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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに接する旧構造体と新構造体間に跨って定着部材を配置し、前記新構造体が前記旧
構造体に対して相対変位しようとするときのせん断力を前記定着部材を通じて前記旧構造
体に伝達させる構造体の接合構造であり、
　前記旧構造体にその表面側から溝部が形成され、
　前記定着部材は前記旧構造体と前記新構造体との境界面に重なる平板状の本体部と、こ
の本体部の背面に形成され、前記溝部に嵌入する環状の凸部とを有し、前記本体部の少な
くとも厚さ方向の一部が前記新構造体中に位置し、前記凸部の少なくとも厚さ方向の一部
が前記旧構造体中に位置した状態で、前記旧構造体と前記新構造体中に埋設されているこ
とを特徴とする構造体の接合構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の構造体の接合構造に使用される定着部材であり、
　平板状の本体部と、この本体部の周囲、もしくは周囲寄りの位置から背面側へ突出し、
前記旧構造体の表面に形成された前記溝部に嵌入する環状の凸部とを有し、
　前記本体部の少なくとも厚さ方向の一部が前記新構造体中に位置し、前記凸部の少なく
とも厚さ方向の一部が前記旧構造体中に位置した状態で使用され、
　前記本体部の前記新構造体寄りの一部が前記新構造体からのせん断力を負担し、前記凸
部の前記旧構造体寄りの一部が前記せん断力を前記旧構造体に伝達することを特徴とする
せん断力伝達用定着部材。
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【請求項３】
　前記本体部に、その表面側と背面側の少なくともいずれかへ突出する筒状の突出部が形
成されていることを特徴とする請求項２に記載のせん断力伝達用定着部材。
【請求項４】
　前記本体部の周囲から表面側へ突出する枠部が形成されていることを特徴とする請求項
２、もしくは請求項３に記載のせん断力伝達用定着部材。
【請求項５】
　前記本体部の厚さ方向に挿通孔が形成されていることを特徴とする請求項２乃至請求項
４のいずれかに記載のせん断力伝達用定着部材。
【請求項６】
　前記本体部の前記挿通孔にアンカーが接続されていることを特徴とする請求項５に記載
のせん断力伝達用定着部材。
　
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は例えば既存コンクリート造の構造体とこれに接して構築される新設コンクリ
ート造の構造体を、両構造体間に相対変位（ズレ変形）が生じようとするときに両構造体
間でせん断力が伝達されるように接合した構造体の接合構造、及びその接合構造に使用さ
れるせん断力伝達用定着部材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　既存コンクリート造構造体の表面に接して新設のコンクリート造構造体を構築する場合
、両構造体間で地震時のせん断力の伝達が行われるように新設構造体（新構造体）を既設
構造体（旧構造体）に接合する必要がある。例えば新構造体がスラブで、その端面におい
て旧構造体に接合される場合には、新構造体は地震時の水平力に対して旧構造体を補強す
る目的で旧構造体に一体化されることから、両構造体間で水平方向のせん断力が伝達され
るように旧構造体に接合される必要がある。
【０００３】
　このような場合、通常は旧構造体の表面に、アンカーボルト等のアンカーによって旧構
造体に定着されるせん断力伝達部材を新構造体中に突出させた状態で固定することが行わ
れる（特許文献１、２参照）。
【０００４】
　只、特許文献１、２は新構造体の打ち継ぎが旧構造体の構築時に予定され、旧構造体の
構築時にせん断力伝達部材を事前に埋設しておくことができる場合の例であるため、旧構
造体の完成時にせん断力伝達部材を旧構造体の表面寄りの部分に埋設しておくことが可能
である。一方、旧構造体の表面に新構造体の打ち継ぎが予定されていない場合には、旧構
造体の表面寄りにせん断力伝達部材を埋設する必然性がないため、新構造体の構築時には
改めてせん断力伝達部材を埋設することが必要になる。
【０００５】
　従って前記のように完成している旧構造体の表面に新たにせん断力伝達部材を定着させ
る必要がある場合には特許文献１、２の方法を適用することはできない。結局、既存の構
造体に対して新設の構造体を接して接合する場合には、既存の構造体中にアンカーボルト
を新たに埋設することによって新構造体を旧構造体に接合する方法に依らざるを得ない（
特許文献３参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開平７－１８０３５２号公報（請求項１、段落００１７～００２４、図
３～図５）
【特許文献２】特開平７－１８０３５３号公報（段落００１０～００１７、図１～図３）
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【特許文献３】特開平７－９１０６０号公報（請求項１、段落０００８～００１２、図１
～図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、新旧コンクリートの打継ぎ面におけるせん断力の伝達効率はせん断伝達
部材のせん断力作用方向への投影面積によって決まるから、作用せん断力の伝達をアンカ
ーボルトに依存する場合には、埋設本数を多くする必要がある。結果としてせん断力伝達
部材がスラブの端面に納まりきれなくなるか、コンクリートの充填性が阻害されることが
想定される。
【０００８】
　この発明は上記背景より、主として既存のコンクリート造構造体に接して新設のコンク
リート造構造体を構築する場合に、両構造体間でのせん断力の伝達効率のよい接合構造、
