製プレキャスト型枠が一体化し
、ＳＲＣ部材として機能させることができる。また、単にコンクリートを巻き立てる場合
と異なり、鉄骨材の局部座屈をＵＦＣ製型枠が拘束し、かつ圧縮応力を同型枠が積極的に
負担することにより、支持できる重量を増加させ得ること以外にも、高い曲げ耐力と靭性
を柱部材に付与することができる。
【００５８】
　また、架設材として用いられているＨ鋼に同様の工法を施し、ＳＲＣ部材化した場合は
、本設部材としての利用も可能である。
【００５９】
　また、Ｈ鋼などの鋼製の柱部材では、鋼材の表面にスタッドジベルを突設するなどの一
体性を確保する処理を行った上で、ＵＦＣ製プレキャスト型枠を設置し、充填材を充填す
ることによりＳＲＣ部材化とすることができる。この場合、通常のコンクリートを単純に
巻き立てるのに比べ、かぶりコンクリートがＵＦＣ製となるため、鋼材の局部座屈を抑え
、外力作用時の間曲げ圧縮応力を効率よく負担することができるため、部材全体の変形性
能を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６０】
　図１～図５は、ＵＦＣ製プレキャスト型枠を用いて塑性ヒンジ区間Ｌを耐震補強した既
存の柱部材の柱脚部を示し、このうち特に図１は、耐震補強されたＲＣ柱の柱脚部を、図
２～図５は耐震補強された鉄骨柱の柱脚部をそれぞれ示したものである。
【００６１】
　既存のＲＣ柱の場合、柱脚部のかぶり部分のコンクリート１ａを削り取ることにより主
筋１ｂとフープ筋１ｃを露出させ、当該主筋１ｂとフープ筋１ｃの周囲にＵＦＣ製プレキ
ャスト型枠２を設置し、当該ＵＦＣ製プレキャスト型枠２の内側に形成された空隙部３に
普通コンクリート４を充填することにより柱１の柱脚部を耐震補強する。
【００６２】
　また、Ｈ形鋼からなる鉄骨柱の場合、Ｈ形鋼５の周囲にＵＦＣ製プレキャスト型枠２を
設置し、当該ＵＦＣ製プレキャスト型枠２の内側に形成された空隙部３に普通コンクリー
ト４を充填することによりＨ形鋼５からなる柱１の柱脚部を耐震補強する。
【００６３】
　この場合、特に、Ｈ形鋼５のフランジ５ａ。５ａの表面にコンクリート４の付着力を高
めてＨ形鋼５とコンクリート４との一体化を図るべく多数のシアコネクターを突設する。
シアコネクターはスタッドジベルや孔あき鋼板、あるいは鉄筋などで、フランジ５ａの表
面に溶接によって突設する。
【００６４】
　例えば、図２（ａ），（ｂ）の例ではＨ形鋼５のフランジ５ａにスタッドジベル６ａが
突設され、図３（ａ），（ｂ）の例では孔あき鋼板６ｂが突設され、さらに図４（ａ），
（ｂ）の例では縦鉄筋６ｃが突設され、そして図５（ａ），（ｂ）の例では横鉄筋６ｄが
突設されている。
【００６５】
　孔あき鋼板６ｂと縦鉄筋６ｃはＨ形鋼５の軸方向と平行に複数突設され、横鉄筋６ｄは
Ｈ形鋼５の軸方向に当該Ｈ形鋼の軸方向と直角に所定間隔おきに複数突設されている。な
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お、縦鉄筋６ｃと横鉄筋孔６ｄには特にコンクリート４の付着力を高めるべく異形鉄筋が
用いられている。
【００６６】
　また、縦鉄筋６ｃと横鉄筋６ｄを用いる場合、ＵＦＣ製プレキャスト型枠２の内側面に
縦鉄筋６ｃおよび横鉄筋６ｄとかみ合う凹溝条部２ａを複数形成する。そして、縦鉄筋６
ｃおよび横鉄筋６ｄと凹溝条部２ａをそれぞれ互いにかみ合せた状態で凹溝条部２ａ内に
樹脂などの充填材７を充填することによりＨ形鋼５とＵＦＣ製プレキャスト型枠２との一
体化を図ることができる。
【００６７】
