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第 1 章 序論 

 

1.1 研究の背景 
 

1.1.1 道路橋の建設数と管理者 

 

全国の道路インフラのストックは，高度経済成長期にその多くが集中的に整備されており，

道路橋においては，2020 年時点で橋長 2m 以上の橋梁が約 72 万橋存在し 1-1），その約 4 割が

鋼橋である．このうち，建設後 50 年を経過した橋梁の割合は 30％であり，2030 年時点には，

55％にまで急激に増加する 1-2）．また，この 72 万橋の道路管理者の内訳は図 1.2 に示すとお

り，全体の 90％以上である 66 万橋が地方自治体で管理されており，その中でも市区町村が全

体の 66％にあたる 47 万橋を管理している状況である． 

これら以外にも古い橋梁であるため記録が確認できない建設年度不明の橋梁が約 23 万橋

あり，膨大な道路橋を効率的に維持管理することがこれまで以上に求められている． 

 

 
図 1.1 建設年度別橋梁数 1-1） 

 

   

図 1.2 道路管理者別の橋梁数 1-1） 
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1.1.2 道路橋の老朽化に対する取組み 

 

図 1.3 に示すとおり，2012 年 12 月に発生した笹子トンネル天井板落下事故を一つの契機と

して，それまでに懸念されてきた社会インフラの老朽化への対策についての議論が加速し，

様々な取組みが行われてきた 1-2）．そのなかで，2013 年（平成 25 年）の道路法の改正を受け，

すべての道路管理者に対して 2014 年 7 月より 5 年に 1 回の近接目視を基本とする道路橋の定

期点検が義務付けられた（メンテナンス元年）．また，文献 1-3）において，国土交通省の取

組みと目指すべき方向性が示され，道路管理者は管理する社会資本の長寿命化を目指し，ラ

イフサイクルコストを考慮したうえで持続的にメンテナンスサイクルを回すことが求められ

ている．そのためにも，図 1.4 に示すとおり，これまでの事後保全による対策から損傷が軽微

な段階で措置を講じる予防保全による対策へ転換し，トータルコストの縮減を図る 1-4）ことが

望ましいと考えられる． 

 

 

図 1.3 道路の老朽化対策に関する取組みの経緯 1-2） 

 

 
図 1.4 事後保全と予防保全のサイクル 1-4） 
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1.1.3 道路橋の定期点検結果と修繕措置の状況 

 

道路橋の定期点検が義務化された 2014 年（平成 26 年）度から 2018 年（平成 30 年）度に

おいて，72 万橋に対する 1 巡目の点検が概ね完了した．2019 年のメンテナンス年報 1-5）で，

定期点検の結果が報告されており，点検した構造物の健全性を診断し，4 段階の区分で判定 1-

6）が行われた．このうち，図 1.5 に示すとおり，「道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，

早期に措置を講ずべき状態」の早期措置段階である判定区分Ⅲ，または「道路橋の機能に支障

が生じている，又は生じる可能性が著しく高く，緊急に措置を講ずべき状態」の緊急措置段階

である判定区分Ⅳの橋梁が全体の約 10％のおよそ 7 万橋に達していることが明らかとなった．

これらの大半は，建設後 30 年以上が経過した橋梁であり，経過年数の増加に伴って判定区分

ⅢまたはⅣに区分される割合および橋梁数は増加しており，51 年以上になると全体の 17％以

上が判定区分ⅢまたⅣに区分されている． 

 

 

 

図 1.5 定期点検 1 巡目の判定区分結果と建設経過年数 1-5) 

 

1 巡目の定期点検において判定区分ⅢとⅣに判定された橋梁に対して，各道路管理者によ

って修繕等の措置が順次取られてきており，定期点検が 2 巡目に入り 1 年が経過した 2019 年

度末の時点における，各道路管理者による修繕等措置の実施状況を表 1.1 に示す．国土交通

省，高速道路会社では，2 巡目の点検時までに修繕等措置の着手まではおおむね達していると

言える状況である．一方，地方公共団体では，そのペースに追い付いておらず，特に市区町村

では目標とすべきペースの半分程度に留まっているのが現状である．道路管理者全体におけ

る措置の状況をみると，これらの地方公共団体が全体に占める割合が大きいことから，修繕

等の措置が完了しているのは 21％，着手したものを含めると 36％となっている．これらのこ

とから，地方公共団体，特に市区町村において，修繕等の措置を速やかに進めていくことが重

要である． 
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表 1.1 定期点検 1 巡目の修繕等措置の実施状況 1-1） 
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1.1.4 建設業就業者の減少と高齢化 

 

図 1.6 に建設業就業者の推移を示す．図 1.6（a）より，建設業就業者は，1997 年（平成 9 年）

の 685 万人をピークに長期間にわたり減少を続け，2016 年（平成 28 年）ではピーク時の約

72％となる 492 万人にまで減少した．さらに，図 1.6（b）より，2016 年の時点において，建

設業就業者のうち約 34％が 55 歳以上を占め，29 歳以下の占める割合に比べて 3 倍程度とな

っており，全産業の割合に比べて高齢化率が高く，建設業の労働力不足が深刻化しているこ

とを表している． 

今後，これらの高齢化した建設業就業者，とくに実際の現場で施工作業に従事する技能労

働者が退職することで，建設業の労働力が大幅に減少していくことが懸念される．そこで，熟

練した技能労働者が減少した場合であっても，特殊な技能を必要としない簡易で作業性の良

い補修方法の開発および普及，あるいは建設現場における労働生産性の向上が望まれている．  

 

  

（a）技能労働者の推移        （b）建設業就業者の高齢化の進行 

図 1.6 建設業就業者の推移 1-7） 
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1.2 鋼道路橋の損傷と対策 

 

1.2.1 鋼道路橋に生じる損傷事例 

 