及びそれに使用されるせん断力伝達用定着部材を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の発明の構造体の接合構造は、互いに接する旧構造体と新構造体間に跨
って定着部材を配置し、新構造体が旧構造体に対して相対変位しようとするときのせん断
力を定着部材を通じて旧構造体に伝達させる構造体の接合構造であり、
　旧構造体にその表面側から溝部が形成され、
　定着部材が旧構造体と新構造体との境界面に重なる平板状の本体部と、この本体部の背
面に形成され、溝部に嵌入する環状の凸部とを有し、本体部の少なくとも厚さ方向の一部
が新構造体中に位置し、凸部の少なくとも厚さ方向の一部が旧構造体中に位置した状態で
、旧構造体と新構造体中に埋設されていることを構成要件とする。
【００１０】
　「境界面に重なる」の「重なる」は定着部材が境界面に直接、重なる場合と、隙間をお
いて重なる場合を含む。後者の場合、隙間には接着剤等の充填材が充填され、定着部材の
旧構造体に対する滑りが防止される。
【００１１】
　新構造体の旧構造体に対する相対変位は旧構造体の新構造体に対する相対変位でもあり
、主に両構造体の境界面に平行なせん断力によって生じようとする相対変位（ズレ変形）
を指す。両構造体が対向する方向に分離（離間）する向きの相対変位は、定着部材にアン
カーが接続された場合のアンカーに軸方向力を作用させ得るが、旧構造体と新構造体間の
境界面では互いに分離しようとする向きの相対変位よりズレ変形を阻止することが課題に
なるため、本発明では分離しようとする向きの相対変位を想定していない。
【００１２】
　構造体は主として鉄筋コンクリート造構造物の一部であるが、無筋コンクリートやモル
タル等の場合もある。旧構造体は例えば既存のコンクリート造構造物、新構造体は既存の
コンクリート造構造物の表面に接触して構築されるコンクリート造構造物を指す。構造体
は建築構造物と土木構造物の双方を含み、建物の柱、梁、スラブ、基礎等の他、橋梁の橋
桁、橋脚、フーチング等が該当する。
【００１３】
　旧構造体と新構造体の接合部位は問われず、例えば新旧のスラブ同士、梁（桁）同士、
柱同士、基礎同士、あるいは新構造体の構築位置等に応じ、これらの任意の組み合わせ等
になる。新構造体が旧構造体に対する耐震補強の役目を持つ場合には、旧構造体のいずれ
かの部位の表面に新構造体のスラブや梁等が接した状態で構築される。
【００１４】
　旧構造体に対する新構造体の構築の時期も問われず、旧構造体と新構造体の打ち継ぎの
ように旧構造体の構築直後に新構造体を構築する場合の他、旧構造体の構築が完了し、使
用期間中に旧構造体に対する補強の必要性が発生したとき等になる。
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【００１５】
　旧構造体と新構造体の境界面には、前記のように地震時に双方の接触面が平行な状態の
まま、相対変位（ズレ変形）が生じようとするため、この相対変位時に定着部材は旧構造
体と新構造体からせん断力を受けようとする。定着部材の全厚の内、少なくとも厚さ方向
の一部である新構造体中に埋設される区間（部分）が新構造体からせん断力を受け、凸部
の少なくとも厚さ方向の一部である旧構造体中に埋設される区間（部分）が新構造体から
のせん断力を旧構造体に伝達し、その反力を負担する。
【００１６】
　請求項１の接合構造に使用される定着部材は請求項２に記載のように平板状の本体部と
、この本体部の周囲、もしくは周囲寄りの位置から背面側へ突出し、旧構造体の表面に形
成された前記溝部に嵌入する環状の凸部とを有する。本体部の少なくとも厚さ方向の一部
が新構造体中に位置し、凸部の少なくとも厚さ方向の一部が旧構造体中に位置した状態で
使用されることで、本体部の新構造体寄りの一部が新構造体からのせん断力を負担し、凸
部の旧構造体寄りの一部がせん断力を旧構造体に伝達する。
【００１７】
　本体部における凸部の形成位置と形状は問われず、旧構造体の溝部に嵌入する環状の凸
部は本体部の外周に形成される他、本体部の外周より内側に寄った位置に形成される。前
者の場合、凸部の外周面は本体部の外周面に連続し、後者の場合には凸部の外周面は本体
部外周面より内周側に位置する。凸部はその形状に対応して環状、もしくは面状等に形成
されている溝部に全周に亘って嵌入する。溝部へは、その深さ方向に凸部の全体が嵌入す
る場合と一部区間が嵌入する場合がある。
【００１８】
　凸部全体が溝部に嵌入する場合には、本体部の外周面が新構造体に接触する。凸部の一
部区間が溝部に嵌入する場合には、本体部の外周面と凸部の一部が新構造体に接触する。
いずれの場合も、後述のように本体部の外周面が新構造体からのせん断力を負担し、凸部
の外周面と内周面から旧構造体にせん断力を伝達する。
【００１９】
　凸部はまた、同心円状に、本体部の放射方向（半径方向）に複数形成されることもある
。定着部材の本体部は基本的には方向性のない円板状に形成されるが、多角形状、または
楕円形状等に形成されることもある。
【００２０】
　定着部材の凸部が旧構造体の溝部に嵌入することで、前記の通り、新構造体からのせん
断力が凸部から旧構造体に伝達されるが、新構造体からのせん断力を受ける本体部は凸部
から旧構造体に伝達する際に、凸部が旧構造体からの反力によって変形しないように凸部
の剛性を確保する機能を有する。
【００２１】
　例えば定着部材が環状の凸部のみからなり、凸部をつなぐ本体部がないとすれば、定着
部材は鋼管と同等の形状をするため（特許第３３８４９９２号）、凸部が新構造体、もし
くは旧構造体からせん断力の反力を受けたときに凸部が径方向に変形することが想定され
る。すなわち、本体部のない鋼管が旧構造体と新構造体に跨り、双方の溝に埋設された場
合、鋼管は新構造体から軸に直交する方向のせん断力を負担したときと、旧構造体から反
力を受けたときに、径方向の力によって曲げ変形し易いため、旧構造体へのせん断力の伝
達能力は低い。
【００２２】
　これに対し、定着部材が円板状等、板状の本体部が環状の凸部の内周に位置することで
