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シングル配筋ラーメン構造の開発 

耐震補強、鉄筋コンクリート、ラーメン構造、シングル配筋、高強度             

小野里憲一＊ 

                    

１．はじめに  

高強度の鉄筋とコンクリートが利用できるように

なり、これまでは鉄骨鉄筋コンクリート造で建てら

れていた高い耐震性能を必要とする建物が、鉄筋コ

ンクリート造で建てられるようになった。そこで、

本研究は既存建物の耐震補強工法として、高強度の

材料を使用した補強工法を提案しこれを開発するこ

とを目的としている。提案する工法は単に強度の高

い材料を使用するのではなく、柱と梁の主筋をシン

グル配筋とした厚さの薄いラーメン構造で、これを

耐震性能が不足する既存鉄筋コンクリート建物に外

付けすることで耐震性能を補う計画をしている。柱

と梁の主筋をシングル配筋にすることで、鉄筋コン

クリート構造で防止しなければならない破壊がより

生じやすくなるという問題が発生するが、それを解

決できればシングル配筋にすることで鉄筋の組立が

容易になり、現場作業の省力化と工期短縮が期待で

きる。以後、この構造をシングル配筋ラーメン構造

と呼ぶ。この提案は 2010 年度に行った 1)。  

 

２．シングル配筋ラーメン構造  

既存建物の補強方法は図 1 に示すように鉄筋を組

立て、図 2 のように既存躯体に外付けして耐震性能

の不足する建物を補強する。。  

薄肉のラーメン構造を既存建物に外付けする耐震

補強工法は、限られた敷地内で可能なこと、室内に

立入らなくても工事が可能なこと、ブレース補強の

ように採光や景観を妨げる部材が存在しないこと等

のメリットがあげられる。そうした薄肉のラーメン

構造による補強工法は、鉄筋コンクリート部材の断

面内に鋼板を内蔵する構造として既に存在している。

しかし、高強度のコンクリートと鉄筋を利用すれば

鋼板を内蔵しなくても、それと同等の強度を確保す

ることが可能である。計算上は鉄筋に USD685 級を

コンクリートの圧縮強度に 60N/mm2 級を使用すれ

ば、図 3 の(a)に示すように柱と梁の主筋をシングル

配筋とした断面で、図 3 の(b)に示す鉄筋コンクリー

ト断面や (c)の鉄骨を内蔵した断面と同等の耐力が

期待できる。  

 

鋼板を内蔵させないことのメリットは、  

①鋼板を発注・加工・運搬するという工程が削減

できる。  

②鋼板に空けた孔にアンカーを通すという煩雑

な作業を省くことができる。  

図 1 シングル配筋ラーメン構造  

図 2 既存建物の補強例  
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③部材断面で最も応力が大きくなる外端部分に

主鉄筋を集中して配筋できるため、使用する鋼

材量を削減できる。  

また、シングル配筋にすることのメリットは、  

①複層配筋に比較して、鉄筋の組立が容易なため

現場作業の省力化が期待できる。  

②組立が容易なため工期が短縮できる。  

 ただし、補強部材の断面を極端に薄くして高強度

の材料を用いた耐震補強工法はこれまでに存在しな

い。以下の理由で、シングル配筋にすることの問題

点があげられる。  

①コンクリート部材の厚さが薄いため接合部がせ

ん断破壊する可能性が高い。  

②せん断補強筋で囲まれ拘束されたコアコンクリ

ートが存在せず、主筋が一列に並ぶため、コンク

リートが割裂破壊する可能性が高い。  

③太物の鉄筋を利用するため主筋の定着長さが不

足する可能性がある。  

 これらの破壊が生じた場合は、シングル配筋ラー

メン構造は最大強度以降に極めて脆性的な耐力低下

を起こすことから、防止しなければならない。しか

し、もしこれらの破壊が防止できれば、シングル配

筋ラーメン構造は極めて合理的な耐震補強工法の一

つになる。  

このようなことから、2011 年度に実験計画を立て、

シングル配筋ラーメン構造の問題点と考えられる接

合部の性能を確認する実験を 2012 年度に行い、そ

の性能を確認した。次のその実験計画を説明する。  

 