鋼道路橋における損傷として，腐食，疲労き裂，部材の変形およびボルトのゆるみ・脱落な

どが挙げられる 1-8）．これらの損傷の中でも，特に代表的なものとして腐食と疲労き裂が，よ

く報告されており，鋼鈑桁橋において腐食と疲労き裂が発生しやすいとして考えられている

箇所 1-8），1-9）が図 1.7 と図 1.8 のようにまとめられている． 

図 1.7 では腐食の発生しやすい箇所として，部材が交差している箇所や，連結ボルト部，桁

端部の滞水しやすく風通しの悪い湿潤な環境が挙げられており，直射日光の有無によって塗

膜の劣化状況に差が生じることで平坦な部材でも腐食が生じる可能性がある． 

図 1.8 では疲労き裂が生じる箇所として，部材同士を接合している溶接部が多く，鋼板の切

り欠き部からもき裂が生じることがある．いずれの場合でも応力が集中する箇所に繰り返し

高い応力が加わることによってき裂が発生する．道路橋において疲労き裂が顕在化し始めた

のは 1980 年ころからであり，大型車の交通量の増加や過積載車輌の通行による影響が大きい

1-10）． 疲労損傷は応力の繰返しによって生じる経時的な損傷であり，現在き裂が生じていな

い場合でも，応力の繰返し加わることでダメージが累積されていくことで今後き裂が生じる

可能性がある． 

疲労き裂が生じる要因については，設計基準の変遷による影響も考えられる．1957 年（昭

和 32 年）の溶接鋼道路橋示方書において初めて溶接を用いた道路橋の基準が示され 1-11），リ

ベット接合に代わり，SM41 による溶接接合が用いられることになった．それ以降．1964 年

（昭和 39 年）の鋼道路橋示方書 1-12）の改訂で SM50，1967 年（昭和 42 年）の溶接鋼道路橋

示方書（追補）1-13）で SM50Y，SM53，SM58 が規定され，鋼道路橋に高張力鋼が用いられる

ようになり，鋼桁の軽量化を図る設計が可能となった．これに加えて，1964 年（昭和 39 年）

の鋼道路橋示方書の改訂において，それまで L/600（L:支間長（m））以下に規定されていた

RC 床版を有する I 桁橋の最大たわみが L/500 以下に緩和されたことによって，主桁の剛性が

低い構造となった．また，RC 床版の鉄筋の許容応力度の規定も同時に緩和され，鉄筋量が少

なく，版厚の薄い剛性の低い RC 床版が多数建設された 1-14）．部材の軽量化等によって剛性

の低い主桁によって，たわみやすい構造になることで，活荷重時に主桁間の相対的な変位が

増加し，部材の接合部では設計段階で想定していない 2 次応力や変形が生じ，疲労損傷の要

因となっている 1-15）．しかし，鋼床版や道路橋に軌道または鉄道を併用する場合を除いて，

鋼部材の疲労の影響を考慮しなくてよいとされており，2002 年に鋼道路橋の疲労設計指針 1-

10）が出版され，鋼道路橋の疲労設計の基本的な考えが示された． 

このような設計基準に対する経緯から，建設年度の古い橋梁では当初から疲労に対して設

計上の考慮はなされておらず，経年にともなう応力の繰返しの累積によって，今後さらに疲

労損傷が生じる可能性が高いと考えられる． 
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図 1.7 鋼鈑桁橋における腐食損傷の多い箇所 1-8） 

 

 

図 1.8 鋼鈑桁橋の疲労き裂の発生事例 1-9） 
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1.2.2 鋼板による当て板補修 

 

前述の腐食および疲労き裂といった損傷に対して，一般的に取られている対策のなかに，

高力ボルト摩擦接合による鋼当て板がある．損傷によって低下した既設部材の耐荷性能を補

うため，新たな鋼部材を高力ボルト摩擦接合により取り付けることで荷重伝達を行う方法で

あり，これまでに多くの実構造物で施工されている．写真 1.1 と写真 1.2 に腐食と疲労き裂が

生じた鋼鈑桁橋に施工された当て板の事例を示す 1-16）． 

鋼当て板による補修対策の施工では，既設部材に対して専用の電動工具を用いて高力ボル

ト用の孔を明ける必要があり，一時的ではあるものの既設構造物の断面を欠損することにな

る．また，一般的に鋼板での対策の場合，補修範囲が局部的であってもその重量から一定の架

設機材が必要となることに加え，施工に特殊技能を要するため，対象範囲が小規模な場合に

は費用が割高になると考えられている 1-17）． 

 

    

（a）腐食損傷状況        （b）当て板による補修 

写真 1.1 鋼鈑桁橋の腐食および補修事例 1-16） 

 

   
（a）疲労き裂の発生状況      （b）当て板による補修 

写真 1.2 鋼鈑桁橋の疲労き裂および補修事例 1-16） 

当て板による桁補修 

当て板による補修
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1.2.3 CFRP による補修・補強 

 

鋼当て板による課題を解決するための新たな補修方法として，ガラス繊維や炭素繊維など

を繊維強化材とした，繊維強化プラスチック（FRP：Fiber Reinforced Polymer）と呼ばれる複

合材料を用いた方法がこれまでに多数研究されており例えば 1-18）～1-22），実用化に向けた指針等

の整備を含め，様々な成果を上げてきている 1-23～1-25）． 

この FRP のなかでも，強化繊維をガラス繊維とした GFRP が建設分野ではよく用いられて

おり，コンクリート構造物を対象とした補修・補強では 1993 年ごろから徐々に普及が始まり

1-26），現在では一般的な工法となっている．一方，鋼構造物への適用においては，コンクリー

ト構造物に比べて事例数は少なく，遅れている状況であるといえるものの，高速道路会社で

は適用に向けたマニュアルも整備されており 1-17），今後適用が増えていくと考えられ，最近

では，高価ではあるが高性能な炭素繊維が用いられている． 

CFRP の強化繊維である炭素繊維は，ガラス繊維やアラミド繊維に比べて，弾性係数が高く，

その種類も豊富であることから，特に鋼構造物への適用に対してほかの繊維よりも検討され

ている事例が多い．また，炭素繊維は鋼材の弾性係数より高い材料も一般に入手可能である

ため，少ない繊維量で効率的に補強効果を得られることも検討事例が多い理由の一つとして

挙げられる． 

写真 1.3 に，鋼構造物の補修・補強で使用される炭素繊維による材料を示す．一般的に用い

られる材料は 3 種類あり，写真 1.3（a）は炭素繊維シート，写真 1.3（b）は炭素繊維ストラン

ドシート，写真 1.3（c）は炭素繊維プレート（以下，CFRP 板とする）で，いずれも 1 方向の

みに繊維が配向されているものである．炭素繊維シートは，炭素繊維の束を引き揃えたドラ

イシートで，現場で液状の接着剤を含浸させて鋼部材に接着し一体化する．炭素繊維ストラ

ンドシートは，工場であらかじめ炭素繊維を束状に含浸し，硬化させた直径 1mm 程度の炭素

繊維ストランドを，横糸で連結させてすだれ状にしたもので，現場においてペースト状の接

着剤でストランドシートを鋼部材に接着する．CFRP 板は，ストランドシートと同じく工場で

炭素繊維に接着剤を含浸させるが，接着剤を含浸させた炭素繊維を帯板状に引き抜き成形加

工し，接着剤を硬化させて製造する．現場では CFRP 板を鋼部材に接着剤を用いて接着させ

一体化する． 

鋼部材に対して必要となる補強量は，炭素繊維の弾性係数と繊維量によって決定され，炭

素繊維シートの場合，現場で接着剤を炭素繊維に含浸させて積層するため，品質のばらつき

が生じやすく，工程数も増加する．一方，炭素繊維ストランドシートおよび CFRP 板は，材料

自体は工場で製造されるため高品質で安定しており，現場における作業も大幅に省力化でき

る．また，炭素繊維シートを用いた CFRP に占める繊維含有率は 20％程度，炭素繊維ストラ

ンドシートと CFRP 板の繊維含有率はそれぞれ 50％程度と 70％程度と考えられており 1-24），

CFRP の体積当たりに対する補強効率は CFRP 板が最も高くなる．しかしながら，写真 1.4 に

示したように炭素繊維シートは接着剤を含浸させ硬化するまでは，形状をある程度自由に変
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化させることができるため，鋼板が交差して取り付いている箇所に対しても，CFRP を接着す