、凸部は放射方向（半径方向）に拘束される。本体部がせん断力を面内力によって凸部に
伝達する状態にあるため、凸部の径方向の曲げ剛性が大きく、凸部はその方向の変形を起
こしにくい形態になる。従って凸部が旧構造体にせん断力を伝達するときに、旧構造体か
らの反力に対する抵抗力が高いため、凸部が受けるせん断力を定着部材全体に伝達するこ
とが可能になっている。
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【００２３】
　定着部材本体部の外周に凸部が形成された場合、本体部の少なくとも一部が新構造体中
に位置し、凸部の少なくとも一部が旧構造体の溝部に嵌入することで、新構造体には本体
部の外周面が接触し、旧構造体には凸部の外周面が接触する状態になる。このため、新構
造体からのせん断力は本体部の外周面から本体部に伝達され、凸部から旧構造体に伝達さ
れる。定着部材の凸部は環状等に形成されている溝部に嵌入しているため、旧構造体には
凸部の外周面と内周面からせん断力が伝達される。
【００２４】
　図２－（ａ）、（ｂ）に示すように定着部材に新構造体から右向きのせん断力が作用し
たとき、そのせん断力はその作用の向きに対向する定着部材本体部の外周面が受ける。新
構造体からのせん断力は本体部外周面の内、せん断力作用方向への投影面積分が受ける。
図２－（ａ）、（ｂ）中、せん断力を受ける面を太線で示している。
【００２５】
　本体部の外周面が受けたせん断力はその外周面に対向する側を向く凸部の外周面と内周
面から旧構造体に伝達される。凸部も図２－（ｂ）に示すようにせん断力の作用方向を向
く投影面積分でせん断力を旧構造体に伝達する。本体部の外周面が受けた新構造体からの
せん断力は本体部外周面に対向する側に位置する凸部の外周面と、この本体部外周面と同
一側に位置する凸部の内周面から旧構造体に伝達される。旧構造体に作用するせん断力は
逆の経路で新構造体に伝達される。以下ではせん断力が新構造体から旧構造体に伝達され
る場合を説明する。
【００２６】
　このように新構造体からのせん断力は本体部の外周面から作用し、凸部の外周面と内周
面から旧構造体に伝達されるが、本体部のせん断力に対する抵抗能力と凸部のせん断力伝
達能力はせん断力の作用方向への投影面積で決まり、この能力は凸部がせん断力によって
変形しない剛性を有することで発揮される。
【００２７】
　例えば本体部に凸部が形成されていない場合には、旧構造体へは旧構造体中に埋設され
ている本体部の区間の内、本体部の外周面からしかせん断力が伝達されないが、凸部を有
することで、凸部の内周面からもせん断力の伝達が可能になる。従って定着部材は凸部を
有することで、凸部がない場合との対比では、凸部の内周面が受ける支圧面積分、せん断
応力が小さくなり、凸部から旧構造体へのせん断力伝達の確実性が増す。
【００２８】
　図２の場合、凸部は本体部が受けたせん断力を旧構造体へ伝達する部分であるため、せ
ん断力を伝達するための支圧面積を稼ぐ上では、本体部の周囲（外周）に形成されること
が有利である。但し、前記のように必ずしもその必要はなく、本体部の周囲より内周側へ
寄った位置に形成されることもある。
【００２９】
　本体部が受けたせん断力が凸部から旧構造体に伝達されるとき、定着部材は本体部を有
することで、本体部の面内力によって凸部にせん断力を伝達するため、本体部はせん断力
によって曲げモーメントを受けることはない。従って本体部は新構造体からのせん断力に
よって曲げ変形を生じにくい形態になっているため、せん断力を損失させることなく旧構
造体に伝達することを可能にしている。
【００３０】
　定着部材の凸部が嵌入する旧構造体の溝部は旧構造体を表面側から斫ることによって形
成される。このとき、凸部と溝部との間に空隙が存在する場合には凸部を安定させる目的
で、溝部内に接着剤、もしくは（無収縮）モルタル等の充填材が充填される。充填材は定
着部材本体部の背面と旧構造体との間に充填されることもある。充填材は定着部材が受け
るせん断力を摩擦力によって旧構造体に伝達するため、定着部材によるせん断力の伝達を
補う働きをする。
【００３１】
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　例えば旧構造体にアンカーボルトを定着させる場合には、旧構造体に対してコアドリル
等を用いて定着に十分な深さの削孔を形成することが必要であり、その際には旧構造体に
与える振動と騒音が問題になる可能性がある。これに対し、本発明のように旧構造体に溝
部を形成する方法では、旧構造体の表面側からショットブラスト等による目荒らしをする
程度の深さの溝を形成すれば足りるため、旧構造体に与える影響が低減される。
【００３２】
　前記のように定着部材は本体部と凸部を有することで、本体部が受けたせん断力が損失
することなく旧構造体に伝達することができるため、単一（単独）で高いせん断力伝達能
力を保有する。
【００３３】
　特に凸部が外周面と内周面においてせん断力に抵抗できることで、一定着部材当たりの
せん断抵抗力をアンカーボルトによる場合より稼ぐことができる。この結果、旧構造体と
新構造体の境界面への定着部材の配置数を削減することが可能であり、アンカーボルトに
依存する場合のように境界面にせん断抵抗要素を過密状態で配置する事態が回避され、新
構造体を構成するコンクリート等、流動性を有する硬化材料の充填が阻害されることがな
い。
【００３４】
　定着部材には請求項６に記載のように本体部の厚さ方向にアンカーが接続されることも
ある。この場合のアンカーは主に軸方向の引き抜き力に対する抵抗要素としてではなく、
軸に直交する方向のせん断力に対する抵抗要素として機能する。従ってアンカーのせん断
力作用方向への投影面積分の抵抗力が凸部のせん断抵抗力に加算される。アンカーにはこ
れに期待すべきせん断抵抗力に応じた径（太さ）と長さが与えられる。アンカーは定着部
材に形成された挿通孔に螺合することにより、もしくは挿通孔に単純に挿通し、挿通孔内