３．接合部の性能実験の計画  

実験は柱梁接合部の強度が最も低いとされる L形

接合部について行う。試験体の大きさは実物の約

1/2 スケールで、階高 3m、スパン 6m、柱梁せいと

も 600mm、部材幅 240mm を想定している（図 4）。

寸法を 1/2 にすると体積比が実物の 1/8 になるため

試験体作製費に同程度の減額が期待できる。  

加力方法を図 5 に示す。L 形の閉じる方向を正加

力方向とした。載荷制御は目標層間変形角 R を 2.5, 

5.0, 7.5, 10, 20, 30, 40, 50 ×10-3radの正負 1サイク

ルずつの繰返し加力とし、最大荷重後に強度が 20％

以上低下することを確認した時点で加力を終了する。

試験体の種類は図 6 に示す試験体記号を L-1、L-2、

L-3、L-4 とする 4 体で、各試験体は接合部の形状と

配筋のみが異なっている。L-1 → L-2 → L-3 の順番

で接合部の主筋の定着長さを長くとれるようにし、

また、L-4 は L-3 に補強筋が追加された試験体であ

る。  

なお、シングル配筋ラーメン構造は材料にコンク

リート強度 60N/mm2級、鉄筋に SD685 級の使用を

想定しているが、今回計画した 1/2 スケールでは使

用する主筋の径が D22 になり、この径で入手可能な

鉄筋強度区分は最大で SD490 級である。このこと

から、コンクリート強度も同様に低い強度のものを

採用することとし、本実験では主筋に SD490 級、

コンクリートに設計強度 21N/mm2 を使用する。実

際に使用した材料強度を表 1 に示す。  

 

(a)シングル配筋ラーメン      (b)既存建物の平均的な材料      (c)鋼板内蔵ラーメン  

   図 3 強度が同等な断面の比較  
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４．接合部の性能実験の結果  

 各試験体の実験結果から荷重 -層間変形角関係

を図 7 に示す。また、試験体と最大強度の関係を図

8 に示す。最大強度は L-1→L-2→L-3→L-4 の順番で

徐々に高くなっていることが分かる。なお、いずれ

の試験体でも負加力側の強度は正加力側の強度より

小さくなっており、L-4 に関しては L-3 より負加力

側の強度が小さい。これは、正加力が常に先行して

行われることによって生じた損傷により負加力側の

強度が低下したもので、負加力側の強度は正確に捉

主筋：D22(SD490) 
せん断補強筋： -D6＠50(SD345) 

3
0

0

300

1
2
0

1,800

300 1,350 150

120

1
,0

5
0

3
0

0
1

5
0

6
0

0

アクチェーター  

L 型接合部試験体  

変位計  

正加力  負加力  

図 4 L 形接合部試験体形状  

図 5 L 形接合部の実験方法  

表 1 使用材料強度(N/mm2) 

降伏強度 引張強度

D6 354 555

D19 532 700

D22 537 705

材　料

鉄筋

コンクリート 圧縮強度σB＝20.8

■印補強筋 :D19(SD490) 

(a) 試験体 L-1      (b) 試験体 L-2          (c) 試験体 L-3        (d) 試験体 L-4 

図 6 接合部の種類  
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えられていない。  

また、一般に接合部に配筋された補強は接合部強

度にあまり影響を与えないとされているが、本実験

では主筋と同程度の配筋を行い、強度が明確に向上

することが確認できた。  

 図 9 は最終時の破壊状況で、表面のひび割れ状

況を線で、内部の破壊状況を塗りつぶしで示してい

る。破壊の観測から L-1 は主筋によるコンクリート

(a) 試験体 L-1               (b) 試験体 L-2     
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 (c) 試験体 L-3               (d) 試験体 L-4 

図 7 荷重-層間変形角関係  

図 8 最大強度の比較  
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の掻き出し破壊、L-2 は接合部のせん断ひび割れを

伴う主筋によるコンクリートの掻き出し破壊、L-3

は接合部のせん断破壊。L-4 は柱と梁の主筋の間で

厚さ方向にコンクリートが裂かれた。以上が 2012

年度の行った予備実験の概要であり、これらの結果

は 2013 年の日本建築学会大会で発表 1),2)した。  

 

５．接合部補強の提案  

2013 年度に 2012 年度の行った実験結果を踏まえ、

接合部の改良方法の提案を行った。2012 年度に行っ

た試験体で一番強度の強かった試験体は L-4 試験体

である。しかし、L-4 試験体の破壊形式は柱筋と梁

筋との間でコンクリートが厚さ方向に裂かれるとい

う割裂破壊であった。この破壊を防止することがで

きれば、接合部の強度をさらに高めることが可能に

なる。そこで、図 10 に示すように、スパイラル筋

を主筋に巻く方法と、厚さ方向にボルトを配置する

方法を提案した。これらの補強材により実験で生じ

た亀裂面を補強する。  

 

６．接合部補強実験の計画  

実験を行う試験体は 2012 年度に実験を行った試

験体 L-4 と試験体に図 10 に示す補強を行った試験

体である。試験体は図 11 に示す、接合部の補強方

法の違う計 4 体である。試験体 L-4-1 を無補強とし

た基本の試験体として、L-4-2 がボルトにより補強

した試験体、L-4-3 がスパイラル筋により補強した

試験体、L-4-4 がボルトとスパイラル筋により補強

した試験体である。実際に使用した材料強度を表 2

に示す。なお、柱と梁の主筋は 2012 年度の実験で

は D22 を使用したが、本実験では D25 を使用する。

これは、D22 を使用した場合は、最大強度が梁端部

+

表面のひび割れ状況    内部の破壊状況  

 (a) 試験体 L-1 

表面のひび割れ状況    内部の破壊状況  

(b) 試験体 L-2 

表面のひび割れ状況    内部の破壊状況  

 (c) 試験体 L-3 

表面のひび割れ状況    内部の破壊状況  

 (d) 試験体 L-4 

図 9 試験体の破壊状況  図 10 割裂破壊防止の提案  
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の主筋の降伏によって決まり、接合部のコンクリー