ることができ，また，積層するシートの配向を変化させることで，補強する方向を調整できる

のに対して，炭素繊維ストランドシートや CFRP 板では炭素繊維シートのような形状の調整

をすることが難しい．これらの炭素繊維材料の特徴を考慮したうえで，CFRP を接着する対象

となる箇所の形状や構造的な特性に配慮して材料を選定しなければならない． 

 

（a）炭素繊維シート 1-17）      （b）炭素繊維ストランドシート 1-17） 

 

 

（c）炭素繊維プレート 1-27） 

写真 1.3 炭素繊維材料の供給形態 

 

  

（a）炭素繊維シートの接着状況 1-17）   （b）炭素繊維プレートによる補強 1-28） 

写真 1.4 鋼道路橋の CFRP 接着の適用事例 



11 
 

1.3 CFRP 板を接着する接着剤の特徴 

 

本研究では簡易な施工方法で CFRP 板を接着することを検討しており，施工に関する工程

のうち接着剤を塗布する作業が最も手間がかかると考えられる．一般的に CFRP 板を接着す

る場合に用いられる接着剤は常温硬化型の 2 液性エポキシ樹脂であるが，近年，アクリル樹

脂を用いた検討も行われている 1-29）～1-33）．本研究ではエポキシ樹脂ではなく，アクリル樹脂

を使用した．使用したアクリル樹脂は，第 2 世代アクリル系接着剤で SGA（Second Generation 

Acrylic Adhesive）と呼ばれており，その特徴として 2 液性の他の接着剤と比べてラフな混合

比率に対応できることが挙げられる 1-34）． 

通常，2 液性の接着剤は，一方を A 剤，もう一方を B 剤とすると，A 剤と B 剤を混合撹拌

することで硬化反応が開始する．このとき，2 剤の混合比率は一定に決められており，その比

率から逸脱すると硬化不良が生じ，規定された強度が発現しない．そのため，接着剤を使用す

る場合には，2 剤をそれぞれ計量し，十分に撹拌することが必要となる．しかし，SGA のア

クリル樹脂は，2 剤の主成分がほとんど変わらないため，ほかの樹脂のように混合比率を厳密

に管理しなくても，例えば，接着剤を取り出した面積あるいは体積を目測するといった方法

で計量しても，硬化後の強度に影響を与えない． 

また，このアクリル樹脂は，ハネムーン接着という接着方法が可能で，図 1.9 に示すよう

に，A 剤と B 剤をそれぞれ別の被着体に塗布し，それらを互いに接触させることで硬化反応

が開始する．一般的な接着剤では，2 剤を混合撹拌すると硬化反応が開始し，時間の経過とと

もに粘度が増加する．そのため，塗布する範囲で使用する量をあらかじめ決めておき，その量

ごとに接着剤を撹拌して，決められた可使時間内に作業を終えなければならない．しかし，ハ

ネムーン接着を行う場合は，A 剤と B 剤が接触しなければ硬化反応は開始しないため，塗布

する範囲を自由に決めることができ，CFRP 板接着の作業性が大幅に改善する． 

本研究では，第 2 章から第 4 章において，CFRP 板を鋼板に接着する試験を行っており，そ

の際に使用した接着剤は，すべて同一の SGA のアクリル樹脂系接着剤であり，ハネムーン接

着により接着作業を行った． 

 

 

図 1.9 ハネムーン接着の概要 
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1.4 研究目的 

 