　スタットジベル６ａや孔あき鋼板６ｂを用いてＨ形鋼５とコンクリート４との一体化を
図る場合、その構造設計には鋼材とコンクリートからなる従来のＲＣ構造の設計式を適用
することができる。
【００６８】
　また、縦鉄筋６ｃおよび横鉄筋６ｄと凹溝条部２ａとのかみ合わせによってＨ形鋼５と
ＵＦＣ製プレキャスト型枠２との一体化を図るようにすれば、補強による柱断面の外径を
型枠２の厚さ分のみの増加に抑えながらＨ形鋼５とＵＦＣ製プレキャスト型枠２とを理想
的な形で一体化させることができる。　
【００６９】
　さらに、縦鉄筋６ｃはＨ形鋼５の軸方向に連続的に取り付けることができるため横鉄筋
６ｄを用いるよりは作業性がよい。一方、横鉄筋６ｄはＨ形鋼５の軸直角方向に取り付け
るため、コンクリート４とＨ形鋼５間のせん断力の伝達機能は大きい。また、一本の鉄筋
をＨ形鋼５の軸方向にジグザグ状に折り曲げて取り付けることにより、上記した縦鉄筋６
ｃと横鉄筋６ｄの両方の効果が得られる。
【００７０】
　ＵＦＣ製プレキャスト型枠２は、図１～図５に図示するいずれの例においても、たとえ
ば図６～図９に図示するように柱１の軸方向と周方向に複数のパーツから構成する。
【００７１】
　ＵＦＣ製プレキャスト型枠２の各パーツは、超高強度繊維補強コンクリートまたは超高
強度繊維補強モルタルから形成する。各パーツの水平方向の水平目地部（水平突合せ部）
８ａは、ＵＦＣ型枠の不連続部となり、曲げ変形時に曲げひび割れ発生目地として機能す
る。なお、この場合の水平目地部８ａには、図７や図８に図示するような斜め方向に連続
する目地部も含む。
【００７２】
　一方、鉛直目地部（鉛直突合せ部）８ｂについては、その長さが大きくなると弱部化し
、主筋の座屈抑制効果が低減する。そのため、鉛直目地部８ｂについては、その長さを可
能な限り短くする必要がある。例えば、既設の柱状の部材に対して、断面が略コの字形状
のＵＦＣ製プレキャスト型枠２を２個組み合わせ、かつ部材軸方向に同型枠を積層して一
体化させる方法がある。
【００７３】
　この方法では、側面の幅方向中心に同型枠の鉛直目地部８ｂを配置し、同鉛直目地部８
ｂでは引張力の伝達強度がＵＦＣ母材に比べ小さいかまったく期待できない場合でも、プ
レキャスト型枠の水平目地部８ａを部材側面幅内で一つの凹または凸形状とすることで、
鉛直目地部８ｂにおけるＵＦＣの不連続部分をプレキャスト型枠適用区間の３０％程度以
下にでき、巻立て補強効果を分割プレキャスト型枠でありながら高めることができる。
【００７４】
　また特に、図８に示すように水平目地部８ａを斜めとしその角度を緩やかにするような
組み合わせを行えば主筋１ａと水平目地部８ａが平行とならないため、その座屈拘束効果
を高めることができる。
【００７５】
　さらに、図１０（ａ），（ｂ）に図示するように、部材断面の隅角部や辺中央部で分割
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されたプレキャスト型枠２を接合する場合は。隅角部または辺中央部にオス、メスの噛み
合わせ部２ｂ、２ｂを設け、互いに噛み合わせるように上方から型枠を組むことにより、
一体化することができる。この時、噛み合わせ部２ｂはほぞやＴ字型、丸型および電車の
連結部、パズルピースの端部のような構造など、主筋１ａの座屈に対してプレキャスト型
枠２が分離しないような形状とする。また、噛み合わせ部２ｂに接続用の金具を用いても
良いし、噛み合わせ部２ｂに貫通する孔と定着部を設け、ボルト締めにより接合しても良
い。
【００７６】