に接着剤やモルタル等が充填されることにより定着部材の本体部に接続される。
【００３５】
　アンカーは本体部の表面（新構造体）側から接続される場合と、背面（旧構造体）側か
ら接続される場合があり、本体部を厚さ方向に貫通することもある。「接続」には螺合に
よる場合と、挿通と接着剤等の充填による場合がある。
【００３６】
　アンカーが本体部の背面側から接続される場合には、アンカーが旧構造体中に埋設され
ることになるが、その埋設深さは旧構造体への定着長が過大にならない程度に設定される
。アンカーが本体部の背面側から接続される場合、アンカーは定着部材がアンカーに対し
て回転させられることにより、もしくは軸方向に落とし込まれることにより、後述の突出
部に接続される。
【００３７】
　アンカーが本体部の表面側に接続される場合にはアンカーは新構造体からのせん断力を
負担し、背面側に接続される場合には、新構造体からのせん断力を旧構造体に伝達する役
目を持つ。本体部を貫通する場合には新構造体からのせん断力を負担する役目と旧構造体
に伝達する役目を持つ。アンカーは本体部の表面側に接続され、新構造体中に埋設される
場合には、新構造体と定着部材とを一体化させる働きをする。
【００３８】
　定着部材の本体部は厚さ方向の一部が新構造体中に埋設されることで、新構造体からの
せん断力を負担できる程度の厚さを有すれば、凸部から旧構造体にせん断力を伝達するこ
とができる。従って本体部を軸方向に切断したときの断面形状は問われず、例えば平板状
の本体部に付加的な部位が連続して形成されることもある。
【００３９】
　具体的には請求項３に記載のように、定着部材の本体部にその表面側と背面側の少なく
ともいずれかへ突出する筒状の突出部が形成されることもある。
【００４０】
　突出部は本体部からその表面側（新構造体側）と背面側（旧構造体側）の少なくともい
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ずれかへ突出した形で形成されることで、新構造体からのせん断力を本体部と共に負担す
る、または新構造体からのせん断力を凸部と共に旧構造体に伝達する働きをする。突出部
は本体部の表面側に形成された場合に新構造体からのせん断力を負担し、背面側に形成さ
れた場合に旧構造体にせん断力を伝達する。突出部は本体部の表面側と背面側に連続的に
形成されることもある。
【００４１】
　本体部への突出部の形成は本体部の断面形状を変化させるため、突出部は本体部の断面
性能（断面２次モーメント）を向上させる働きをする。すなわち、突出部にアンカーを接
続し、アンカーが受けるせん断力によって本体部に作用する曲げモーメントが無視できな
いような場合に、突出部が本体部の曲げ剛性を高め、曲げモーメントに対する抵抗力を高
め、安定性を確保する役目も有する。
【００４２】
　突出部は中実断面の場合もあるが、中空断面で形成されることもある。請求項５に記載
のように本体部の厚さ方向に挿通孔が形成された場合には、挿通孔は突出部に形成される
ことになるため、突出部は中空断面で形成され、アンカーは突出部の挿通孔に接続される
。突出部に挿通孔が形成される場合、突出部は挿通孔の形成位置に対応し、本体部の中央
部等に形成されるが、必ずしも本体部の中央部に１箇所である必要はなく、複数個形成さ
れることもある。
【００４３】
　本体部に挿通孔が形成された場合に、挿通孔にアンカーを接続しない状態で定着部材が
使用された場合には、挿通孔内に新構造体のコンクリートやモルタル等の硬化材料が充填
されることで、挿通孔の内周面でコンクリートからの支圧力を受けることができる。この
場合、挿通孔内に新構造体の硬化材料が充填されることで、この硬化材料分のせん断力が
加算されるため、定着部材のせん断力伝達能力が向上する。
【００４４】
　このため、挿通孔にアンカーが接続されなくても、挿通孔を有する定着部材は一定のせ
ん断力に対する抵抗力を確保することが可能である。挿通孔内に硬化材料が充填されるこ
とで、新構造体からのせん断力は挿通孔内からも定着部材に伝達され、そのせん断力は挿
通孔内周面のせん断力作用方向への投影面積分になるため、アンカーが接続される場合と
同等程度のせん断力を新構造体から受けることが可能になる。
【００４５】
　一方、本体部に挿通孔が形成された場合に、挿通孔にアンカーが接続された場合には、
前記の通り、アンカーが新構造体からのせん断力を受けることで、アンカーが接続されな
い場合との対比ではアンカー分のせん断力が加算されるため、定着部材のせん断力伝達効
果が向上する利点がある。
【００４６】
　定着部材はその軸方向（厚さ方向）に直交する方向に作用する新構造体からのせん断力
を旧構造体に伝達するせん断力伝達部材として機能し、軸方向の引き抜き力に対して抵抗
する必要はないため、旧構造体及び新構造体との間での付着が期待されることはない。
【００４７】
　例えば突出部における付着を期待するために突出部に雄ねじを形成するとすれば、新構
造体との付着力によって定着部材に曲げモーメントを作用させる可能性がある。結果とし
て、定着部材が純粋にせん断力に抵抗する状態を得ることが難しくなるため、定着部材の
機能上、突出部には雄ねじを形成しない方が合理的である。従って本体部に突出部が形成
される場合に、突出部の外周に雄ねじが形成される必要はない。
【００４８】
　定着部材は本体部と凸部を有する形態から、主に鋳造、もしくは鍛造、あるいは切削に
よって製作される。例えば定着部材を切削によって製作する場合に、突出部に雄ねじを形
成するとすれば、雄ねじを形成するための切削によって失われる鋼材の量が多く、鋼材が
無駄になる。鋳造や鍛造によって製作する場合には、脱型時に雄ねじ（ねじ山）の存在に
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よって型を外すことができない等、突出部に雄ねじを形成することは製作上の不都合も多
い。
【００４９】