1.1 で述べたように，現在，わが国の社会資本の一つである鋼道路橋において，建設後 50

年以上が経過した橋梁の割合が増加する状況にある．その中で，地方自治体，特に市区町村が

管理する橋梁の割合が大きく，限られた予算と人材で効率的にそれらを維持管理していく必

要がある．全橋梁を対象とした 5 年に 1 回の定期点検の 1 巡目が完了し，現時点での橋梁の

損傷状況の概要が把握された．しかし，補修等の措置が必要な損傷を有する橋梁に対して，地

方自治体の対策が十分に追い付いていない状態で，2 巡目の点検を迎えようとしている．ま

た，今後，鋼道路橋を管理していくうえで，これまでのような事後保全による対策から予防保

全による対策へと転換することは，ライフサイクルコストを抑えながら長寿命化していくた

めには有効である． 

本研究では，損傷した鋼道路橋の部材に対して，簡易な施工による補修方法として，CFRP

板を樹脂で接着接合する方法について検討し，実際の現場で適用するにあたり，既往の研究

では扱っていないが，実構造物では発生しているいくつかの条件における鋼部材と CFRP 板

との力学的特性を明らかにした．研究の対象としているのは，鋼部材の代表的な損傷である

腐食と疲労き裂により性能低下した鋼部材である．その中でも比較的損傷が軽微な段階にお

ける補修・補強を想定しており，局所的な施工を行うことで鋼部材の性能を回復させ，鋼道路

橋の長寿命化を図ることを目指している． 

まず，CFRP 板と鋼部材の間における応力伝達に着目した．鋼部材に作用する応力を CFRP

板に伝達させ，鋼部材の応力を低減させるためには，CFRP 板の端部に定着長さと呼ばれる応

力の伝達区間が必要となる．この定着長さを短くすることによって，CFRP 板の接着範囲を狭

くすることができ，接着の作業性も向上し，材料および労務コストの縮減に寄与する．定着長

さを短くする方法として，接着剤の厚さを薄くすることが挙げられるが，接着層を薄くする

ことによって，定着区間で急な応力伝達が行われる．CFRP 板は直交異方性の材料であり，繊

維方向には鋼材と同等程度以上の弾性係数を有するが，繊維に直角方向には弾性係数が 1/10

以下に低下する．このため，鋼板から当て板の CFRP 板への応力伝達において，接着層が薄

くなるほど CFRP 板のせん断変形の影響が無視できなくなる．そこで，接着層の厚さの違い

によって CFRP 板と鋼板の応力伝達にどのような差が生じるかを確認する必要がある． 

次に，鋼部材の代表的な損傷事例である腐食に対して，CFRP 板を当て板して補修すること

を想定した場合，CFRP 板の形状は通常は矩形に成形したものを使用するが，腐食範囲は矩形

ではなく不規則な形状であることがほとんどである．不規則な形状の腐食範囲に対して矩形

の CFRP 板を接着すると，CFRP 板の接着範囲内で鋼板が健全な部分に CFRP 板を接着する長

さが異なることになる．そこで，鋼板の腐食範囲が矩形の場合と矩形でない場合に対して，矩

形の CFRP 板を接着し，定着長さが異なることで耐荷性能に生じる差を明らかにすることが

必要である． 

一方，もう一つの鋼部材の代表的な損傷事例である疲労き裂に対して，CFRP 板を接着して
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き裂の進展を抑制する方法を想定した場合，疲労き裂の進展を抑制するためには，き裂の進

展方向に対して直交する方向に炭素繊維の繊維方向を配置することが有効である．しかし，

実際の鋼構造物へのき裂補修では，また，繰り返し作用する外力による変動応力の主方向に

も配慮が必要である．例えば，き裂が発生している箇所にガセットプレートなどの部材が取

り付いている場合や，き裂が発生している箇所の応力状態が不明確でき裂の進展方向が予測

できない場合，き裂が発生している箇所が狭隘で CFRP 板を配置する位置が決定されてしま

う場合などが挙げられる．このような場合においても，CFRP 板を接着することによってき裂

の進展を抑制することは可能であり，き裂の進展方向と CFRP 板の繊維方向が直交しない状

態におけるき裂の進展経路を明らかにすることは重要であると考えられる． 

最後に，前述したき裂の進展方向と CFRP 板の繊維方向が直交しない状態におけるき裂の

進展経路についての検討を応用し，一般的な鋼道路橋の上部工形式である鈑桁橋で疲労き裂

が生じている部位を対象とした検証を行うことで，実際に CFRP 板の接着による当て板補修

の有効性を確認する． 
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1.5 論文構成 
 

本論文は，図 1.10 に示すように第 1 章から第 6章で構成されている． 

第 1 章の序論では，本研究の背景，鋼道路橋の損傷事例とその対策方法，研究目的および

論文の構成について述べている． 

第 2 章の接着層を薄くした CFRP 板接着鋼板の実験および解析的検討では，鋼板に CFRP 板

の当て板を接着する際に必要となる定着長さを短くすることを目的に，接着層の厚さを薄く

した場合に生じる力学的特徴について検討した．鋼板の厚さ，CFRP 板の厚さと弾性係数，接

着層の厚さをそれぞれ変化させた供試体を作製し，静的一軸引張試験を実施した．接着層の

厚さに違いによって CFRP 板に生じる応力の差を確認し，各試験体の破壊形態の差も確認し

た．また，試験体を再現した有限要素解析（以下，FEM 解析とする）を実施し，鋼板と CFRP

板間の応力伝達において，鋼板と CFRP 板が完全に合成されたとみなせる接着長さと，理論

解析による定着長さとの比較を行った．既往の理論解析では CFRP 板のせん断変形の影響が

考慮されていないため，特に接着層の厚さが薄くなる場合で，鋼板から CFRP 板への応力伝

達の遅れを検証した． 

第 3 章の腐食範囲の形状が異なる CFRP 板接着鋼板の耐荷性能に関する研究では，腐食した

鋼板へ CFRP 板を接着することを想定し，矩形の CFRP 板の接着範囲において，腐食範囲が

矩形である場合と矩形ではなく平行四辺形である場合での鋼板と CFRP 板間の応力伝達の違

いについて検討を行った．複合サイクル試験機を用いて，実際の屋外環境に近い腐食条件で

鋼板を腐食させ，腐食範囲の形状を矩形と長方形に，腐食深さを変化させた鋼板に対して，

CFRP 板を接着した供試体で静的一軸引張試験を実施した．CFRP 板の接着範囲における腐食

範囲の形状が異なることで，鋼板と CFRP 板の合成断面の形状が変化し，耐荷性能にも違い

が生じると考えられる．また，試験体を再現した FEM 解析により，試験における CFRP 板の

応力の分布状況と解析結果の比較を行った．特に，FEM 解析と理論解析によって求まる応力

との検証から，既往の理論解析における境界条件を満たすことにより，腐食範囲が矩形では

ない場合においても既往の理論解析が適用可能であることを検証した．  

第 4 章の鋼板き裂の進展方向と繊維方向が直交しない CFRP 板接着鋼板のき裂進展解析で

は，疲労き裂が発生した鋼板に CFRP 板を接着し，き裂の進展を抑制する方法を実構造物へ

適用することを想定し，疲労き裂の進展方向に対して，CFRP 板の繊維方向が直交しない場合

についての検討を行った．切り欠きを有する鋼板に予め繰り返し荷重を与え，予き裂として

疲労き裂を発生させたのち，CFRP 板を接着させた供試体により疲労試験を行った．供試体の

切り欠きの形状を変化させ，疲労き裂が CFRP 板の繊維方向に直行しない条件を与えた．線

形破壊力学 1-35）におけるモードⅠとモードⅡが混合するき裂に対して，CFRP 板を接着すること

でき裂の進展方向に生じる差について検証を行った．ここでは CFRP 板を接着する前後でき

裂の先端に生じる残留応力の分布状況が異なり，き裂の進展に影響すると考えた．繰り返し

載荷する応力範囲の条件を変化させることによって，き裂進展がどのように変化するかを理
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論解析および FEM 解析を用いて検証した． 

第 5 章の実構造物への適用の検討では，第 4 章での結果を踏まえ，実際の鋼鈑桁橋におい

て疲労き裂の発生が多数報告されている面外ガセット継手を対象として，CFRP 板の接着によ

る予防保全対策な応力集中の低減効果，事後保全対策としてのき裂進展抑制効果について

FEM 解析により検討を行った．予防保全対策の検討では，すみ肉溶接の溶接止端部での応力

集中をホットスポット応力で評価した．CFRP 板を接着する位置を変化させることによって，

ホットスポット応力がどの程度低減するかを検証した．これによって，実際の応力集中部に

対して予防保全対策として，き裂の発生を抑制する効果が期待される．一方，事後保全対策と

して，既に疲労き裂が発生した箇所が見つかった場合に，CFRP 板を接着することによりき裂

の進展をどの程度抑制し，き裂の進展経路におよぼす影響についてき裂進展解析によって評

価した．実構造物を想定した評価を行うにあたり，長期間にわたり様々な環境的影響を受け

ることを想定し，CFRP 板が部分的にはく離することも考慮した解析も併せて行った． 

第 6 章の結論では，本研究での検討結果をまとめるとともに，今後の課題について述べた． 

 