　また、図９に図示するように三角形Ｌ字型のプレキャスト型枠２を千鳥状に高さ方向に
重ねていくことにより、隅角部における分割されたプレキャスト型枠２の鉛直突き合わせ
部におけるＵＦＣの不連続長さを最小とすることができる。
【００７７】
　なお、図６～図１０に図示するいずれのプレキャスト型枠２の内側にも、後から打設す
るコンクリートとの一体化を図るべく凹凸（図省略）を設けるのがよい。また、隣接する
ＵＦＣ製プレキャスト型枠２どうしは、各目地部の機能を失わないように接着材などによ
って互いに接合されている。
【００７８】
　また、Ｈ形鋼などからなる鉄骨柱の塑性ヒンジ区間を上記した方法により耐震補強する
場合、塑性ヒンジ区間以外の部分も塑性ヒンジ区間と同様にコンクリートで被覆するが、
塑性ヒンジ区間以外の部分には普通のコンクリート型枠を用い、打設したコンクリートが
硬化した後撤去する。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明は、ＲＣ構造や鉄骨構造の柱部材の塑性ヒンジ部に適用することができる。例え
ば、既存の単柱式ＲＣ構造の橋脚やＲＣラーメン構造の橋脚、さらにＲＣ地下構造物の中
央に設けられる中柱の柱頭および柱脚部などにおける耐震補強や補修に適用することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】耐震補強された既存ＲＣ柱の柱脚部を示し、（ａ）はその縦断面図、（ｂ）は横
断面図である。
【図２】耐震補強された既存鉄骨柱の柱脚部を示し、（ａ）はその縦断面図、（ｂ）は横
断面図である。
【図３】耐震補強された既存鉄骨柱の柱脚部を示し、（ａ）はその縦断面図、（ｂ）は横
断面図である。
【図４】耐震補強された既存鉄骨柱の柱脚部を示し、（ａ）はその縦断面図、（ｂ）は横
断面図である。
【図５】耐震補強された既存鉄骨柱の柱脚部を示し、（ａ）はその縦断面図、（ｂ）は横
断面図、（ｃ）は図（ｂ）におけるイ－イ線拡大断面図である。
【図６】（ａ）は耐震補強された既存ＲＣ柱の柱脚部を示す斜視図であり、（ｂ）はＵＦ
Ｃ製プレキャスト型枠の斜視図である。
【図７】（ａ）は耐震補強された既存ＲＣ柱の柱脚部を示す斜視図であり、（ｂ）はＵＦ
Ｃ製プレキャスト型枠の斜視図である。
【図８】（ａ）は耐震補強された既存ＲＣ柱の柱脚部を示す斜視図であり、（ｂ）はＵＦ
Ｃ製プレキャスト型枠の斜視図である。
【図９】耐震補強された既存ＲＣ柱の柱脚部を示す斜視図である。
【図１０】（ａ），（ｂ）はＵＦＣ製プレキャスト型枠の一例を示す平面図である。
【図１１】単柱式ＲＣ構造の橋脚の一例を示す正面図である。
【符号の説明】
【００８１】
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Ｌ　　塑性ヒンジ区間　
１　　既存のＲＣ構造または鐵骨構造の柱
１ａ　かぶり部分のコンクリート
１ｂ　主筋
１ｃ　フープ筋
２　　ＵＦＣ製プレキャスト型枠
２ａ　凹溝条部
２ｂ　噛み合わせ部
３　　空隙部
４　　普通コンクリート
５　　Ｈ形鋼
５ａ　フランジ
６ａ　スタッドジベル
６ｂ　孔あき鋼板
６ｃ　縦鉄筋
６ｄ　横鉄筋
７　　充填材
８　　ひび割れ誘導目地として機能する目地部
８ａ　水平目地部（水平突合せ部）
８ｂ　鉛直目地部（鉛直突合せ部）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１０】

【図１１】
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