　前記のように定着部材は本体部と凸部を有しさえすれば、新構造体と旧構造体との間で
のせん断力の伝達を図ることが可能であり、前記した突出部のように本体部には付加的な
部位が連続して形成される自由さがある。本体部には突出部の他、例えば請求項４に記載
のように本体部の周囲から表面側へ突出する枠部が形成され、定着部材はＨ形の断面形状
に形成されることもある。
【００５０】
　枠部は凸部と同様、本体部の外周面に連続して形成される場合と、外周面の内側に形成
される場合があり、同心円状に複数形成されることもある。凸部が本体部外周面の内側に
形成され、枠部も本体部外周面の内側に形成される場合、定着部材の断面は草冠形状にな
る（図４－（ｂ））。
【００５１】
　枠部が本体部の外周面に連続する場合もその内周側に位置する場合も、新構造体からの
せん断力の作用面積が拡大することで、定着部材が新構造体から受けられる（負担できる
）せん断力が増大するため、枠部がない場合より旧構造体と新構造体の境界面に配置すべ
き定着部材の数を削減することが可能になる。新構造体からのせん断力はその作用の向き
に対向する枠部の面が受けるため、図４に示すようにせん断力が右側へ作用する場合には
、図中、枠部における左側に位置する部分の外周面と、右側に位置する部分の内周面がせ
ん断力を受ける。
【００５２】
　また本体部周囲の背面に凸部が、表面に枠部が形成されることで、定着部材はＨ形断面
形状等をするが、本体部が存在していることで、前記のように本体部が凸部と枠部の剛性
を高める働きをするため、環状の凸部と枠部の曲げ変形が生じにくくなっている。従って
Ｈ形断面形状等の定着部材は枠部での新構造体からのせん断力の負担効果と、凸部からの
旧構造体へのせん断力の伝達効果が確保される。
【００５３】
　定着部材は請求項６に記載のように挿通孔に接続されるアンカーとセットで使用される
こともある。この場合、アンカーも新構造体からのせん断力をその作用方向への投影面積
分の支圧力として受けるため、定着部材が負担し、旧構造体に伝達できるせん断力が増大
する。アンカーは前記のように定着部材の本体部を貫通し、旧構造体中に埋設されること
もあり、その場合にはアンカーは旧構造体にせん断力を伝達する働きをする。
【発明の効果】
【００５４】
　旧構造体の表面側から形成された溝部に定着部材本体部の外周の凸部を嵌入させるため
、新構造体からのせん断力を本体部の外周面から定着部材に伝達し、凸部から旧構造体に
伝達することができる。特に定着部材は本体部を有することで、本体部の面内力によって
凸部にせん断力を伝達することができるため、せん断力を損失させることなく旧構造体に
伝達することを可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
　以下、図面を用いて本発明を実施するための最良の形態を説明する。
【００５６】
　図１－（ａ）は互いに接する旧構造体１と新構造体２間に跨って定着部材３を配置し、
新構造体２が旧構造体１に対して相対変位しようとするときのせん断力を定着部材３を通
じて旧構造体１に伝達させる構造体の接合構造の例を示す。
【００５７】
　旧構造体１にはその表面側から溝部１ａが形成される。定着部材３は旧構造体１と新構
造体２との境界面に重なる平板状の本体部３１と、本体部３１の背面に形成され、溝部１
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ａに嵌入する環状の凸部３２とを有し、本体部３１の少なくとも厚さ方向の一部が新構造
体２中に位置し、凸部３２の少なくとも厚さ方向の一部が旧構造体１中に位置した状態で
、旧構造体１と新構造体２中に埋設される。溝部１ａは凸部３２の形状に対応して環状に
、もしくは凸部３２を包囲する環状を含む円板状等、板状に形成される。
【００５８】
　図１－（ａ）は定着部材３の最も基本的な形状例を示している。ここに示す定着部材３
は平板状の本体部３１と、この本体部３１の周囲、もしくは周囲寄りの位置から背面側へ
突出し、旧構造体１の表面に形成された溝部１ａに嵌入する凸部３２を有し、全体として
板状に形成される。本体部３１の平面形状は問われず、円形、楕円形、多角形状等に形成
される。定着部材３は主に鋼材等の金属材料から形成されるが、定着部材３の材料は問わ
れず、繊維強化プラスチック等からも成形される。
【００５９】
　定着部材３は旧構造体１の表面、すなわち新構造体２との境界面に重なって、または僅
かなクリアランスを確保した状態でこの境界面に配置される。図１－（ａ）は本体部３１
が単なる板状の（挿通孔３１ａがない）場合の例を示しているが、図１－（ｂ）は本体部
３１の中央部に１箇所、挿通孔３１ａを形成した場合の例を示している。挿通孔３１ａは
新構造体２の構成材料（硬化材料）を充填させるために利用される他、アンカー４が接続
されるために利用される。図１－（ｂ）では挿通孔３１ａの内周に雌ねじを切っていない
が、アンカー４を螺合させるために図３－（ａ）に示すように雌ねじを切る場合もある。
【００６０】
　図１－（ｂ）、（ｃ）は挿通孔３１ａの内径をアンカー４の径より大きくしてアンカー
４と挿通孔３１ａとの間にクリアランスを確保し、このクリアランスに、定着部材３の背
面と旧構造体１との間に充填される接着剤やモルタル等の充填材６を充填させることによ
りアンカー４を定着部材３に接続した場合を示している。図１－（ｃ）は特にアンカー４
の軸部に旧構造体１中に定着されるに十分な長さを与え、定着部材３と旧構造体１、及び
新構造体２との一体性を高めた場合の例を示す。（ｃ）の場合、旧構造体１にアンカー４
の軸部が挿入される削孔を形成し、挿通孔３１ａを挿通させて削孔にアンカー４を挿入し
、削孔に充填材６を充填することによってアンカー４が旧構造体１に定着させられる。図
１－（ｂ）、（ｃ）の例においても、挿通孔３１ａに雌ねじを切り、アンカー４を挿通孔
３１ａに螺合させることもある。
【００６１】
　図２－（ａ）は新構造体２から矢印で示すせん断力が定着部材３に作用し、定着部材３