 

図 1.10 本論文の構成 
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第 2 章 接着層を薄くした CFRP 板接着鋼板の実験および  

解析的検討 

 

2.1 はじめに 
 

構造物を対象にした補修・補強において，繊維強化ポリマー（FRP：Fiber Reinforced Polymer）

を用いた方法があり，これまでに様々な検討が行われている 2-1）～2-7）．補強繊維のなかでも炭

素繊維は他の繊維に比べて弾性係数が高く，種類も豊富であるため，構造物の補修・補強でこ

れまでよく利用されている．工場であらかじめ炭素繊維を高分子樹脂で硬化させて板状に成

形した CFRP 板は，現場での FRP 作製に比べ品質が安定し，繊維の含有率を高め，効率的に

補修・補強することができることから鋼構造物の補修・補強ではよく用いられている．さらに

CFRP 板は 165kN/mm2から 450 kN/mm2程度の幅広い弾性係数や板厚のタイプが製造されてお

り，対象とする鋼構造物の部材に合わせて CFRP 板を選定できるメリットがある． 

CFRP 板を使った補修・補強では，対象となる鋼構造物の表面に接着剤を用いて CFRP 板を

接着接合して当て板する．接着接合には対象箇所の補修・補強範囲に加えて必要な接着長さ

分の CFRP 板を接着する必要がある．接着長さは鋼板と CFRP 板との弾性係数の割合や接着

剤の厚さおよびせん断弾性係数などの影響を受ける．既往の研究 2-8）～2-14）では，鋼と CFRP

板が完全に合成されるとみなすために必要な接着長さや発生する応力について，理論や解析

によって検討され，試験等でその妥当性が確認されている．それらの研究では接着層の厚さ

は 0.20mm 以上となっており，通常の施工においても概ねその範囲程度であると思われる．し

かし，狭隘部や補修対象箇所が近接している場合など，設計上必要とされる接着長さが確保

できないことも想定される．そのような場合，接着層の厚さを薄くすることで接着長さを短

くすることが可能となり，磁石を使って CFRP 板に面圧を与えることで接着層を薄くする補

修方法の検討 2-15）も行われている．しかし，同じ荷重が作用した場合に，接着層を薄くする

ことで CFRP 板の端部の接着剤に生じるせん断応力と垂直応力は大きくなり，CFRP 板がはく

離する可能性が増加するといった懸念もある． 

実構造物での CFRP 板接着の適用を考えた場合，必要となる補強量を算出し，CFRP 板の弾

性係数と厚さを決定する．条件次第では複数枚の CFRP 板を積層して接着することも考えら

れる．一方，予防保全として損傷が軽微な段階での少量の補強や，施工性や経済性を考えた場

合の高弾性タイプの CFRP 板での補強といった，CFRP 板を片面に 1 枚だけ接着する適用方法

もある．本研究では後者である鋼板の両面に 1 枚ずつ CFRP 板を接着接合する場合を想定し，

鋼板と CFRP 板の板厚，CFRP 板の引張剛性および接着層の厚さを変えた引張一軸試験を行っ

た． 

既往の研究において，接着層の厚さが 0.2mm 以下の薄い場合の実験および解析による検討
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は行われておらず，接着層の厚さの違いによる力学的性状の比較もされていない．本研究で

は，接着層の厚さを変化させた試験体による実験での CFRP 板の定着範囲のひずみの発生状

況に着目するとともに，CFRP 板のはく離および鋼板と CFRP 板の当て板接着の終局状態を確

認した．また，試験体を模擬した有限要素モデルを構築し線形弾性解析を行った．鋼板の板厚

中心位置における応力の低減効果に着目し，接着層が薄い条件での既往の理論解析による定

着長さの適用性についても別途検討する． 
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2.2 静的一軸引張試験 
 

2.2.1 試験体の概要 

 

（1）形状と材質 

 

試験に用いた試験体は図 2.1 に示す形状で，平鋼板の両面に CFRP 板を接着接合した．鋼板

の材質は SS400 で，板厚は 6mm と 12mm の 2 種類とした． 

CFRP 板は一方向のみに繊維が配向された引抜成形材で，高強度タイプと高弾性タイプの異

なる材料特性のものをそれぞれ板厚が 1.2mm と 2.0mm の 2 種類使用した．また，文献 2.1）

で示されている 2.5.4項で後述する式（2.1）から，接着層の厚さを 0.1mm として各試験体の

条件から求まる最も長い定着長に余裕量 10mm 程度を加えた 50mm を最低限必要な定着長と

考え，CFRP 板の全長を 100mm とした．接着剤を含めた各試験体の材料の物性値を表 2.1 に

示す． 

既往の研究では CFRP 板の接着にエポキシ樹脂が使用されているが，本研究ではハネムー

ン接着が可能な 2 液常温硬化型のアクリル樹脂を使用した．ハネムーン接着とは，2 液の接着

剤のうち一方を鋼板，もう一方を CFRP 板に塗布し，それらを接触させることで硬化反応が

開始する接着方法のことで，2 液を混合撹拌しなくてもよいため施工時の手間を省くことが

可能である．また，この接着剤は 5℃以下の環境においても使用できることが一般的なエポキ

シ樹脂との違いである． 

鋼板の表面は褐色アルミナの研削材でブラスト処理し，CFRP 板は製品としてピールプライ

処理されたまま使用し，表面粗さは計測していない．鋼板と CFRP 板の両方ともに接着剤を

塗布する前に溶剤（アセトン）で清浄にした． 

 

 

図 2.1 試験体の形状（寸法単位：mm） 

 

 

 

 



22 
 

表 2.1 各材料の物性値 

       （a）鋼材：ミルシートより 

Thickness 

ts

（mm） 

Yield stress

（N/mm2）

Tensile 

strength 

（N/mm2） 

Elongation

（％） 

6 339 445 31 

12 337 448 27 

 

       （b）CFRP 板：試験成績書より 

CF Type 

Thickness

tf 

（mm） 

Tensile 

strength 

（N/mm2）

Elastic 

modulus 

Ef

（kN/mm2）

－ － JIS K 7165 JIS K 7165 

High 

strength 

1.2 3,410 175 

2.0 3,010 171 

High 

elasticity 

1.2 1,650 456 

2.0 1,730 460 

 

（c）接着剤 

Viscosity of 

mixed liquid 

（mPa・s） 

Tensile lap 

shear strength 

（N/mm2） 

Elastic modulus

（N/mm2） 

JIS K 6833 JIS K 6850 JIS K 7208 

3,000 39.4 2,541 

 