トで破壊が決まらない可能性がある。コンクリート

で破壊を生じさせることで接合部の補強効果を確認

することを目的として、径を大きくしている。  

試験体の加力方法は正負交番加力とし、最大強度

が確認できるまで 5.0×10-3rad の増分で、それ以降

を 10.0×10-3の増分とし、約 40×10-3rad まで行っ

た。  

なお、2012 度の実験では L 形が閉じる正側を先

行して加力を行ったが、本実験では L 形が開く負側

先行して加力する。これは、正側より負側の方が、

接合部に引張力が作用することで強度が引くいため

で、最大強度の低い側にどれくらい補強効果が見ら

れるのか確認するためである。  

 

７．接合部補強実験の結果  

 実験は 2014 年度の行われた。各試験体の実験

結果から荷重-層間変形角関係を図 11 に、各試験体

の包絡線の比較を図 12 にします。また、試験体と

最大強度の関係を図 13 に示す。実験の加力は負側

を先行したため、は負側の破壊によって正側の最大

強度は明確にはなっていないと判断されることから、

ここでは負側の結果について報告する。図 13 の数

値からわかるように、補強を行っていない試験体

L-4-1 に比較して、ボルトで補強を行った試験体

L-4-2 およびスパイラル筋で補強を行って L-4-3 試

験体とも、最大強度は大きくなった。さらに両者で

補強を行った試験体 L-4-4 はさらに最大強度が大き

くなった。  

図 12 からわかるように、最大強度時の層間変形

角も補強を行った試験体は大きくなっている。いず

れの補強も補強効果があったことがわかる。  

各試験体の実験終了後の破壊状況を図 14 に示す。

赤い線は試験体表面に発生したひび割れを、赤い塗

りつぶしは、実験終了後に試験体を解体して、2012

度の L-4 試験体発生したような厚さ方向に裂くよう

な割裂破壊が生じていた範囲を示している。スパイ

表 2 使用材料強度(N/mm2) 

降伏強度 引張強度

D6 354 555

D19 532 700

D22 537 705

材　料

鉄筋

コンクリート 圧縮強度σB＝20.8

404 554 

552 

551 

726 

737 

23.3 

25 

(a)  試験体 L-4-1 

(b)  試験体 L-4-2 

(c)  試験体 L-4-3 

 

(c)  試験体 L-4-4 

 

 

図 10 接合部補強試験体  
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ラル筋で補強した試験体 L-4-3 は無補強の試験体と

同様に、接合部全域で割裂破壊が発生していること

がわかる。ボルトで補強した試験体 L-4-2 と L-4-4

については接合部の内部の割裂破壊を防止できた。  

 

８．まとめ 

新し耐震補強工法としてシングル配筋ラーメン構

造を提案して、その開発のために L形接合部の実験、

および補強効果の実験を行い、以下の結果を得た。  

１）接合部強度は主筋の定着長さを長くするほど高

くなる。  

２）接合部内に配筋された補強筋は、接合部のせん

断強度を高めることができる。  

３）接合部をボルトで補強することで、接合部の強

度と変形性能を高め、割裂破壊を防止できる。  

４）接合部をスパイラル筋で補強することで接合部

の強度と変形性能を高めることはできるが、割裂

破壊を防止できない。  

５）接合部をボルトとスパイラル筋の両方で補強す

ることで、片方のいずれかで補強するより接合部

の強度と変形性能を高め、割裂破壊を防止できる

にが向上する。  

 

９．おわりに  

シングル配筋ラーメン構造を開発するための懸

念事項であった、接合部強度が低いという問題に対
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図 11 荷重-層間変形角関係  

 

(a)  試験体 L-4-1                      (b)試験体 L-4-2 

 (c) 試験体 L-4-3               (d) 試験体 L-4-4 
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して様々な検討を行い、接合部強度を高めることの

できる補強方法を提案することができた。ただし、

これまで行った検討は、この工法で実際に使用した

いと考えている高強度のものでなく、縮小試験体と

いうう制約から、強度の低い材料で行ってきた。今

後は実強度の材料を使用して、補強効果を実証する

ことと、L 形以外の接合部についても検証すること

が必要である。  
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(a) 試験体 L-4-1 

 

(b) 試験体 L-4-2 

 

(c) 試験体 L-4-3 

 

(d) 試験体 L-4-4 

 図 14 試験体の破壊状況  

図 12 包絡線の比較  
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L-4-1 L-4-2 L-4-3 L-4-4

引き 62.0 67.0 66.3 73.3

押し 63.5 81.5 71.2 85.7
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図 13 最大強度の比較  

 