が旧構造体１からせん断力の反力を受けているときの様子を示している。図２－（ｂ）は
（ａ）に示す定着部材３の背面を示している。定着部材３は本体部３１の新構造体２寄り
の一部区間が新構造体２からのせん断力を負担し、凸部３２の外周面の内、旧構造体１寄
りの一部区間が旧構造体１からのせん断力を負担する状態に置かれる。
【００６２】
　挿通孔３１ａを形成する場合、挿通孔３１ａは本体部３１を厚さ方向に貫通して、また
は表面側と背面側のいずれかから中途までの区間に形成される。挿通孔３１ａが形成され
ても、挿通孔３１ａにはアンカー４が接続されず、新構造体２の構成材料が入り込むこと
もある。
【００６３】
　図面では凸部３２を本体部３１の外周面に連続する位置に形成し、本体部３１の外周面
と凸部３２の外周面を同一にしているが、凸部３２は本体部３１の外周の内周寄りに形成
されることもある。また本体部３１の放射方向（径方向）に多重に凸部３２を形成するこ
ともある。
【００６４】
　定着部材３の凸部３２が旧構造体１の溝部１ａに嵌入した状態では、凸部３２が安定す
るよう、図３に示すように溝部１ａには上記充填材６が充填され、凸部３２（定着部材３
）の旧構造体１に対する移動が拘束される。溝部１ａ内への充填材６の充填により、また
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は充填材６が充填された溝部１ａ内への凸部３２の挿入により、図３に示すように充填材
６を定着部材３の本体部３１背面と旧構造体１表面との間に回り込ませ、定着部材３の全
体の、せん断力に対する安定性、すなわち定着部材３の旧構造体１との一体性を高めるこ
ともできる。
【００６５】
　旧構造体１の溝部１ａに定着部材３の凸部３２が嵌入し、充填材６によって拘束される
ことで、新構造体２からのせん断力は定着部材３の本体部３１と凸部３２を通じて旧構造
体１に伝達される。充填材６を定着部材３の本体部３１と旧構造体１との間にも回り込ま
せた場合には、本体部３１背面と旧構造体１表面との間での滑りが阻止されるため、本体
部３１と旧構造体１表面との間においてもせん断力の伝達が行われる。
【００６６】
　本体部３１に挿通孔３１ａを形成した場合、挿通孔３１ａには新構造体２からのせん断
力の負担能力を上げるために、基本的に図３に示すように定着部材３と共に新構造体１か
らのせん断力を負担するアンカー４が接続される。但し、挿通孔３１ａ内にコンクリート
等が流入することで、挿通孔３１ａの内周面をせん断力を受けるために利用することがで
きるため、挿通孔３１ａにアンカー４を接続することなく、挿通孔３１ａ内に新構造体２
を構成するコンクリート等を充填させることもある。
【００６７】
　アンカー４は図３－（ａ）に示すように挿通孔３１ａの内周面に形成された雌ねじに直
接螺合する他、（ｂ）に示すように単純に挿通し、挿通孔３１ａの両側にナット５が螺合
することにより、あるいは挿通孔３１ａ内に接着剤やモルタル等の充填材６が充填される
ことにより本体部３１に接続される。
【００６８】
　アンカー４はせん断力の作用方向への投影面積分の側面が新構造体２からのせん断力を
負担し、定着部材３に伝達する。図面ではアンカー４として頭部を有するボルトを使用し
ているが、アンカー４の形態は棒状には限らず、ブロック状の場合もある。アンカー４は
新構造体２からのせん断力によって曲げ変形しない程度の曲げ剛性を有していればよい。
【００６９】
　図３はまた、本体部３１の挿通孔３１ａが形成される位置に、本体部３１ａの表面側と
背面側の少なくともいずれかへ突出する筒状の突出部３３を形成し、この突出部３３に挿
通孔３１ａを形成した場合を示している。図３－（ａ）、（ｂ）は本体部３１の表面側に
突出部３３を形成した場合、図４－（ａ）は本体部３３の表面側と背面側に形成した場合
である。
【００７０】
　図３－（ａ）に示すように突出部３３にアンカー４を螺合によって接続する場合にはそ
の内周面に雌ねじが形成されるが、図３－（ｂ）のように突出部３３の軸方向両側におい
てナット５により接続する場合には必ずしも雌ねじを形成する必要はない。
【００７１】
　図３－（ｂ）の場合にはアンカー４の先端とそれに螺合するナット５が本体部３１の背
面に突出するため、旧構造体１にはその部分が入り込むための座掘り部１ｂが形成される
。この場合、座掘り部１ｂが形成されることで、座掘り部１ｂに入り込むアンカー４、も
しくはナット５を経て本体部３１からのせん断力が旧構造体１に伝達できる利点がある。
座掘り部１ｂ内には（ａ）と同様に充填材６が充填され、ナット５と座掘り部１ｂ内周面
との間の空隙が塞がれ、定着部材３からのせん断力は座掘り部１ｂの内周面から旧構造体
１に伝達される。
【００７２】
　定着部材３に新構造体２から作用するせん断力と旧構造体１から受ける反力は偶力を構
成し、定着部材３にモーメントを作用させる。そこで、定着部材３の配置状態、例えば凸
部３２の旧構造体１への嵌入深さ等によって定着部材３に作用するモーメントが過大にな
るような場合には、図３－（ａ）に鎖線で示すようにアンカー４がモーメントに抵抗でき
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るだけの抵抗力を新構造体２、または旧構造体１と新構造体２から受けるための長さがア
ンカー４に与えられる。
【００７３】
　本体部３１に突出部３３を形成した場合には、突出部３３は本体部３１に挿通孔３１ａ
を形成したことに伴う剛性の低下分が補う役目を有する。突出部３３はまた、本体部３１
の表面側に形成された場合には、新構造体２からのせん断力を分担し、背面側に形成され
た場合には、新構造体２からのせん断力を旧構造体１に伝達する働きもする。
【００７４】
　図４－（ａ）は上記のように本体部３１の表面側と背面側に連続して突出部３３を形成
した場合である。この場合は突出部３３が本体部３１の両面に形成されることで、本体部
３１の剛性を高める効果が向上することの他、図３－（ｂ）の例と同様に本体部３１が受