（2）接着層の厚さの管理 

 

接着層の厚さを変えるために鋼板と CFRP 板を貼り合わせたあと 30 分の養生中に上からお

もりを載せて面圧を与えた（写真 2.1）．おもりの重量は 0kg，0.5kg，5.0kg の 3 種類とし，

それぞれ面圧は 0kPa，0.98kPa，9.8kPa であった．おもりには鋼板と珪砂を使用し，CFRP 板

とおもりの間に厚さ 5mm のクロロプレンゴムの板を敷いた．面圧を取り除いたあとは 20℃

の環境で 7 日以上の養生期間を設けた． 

各試験体の数は 1 体ずつとし，これら試験体の一覧を表 2.2 に示す．表には各試験体の引張

剛性比，後述する方法で計測した接着層の平均厚さと有限要素解析でのモデルで再現したと
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きの接着層の厚さも記載しており，おもりの重量が増加するに従って接着層が薄くなった（図

2.2）．ただし，6-G20 シリーズの 3 試験体については，CFRP 板の初期不整により板自体が繊

維直角方向に湾曲していたため他のシリーズに比べて接着層の厚さを均一に薄くすることが

できなかった（写真 2.2）．6-G20 シリーズ以外の CFRP 板についても程度の違いはあるもの

の，製造の過程において湾曲が生じている可能性は考えられる．しかし，6-G20 シリーズはほ

かのシリーズと比べて肉眼で確認できるほどの湾曲であり，後述する接着層厚さへの影響が

ほかのシリーズに比べ大きかったため，本章では初期不整による 6-G20 シリーズの試験結果

は参考として記載することとした． 

 

  

写真 2.1 CFRP 板の接着状況 

 

表 2.2 試験体一覧 

 

 

Steel PL

Thickness Thickness

t s t f 2t f・E f
average

standard
deviation average

standard
deviation

（mm） （mm） t s・E s

6-G12-00 0.0 0.257 0.021 0.305 0.021 0.30

6-G12-05 0.5 0.103 0.020 0.086 0.011 0.10

6-G12-50 5.0 0.024 0.008 0.023 0.005 0.02

6-G20-00 0.0 0.275 0.017 0.251 0.015 0.25

6-G20-05 0.5 0.192 0.012 0.252 0.028 0.25

6-G20-50 5.0 0.128 0.015 0.151 0.019 0.15

12-G12-00 0.0 0.224 0.010 0.238 0.014 0.25

12-G12-05 0.5 0.115 0.007 0.118 0.014 0.10

12-G12-50 5.0 0.024 0.010 0.021 0.009 0.02

6-H12-00 0.0 0.200 0.013 0.188 0.009 0.20

6-H12-05 0.5 0.140 0.010 0.094 0.011 0.10

6-H12-50 5.0 0.054 0.014 0.048 0.012 0.06

6-H20-00 0.0 0.230 0.042 0.175 0.030 0.20

6-H20-05 0.5 0.086 0.005 0.079 0.011 0.10

6-H20-50 5.0 0.069 0.007 0.054 0.008 0.06

12-H20-00 0.0 0.203 0.013 0.151 0.014 0.20

12-H20-05 0.5 0.043 0.008 0.035 0.008 0.04

12-H20-50 5.0 0.023 0.006 0.018 0.007 0.02

12
High

elasticity
2.0

Specimen

6

6

6

CFRP PL

0.77

1.53

High
elasticity

1.2 0.35

2.0 0.57

1.2 0.91

High
elasticity

6 2.0

0.1812
High

strength
1.2

High
strength

High
strength

（kg）

Fiber
type

Tensile
stiffness

 ratio
FEM

F side B side

（mm）

Weight
during
curing

Thickness of adhesive

←CFRP 板

↓鋼板

おもり 5.0 kg
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図 2.2 養生時の面圧と接着層の厚さの関係 

 

 

写真 2.2 CFRP 板（6-G20 シリーズ）の湾曲 

 

（3）接着層の厚さの計測方法 

 

各試験体に用いる鋼板の板厚 ts と CFRP 板の板厚 tcn をそれぞれ計測し，CFRP 板を 1 面ず

つ接着する毎に総厚 Tn を計測し，鋼板と CFRP 板の板厚との差から接着層の厚さ tan を求めた

（図 2.3）．計測にはデジタルノギスを使用し，CFRP 板を接着する 100 mm の範囲に対して，

約 10 mm 間隔で 10 点ずつ，ノギスの中央を図 2.3 の計測箇所に合わせ，試験体の軸方向に対

してノギスが直交するよう計測した．一例として 6-G12 シリーズの接着層の厚さの計測結果

を図 2.4 に示し，表 2.2 に各試験体の 10 点の計測結果の平均値と標準偏差を記載している．

接着層の厚さの計測では，2 箇所の接着層について試験体を試験機に設置したときに正面側

となる方を F 側，背面側となる方を B 側と区別した．図 2.4 より，接着層厚さは試験体の長

手方向にほぼ均一になっており，厚さのばらつきはおもりを使用した方が使用しない場合に

比べて小さくなった．なお，表 2.2 より，ほかのシリーズの試験体も同様に長手方向の接着層

厚さは概ね均一であった． 
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図 2.3 接着層厚さの計測方法と計測箇所（寸法単位：mm） 

 

 

図 2.4 6-G12 シリーズの接着層厚さの計測結果 

  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 20 40 60 80 100

A
dh

es
iv

e
th

ic
kn

es
s 

(m
m

)

Distance from the edge of CFRP plate (mm)

0.0kg-F 0.5kg-F 5.0kg-F
0.0kg-B 0.5kg-B 5.0kg-B



26 
 

2.2.2 試験方法と計測項目 

 

試験は油圧式万能試験機（UH-500Xh：島津製作所製）を使用し，0.2mm/min 程度の速度で

鋼板のみに静的引張荷重を加えた．載荷中の計測項目は，荷重と試験機つかみ具間の相対変

位（以下，変位とする）と図 2.5 に示す位置の試験体表面に貼付した鋼板長手方向の単軸ひず

みゲージによるひずみとした．CFRP 板端部のひずみはゲージ長 1mm の単軸ゲージが 2mm 間

隔に 5 個連続した応力集中測定用のひずみゲージを使用し，それ以外はゲージ長 2mm のひず

みゲージを用いた．各値の計測はサンプリング周波数を 1Hz として連続的に計測した． 

 

 

 

図 2.5 試験体のひずみ計測位置（寸法単位：mm） 
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2.3 試験結果と考察 
 

2.3.1 荷重-変位関係と CFRP 板のひずみ 

 

試験結果の一例として，試験体 6-G12-50 のひずみ-変位関係と荷重-変位関係を図 2.6 に示

す．図には横軸に変位を示し，左の縦軸にひずみ，右の縦軸に荷重をそれぞれ図示している． 

荷重-変位関係をみると，載荷開始から荷重は線形的に増加し，80kN 付近で鋼板が降伏し，

荷重が一定のまま変位のみが増加した．図 2.6（a）と（b）より，変位が 4mm を超えてからは

荷重が再び徐々に増加し，その間，CFRP 板のひずみで極大となる箇所がみられた．ひずみの

極大部は CFRP 板の端部側 F2 から F8，あるいは B16 から B10 に向かって生じており，図で

示していない残りの CFRP 板端部でも同様の結果であった．このひずみの極大は，CFRP 板の

端部から CFRP 板が鋼板からはく離したことを示していると推測できる．鋼板の降伏は CFRP

板が接着されていない範囲で先行して生じ，CFRP 板の端部付近へと移行した．そして，CFRP

板端部の直下で鋼板が降伏するのに伴い CFRP 板のひずみが急激に増大した．しかし，鋼板

のひずみの増加に従って接着剤のせん断変形量が増大し，鋼板と CFRP 板のひずみ差が増加

した結果，CFRP 板の端部から徐々にはく離が生じ，ひずみが増加から減少に転じたものと考

えられる． 

試験体 6-G12-50 以外の他の試験体においても同様の荷重-変位関係であり，CFRP 板のはく

離よりも鋼板の降伏が先行して発生した．ひずみの変化についても概ね同様の結果となり，

鋼板が降伏したあとに CFRP 板の端部から中央に向かって徐々にはく離が進展した兆候を示

すものであった． 

図 2.6（c）は鋼板のひずみと試験体中央での CFRP 板のひずみを示している．鋼板のひずみ

は F1 と B1，L9 と R9，F17 と B17 を平均し，それぞれ Sa1，Sa9，Sa17 とした．Sa1 と Sa17

は上記の通り，荷重-変位関係で弾性範囲の後にひずみが急増しており，鋼板が CFRP 板端部

で降伏したことを示している． 

また，CFRP 板端部からの距離が同じである F7，F8 と B10，B11 において，F7 と F8 は変

位が 7mm を超えてから極大となったのに対して，B10 と B11 では変位が 10mm となる直前

で極大となった．一方，F9 と B9 は変位が 9mm 以降で急減したことから，鋼板の降伏は図 2.5

の上図で示した CFRP 板の左側の方が右側に比べて先にはく離したと推測できる． 
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（a）F2 から F8 のひずみ 

 

 
（b）B10 から B16 のひずみ 

 

 
（c）試験体中央部の測点でのひずみ 

図 2.6 試験体 6-G12-50 の試験結果 
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2.3.2 各応力状態での CFRP 板のひずみ分布 

 

CFRP 板を接着していない範囲の鋼板が各応力となった時の CFRP 板のひずみの分布状況

の一例として，試験体 6-G12-50 の結果を図 2.7 に示す．参考として図 2.6（a）から（c）に鋼

板の応力が 100N/mm2（破線），200N/mm2（一点鎖線），300 N/mm2（二点鎖線）となる荷重

の線をそれぞれ各図に示している．鋼板の応力が 250 N/mm2 までは概ね左右対称の図になっ

ているが，300 N/mm2 では CFRP 板端部ではく離が生じており不規則なひずみの発生状態と

なっている．また，CFRP 板端部からの距離が 50mm 未満の範囲で F 側のひずみに比べて B

側のひずみが小さくなっているが，これは F 側に比べて B 側の接着層が厚いことが原因とし

て考えられる． 

 

 
図 2.7 CFRP 板のひずみ分布状況（試験体 6-G12-50） 
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2.3.3 接着層の厚さの違いによるひずみ分布 

 

次に CFRP 板を接着していない鋼板の応力が 100 N/mm2 である時の各シリーズの各試験体

における CFRP 板にひずみ分布を図 2.8 に示す．ただし，図 2.8（a）の試験体 6-G12-00 の B

側の CFRP 板端部からの距離が 10mm の位置のひずみは，ゲージが破損していたと考えられ，

不規則な値となっており，試験結果の考察から除外する． 

図 2.8（a）より，試験体 6-G12-00 に比べ，試験体 6-G12-05 と 6-G12-50 は接着層が薄い分

せん断ひずみが小さくなり，鋼板からCFRP板への応力の伝達が滑らかであることが分かる．

これによって，CFRP 板端部でのひずみの増加量が大きく，グラフの立ち上がりの勾配が急で

あった． 

前述のとおり試験体 6-G12-00 とそれ以外の試験体では CFRP 板の端部におけるひずみの発

生状況に明確な差がみられたが，試験体 6-G12-05 と 6-G12-50 ではその差はほとんどみられ

なかった． 

鋼板と CFRP 板が完全合成しているとした場合に CFRP 板に発生するひずみを破線で図中

に示している．試験体 6-G12-05 と 6-G12-50 は中央部で完全合成していると考えられる程度

のひずみが発生しており，中央から 25mm ずつ離れた両隣のひずみもほぼ同じひずみであっ

た．しかし，試験体 6-G12-00 だけは中央部のひずみが若干小さく，直近の両隣のひずみも中

央部よりも小さくなっており，50mm の接着長さでは完全合成されていない可能性が考えら

れる． 

試験体 6-G20 シリーズは 2.2 節で述べたとおり CFRP 板が当初から湾曲しており，接着層

厚さの計測値が不正確であった．このため図 2.2 では接着層厚さに違いはあったものの，図

2.8（b）からはシリーズの 3 試験体に明確な差がみられなかった． 

図 2.8（c）から（f）より，その他のシリーズではおもりの有無による CFRP 板端部におけ

るひずみの発生量に差がみられ，おもりが無い試験体に比べおもりがある試験体はより大き

なひずみが生じていることが分かる．しかし，おもりの重さによるひずみの違いは明確では

なく，おもりが 0.5kg の試験体に対して 5.0kg の試験体の方が，わずかにひずみが発生してい

る程度であった．これは特に高弾性タイプの試験体において，0.5kg と 5.0kg のおもりの違い

によって生じる接着層厚さの差が小さかったためであると思われる．接着層厚さの差が小さ

かったことで CFRP 板のひずみの変化量の差が不明確となった． 

CFRP 板の弾性係数の違いによる CFRP 板端部でのひずみ分布は，高強度タイプの試験体よ

りも高弾性タイプの試験体の方がひずみの変化量が小さく緩やかであった．これは高弾性タ

イプのCFRP板では鋼板の荷重を伝達するために必要となる接着長さが高強度タイプのCFRP

板に比べ長いためであると考えられる．そのため，高強度タイプの試験体シリーズは，試験体

中央部のひずみが完全合成時のひずみと概ね同等以上であったが，高弾性タイプの試験では

全ての試験体が完全合成時のひずみに達していなかった． 
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（a）試験体 6-G12 シリーズ       （b）試験体 6-G20 シリーズ 