けたせん断力の旧構造体１への伝達効果も高まる。突出部３３の挿通孔３１ａにアンカー
４が接続されない場合には、突出部３３が背面に形成されない場合との対比では新構造体
２から受けるせん断力の負担能力も向上する。図４の例においてもアンカー４が接続され
る場合、アンカー４は挿通孔３１ａに螺合、もしくは挿通孔３１ａへの挿通と充填材６に
よって接続される。
【００７５】
　図４－（ａ）はまた、本体部３１の周囲に表面側へ突出する枠部３４を形成した場合を
示している。この場合、本体部３１が枠部３４を有することで、本体部３１と新構造体２
との接触面積が拡大するため、定着部材３が新構造体２から受けられるせん断力が増大し
、定着部材３の設置個数を削減できる利点がある。枠部３４も凸部３２と同様、本体部３
１の外周より内側へ寄った位置に形成される場合と、本体部３１の径方向に多重に形成さ
れる場合がある。図４－（ｂ）は凸部３２と枠部３４を本体部３１の外周より内周側に形
成した場合を示している。
【００７６】
　図５－（ａ）は図４－（ａ）と同様に本体部３１の表面側と背面側に連続する突出部３
３を形成した場合において、特に背面側へ突出する突出部３３の底面の深さを凸部３２の
底面の深さより大きくし、突出部３３を旧構造体１中に嵌入させた場合の例を示す。この
場合、旧構造体１には本体部３１背面側の突出部３３が嵌入するための座掘り部１ｂを形
成することになるが、座掘り部１ｂの内周面を通じて定着部材３からのせん断力が旧構造
体１に伝達されるため、定着部材３からのせん断力の伝達効果が向上する利点がある。
【００７７】
　図５ではまた、本体部３１自身の肉厚を大きめにし、相対的に本体部３１背面からの凸
部３２の高さ（深さ）を小さくすることで、本体部３１自体に、新構造体２からのせん断
力を負担する機能と、旧構造体１へのせん断力を伝達する機能を併せ持たせた場合の定着
部材３の製作例を示している。
【００７８】
　図５では凸部３２の幅を小さくしていることで、凸部１ａと共に、本体部３１の厚さ方
向の半分程度が旧構造体１中に入り込むため、凸部３２が嵌入する溝部１ａを本体部３１
が嵌入する円板状の溝として形成している。この場合、凸部３２が嵌入するための溝部１
ａは本体部３１の全体が嵌入する面積と、本体部３１の半分程度の厚さが嵌入する深さを
持つことになる。図５の例では凸部３２の深さより大きい深さの座掘り部１ｂが形成され
るため、座掘り部１ｂに嵌入する突出部３３と座掘り部１ｂ内周面を通じて伝達されるせ
ん断力が増大する利点がある。
【００７９】
　定着部材３の本体部３１の肉厚を大きめにし、本体部３１が旧構造体１と新構造体２に
等しく跨るように定着部材３が両構造体１、２間に配置された場合には、本体部３１が新
構造体２からのせん断力を面内方向の力として負担し、そのまま旧構造体１に伝達する。
本体部３１は面内方向の剛性が大きい板状であることで、面内方向に受ける新構造体２か
らのせん断力を有効に旧構造体１に伝達する能力を有している。
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【００８０】
　図５ではまた、本体部３１の上下に形成されている突出部３３の全長を貫通する挿通孔
３１ａを形成し、この挿通孔３１ａの全長に、周面に雄ねじが形成されたアンカー４を螺
入させている。アンカー４の、新構造体２側の先端には表面積を稼ぐためのナット５を螺
合させている。アンカー４の、新構造体２側の突出部３３との接続部には突出部３３から
露出するアンカー４の剛性を確保するためにナット５を締結している。図５の例において
もアンカー４は挿通孔３１ａへの挿通と充填材６によって接続されることもある。
【００８１】
　図６は旧構造体１に新構造体２を接触した状態で構築することで、旧構造体１を耐震補
強した場合の施工例を示す。具体的には旧構造体１である鉄筋コンクリート造の既存構造
物の屋外側の梁７に新構造体２であるスラブ８を突き合わせて接合することで、既存の梁
からのせん断力がスラブ８を通じてその端部に接続される耐震補強架構９に流れるように
している。耐震補強架構９はスラブ８の端部に接続される柱９１と、柱９１、９１間に架
設される梁９２、及び柱・梁の接合部間に架設されるブレース９３から構成されている。
【００８２】
　定着部材３は旧構造体１である梁７の側面と新構造体２であるスラブ８の端面との間の
境界面に配置され、定着部材３の新構造体２側からアンカー４が突出し、新構造体２中に
埋設されている。
【００８３】
　図６の詳細を図７－（ａ）に、その旧構造体１の表面部分（鎖線円部分）を拡大した様
子を（ｂ）に示す。図６、図７の例では図７－（ｂ）に示すようにアンカー４が接続され
た定着部材３を梁７の軸方向に適度な間隔をおいて配置しているが、定着部材３は梁７の
成方向（スラブ８の厚さ方向）に複数段、配置されることもある。図７では特に、アンカ
ー４の軸部を旧構造体１に形成した削孔中に挿入した様子を示している。この場合、アン
カー４の周面と、定着部材３の挿通孔３１ａの内周面との間にはクリアランスが確保され
ている。
【００８４】
　図８－（ａ）は旧構造体１と新構造体２の境界面が水平面となるように重ね、その境界
面に本発明の図３－（ａ）に実線で示す定着部材３を介在させ、旧構造体１を固定した状
態で、新構造体２に水平に交番荷重（せん断力）を加えたときの、新構造体２に作用した
荷重（せん断力）Ｑ（ｋＮ）と旧構造体１に対する相対変位δ（ｍｍ）との関係を示す。
定着部材３と旧構造体１との間には充填材６としての接着剤が充填されている。（ｂ）は
比較のため、旧構造体１に穿設した削孔に接着剤を充填してアンカーを挿入した接着系ア
ンカーのみをせん断力抵抗部材として旧構造体と新構造体間に介在させた場合の荷重Ｑと
相対変位δの関係を示す。旧構造体１と新構造体２を構成するコンクリートの圧縮強度Ｆ
ｃは１６Ｎ／ｍｍ２である。
【００８５】
　相対変位が０～２ｍｍの範囲で定着部材３の性能を評価すれば、定着部材３が不在の場
合には（（ｂ））、境界面で伝達できるせん断力Ｑは６０ｋＮ前後程度に留まっているの
に対し、定着部材３を介在させた場合には（（ａ））、１８０ｋＮを超える高いせん断力
Ｑを定着部材３が負担していることが分かる。
【００８６】
　定着部材３が不在の場合にはせん断力の大きさが境界面における摩擦力のみに依存する
のに対し、定着部材３が介在する場合には定着部材３がせん断力を負担し、伝達する能力
を発揮することで、摩擦力のみに依存する場合の３倍近い値のせん断力が得られることに
なる。
【００８７】
　また定着部材３が不在の場合、相対変位が２ｍｍを超え、１０ｍｍ程度までの範囲では
、せん断力が６０ｋＮ程度を維持しているのに対し、定着部材３が介在する場合には相対
変位が８ｍｍを超える程度までにせん断力が徐々に低下する傾向を示すことが分かる。但
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し、相対変位が８ｍｍの時点でもせん断力は１００ｋＮ程度を維持し、不在の場合より高
い値を示している。
【００８８】
　定着部材３が介在する場合に、相対変位が２ｍｍ程度の時点でせん断力が最大値を取っ
た後、相対変位の増大に伴い、せん断力が次第に低下する傾向を示すことは以下の理由に
よるものと考えられる。
【００８９】
　せん断力が作用し始めた時点では定着部材３と旧構造体１との間に充填されている接着
剤等の充填材６が付着により定着部材３と旧構造体１との一体性を確保し、定着部材３の
せん断力に対する剛性が高い状態にある。このため、充填材６の付着が確保されている限
り、定着部材３自身のせん断剛性が発揮されると考えられる。旧構造体１との付着が切れ
、一体性が低下するに伴い、定着部材３が旧構造体１に対して相対移動を生じながら、せ
ん断抵抗力を発揮すると考えられる。
【００９０】
　図８－（ａ）、（ｂ）に示すせん断力－変形曲線の包絡線を描けば、図９－（ａ）、（
ｂ）に示すようになる。定着部材３が不在の場合、相対変位の増加に伴い、せん断力は最
大値を迎えるまでの範囲とその後に緩い傾斜の曲線を描き、最大値は１００ｋＮ程度に留
まる（図９－（ｂ））。
【００９１】
　これに対し、定着部材３が介在する場合には、相対変位の発生と共にせん断力が増大し
、最大値を迎えた後も、極端に低下することなく次第に低下する傾向を示し、せん断力は
１００ｋＮを超えた数値を維持している（図９－（ａ））。この（ａ）、（ｂ）の対比か
ら、せん断力が１００ｋＮを超えた数値を維持する範囲が、定着部材３が介在することの
効果となっていることが分かる。図９－（ａ）には（ｂ）に示す曲線を破線で示している
が、実線と破線の差（せん断力）が定着部材３介在の効果となる。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】（ａ）は本発明の定着部材の基本形状と、新構造体から旧構造体へのせん断力の
伝達の様子を示した縦断面図、（ｂ）、（ｃ）は（ａ）定着部材本体部に挿通孔を形成し
、挿通孔にアンカーを挿通させた様子を示した縦断面図である。
【図２】（ａ）は挿通孔を有する定着部材の基本形状と、新構造体から旧構造体へのせん
断力の伝達の様子を示した縦断面図、（ｂ）は（ａ）の背面図である。
【図３】（ａ）は図２に示す定着部材に突出部を形成し、突出部にアンカーを接続した様
子を示した縦断面図、（ｂ）は本体部の両側に突出するアンカーにナットを螺合した様子
を示した縦断面図である。
【図４】（ａ）は定着部材本体部の周囲に凸部と枠部を形成した様子を示した縦断面図、
（ｂ）は周囲の内側に凸部と枠部を形成した様子を示した斜視図である。
【図５】（ａ）は本体部背面の突出部の深さを大きくし、旧構造体に座掘り部を形成した
様子を示した縦断面図、（ｂ）は（ａ）の背面図である。
【図６】旧構造体（既存構造物）と新構造体（新設構造物）との境界面に定着部材を介在
させた場合の使用例を示した縦断面図である。
【図７】（ａ）は図６の一部を拡大して示した斜視図、（ｂ）は（ａ）における新構造体
の構築前の様子を示した斜視図である。
【図８】（ａ）は本発明の定着部材を旧構造体と新構造体との境界面に介在させて新構造
体にせん断力を加えたときのせん断力－変形関係を示したグラフ、（ｂ）は定着部材が介
在しない場合のせん断力－変形関係を示したグラフである。
【図９】（ａ）は図８－（ａ）の包絡線、（ｂ）は図８－（ｂ）の包絡線である。
【符号の説明】
【００９３】
　１……旧構造体、１ａ……溝部、１ｂ……座掘り部、２……新構造体、
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　３……定着部材、３１……本体部、３１ａ……挿通孔、３２……凸部、３３……突出部
、３４……枠部、
　４……アンカー、５……ナット、６……充填材、
　７……既存の梁、８……新設のスラブ、
　９……耐震補強架構、９１……柱、９２……梁、９３……ブレース。
　
【要約】
【課題】既存のコンクリート造構造体に接する新設のコンクリート造構造体を構築する場
合に、両構造体間でのせん断力の伝達効率を高める。
【解決手段】互いに接する旧構造体１と新構造体２間に跨って定着部材３を配置し、新構
造体２が旧構造体１に対して相対変位しようとするときのせん断力を定着部材３を通じて
旧構造体１に伝達させる接合構造において、
　旧構造体１にその表面側から溝部１ａを形成し、
　定着部材３を旧構造体１と新構造体２との境界面に重なる平板状の本体部３１と、本体
部３１の背面に形成され、溝部１ａに嵌入する環状の凸部３２から形成し、本体部３１の
少なくとも厚さ方向の一部を新構造体２中に位置させ、凸部３２の少なくとも厚さ方向の
一部を旧構造体１中に位置させた状態で、旧構造体１と新構造体２中に埋設する。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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