 

  

（c）試験体 6-H12 シリーズ        （d）試験体 6-H20 シリーズ 

 

  

（e）試験体 12-G12 シリーズ           （f）試験体 12-H20 シリーズ 

図 2.8 各試験体シリーズの CFRP 板ひずみ分布（σsn＝100N/mm2） 
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2.4 試験体の観察 
 

2.4.1 高強度タイプの試験体 

 

試験終了後における高強度タイプの試験体の外観を写真 2.3 に示す．いずれのシリーズも

おもり無しの試験体と 5.0kg のおもりの試験体を表記している． 

6-G20 シリーズを除く，高強度タイプの試験体である 6-G12 シリーズと 12-G12 シリーズで

はおもりの有無により破壊形態に違いがあった．写真 2.3（a）と（c）より，おもり無しの試

験体 6-G12-00 と 12-G12-00 では，CFRP 板の両端部は CFRP 板側の界面で接着剤がはく離し，

途中で鋼材側の界面でのはく離に移行した．接着面全体の 70%程度の接着剤が鋼板側の界面

でのはく離で，はく離面はビーチマークのような縞模様を示しており，載荷時にはく離が徐々

に進展したことと合致している．一方，写真 2.3（b）と（d）より，5.0kg のおもりを使用した

試験体 6-G12-50 と 12-G12-50 では全てのはく離が CFRP 板側の界面で生じた． 

接着接合によって当て板する場合，母材に軸方向の引張応力が作用すると，当て板の端部

にはせん断応力に加えて垂直方向のピール応力も生じる．当て板のはく離は，せん断応力と

ピール応力の兼ね合いにより決定すると推測されるが，接着層の厚さが薄くなることで，こ

れらの応力のバランスが変化したことが破壊形態の違いが生じた理由と考えられる． 

写真 2.3（e）と（f）より，6-G20 シリーズは 2.2.1 試験体で述べたとおり，初期不整によ

る CFRP 板の湾曲が生じており，湾曲の凸面を接着側としていたため，試験後の鋼板に付着

していた接着剤の色の濃淡からも鋼部材軸中心部で接着層が薄くなっていることが確認でき

た．このシリーズの試験体は全て CFRP 板側の界面ではく離が生じており，鋼部材軸中心部

の接着層が薄かったことによるものと思われる． 
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（a）試験体 6-G12-00            （b）試験体 6-G12-50 

 

   

（c）試験体 12-G12-00           （d）試験体 12-G12-50 

 

   

（e）試験体 6-G20-00            （f）試験体 6-G20-50 

写真 2.3 試験後の高強度タイプの試験体外観 
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2.4.2 高弾性タイプの試験体 

 

試験終了後における高弾性タイプの試験体の外観を写真 2.4 に示す．いずれのシリーズも

おもり無しの試験体と 5.0kg のおもりの試験体を表記している． 

高弾性タイプの CFRP 板の試験体のシリーズでは，範囲に違いはあるもののすべての試験

体で CFRP 板自体の層間はく離がみられた．特に写真 2.4（b），（d）および（f）に示すよう

におもりを用いた試験体では，層間はく離した範囲が広い傾向があった．層間はく離が生じ

ていない範囲では，鋼板側の界面ではく離しており，接着剤による縞模様がみられ，高弾性タ

イプの CFRP 板の試験体では CFRP 板側の界面でのはく離はなかった． 

CFRP 板自体の層間はく離が生じた原因は，CFRP 板を構成するマトリックス樹脂と当て板

用の接着剤であるアクリル樹脂との強度のバランスや，炭素繊維とマトリックス樹脂の付着

性，炭素繊維そのもののせん断強度など様々な要因によるものと考えられ，今後詳細に検討

する必要がある． 
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（a）試験体 6-H12-00            （b）試験体 6-H12-50 

 

   

（c）試験体 6-H20-00            （d）試験体 6-H20-50 

 

   

（e）試験体 12-H20-00             （f）試験体 12-H20-50 

写真 2.4 試験後の高弾性タイプの試験体外観 
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2.5 FEM 解析による接着長さの検討 
 

本節では前述の試験体を模擬した両面に CFRP 板接着した鋼板をモデル化した線形弾性解

析を行った．解析には汎用有限要素解析プログラム Abaqus20172-16）を用いた． 

解析で使用した各材料の物性値を表 2.3，解析モデルの模式図を図 2.9 に示す．鋼板と接着

剤は等方性材料，CFRP 板は x 軸方向のみに繊維を配向した直交異方性材料とし，材料物性値

は複合則 2-3）を用いて求めた．なお，紙面と垂直な方向を z 軸とした．荷重条件は，鋼板の端

部に x 軸の正方向に一様な分布荷重 σsn=100N/mm2 を与えた． 

 

 

図 2.9 解析モデルの概略図 

 

表 2.3 FEM 解析に用いた材料特性 

（a）鋼板，接着剤 

 
Es 

（N/mm2） 
ν 

鋼板 200,000 0.3 

接着剤 2,541 0.43 

 

（b）CFRP 板 

CFRP 板 
強度 

タイプ 

tc 

（mm） 

Ex 

（N/mm2） 

Ey，Ez 

（N/mm2） 
νxy，νxz νyz 

Gxy，Gxz 

（N/mm2） 

Gyz 

（N/mm2） 

G12 ⾼強度 1.2 174,680 11,079 0.3204 0.3492 4,241 4,106 

G20 ⾼強度 2.0 174,075 8,960 0.3203 0.3494 3,400 3,320 

H12 ⾼弾性 1.2 456,315 9,827 0.3218 0.3493 3,742 3,642 

H20 ⾼弾性 2.0 463,918 10,579 0.3209 0.3493 4,041 3,920 
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2.5.1 要素種別の検討 

 

本研究での試験体の形状は幅方向に断面が一様であるため，2 次元平面での解析を行う．こ

こで，一様な断面として 2 次元で解析する場合，その断面に垂直な方向に生じるひずみは生

じないものもしくは一定と仮定して平面ひずみ要素とすることが一般的である．しかし，既

往の研究では平面応力要素で検討されていることがほとんどで，平面ひずみ要素としている

研究 2-17）は少なく，平面ひずみ要素ではなく平面応力要素としている理由については言及さ

れていない．そこで，平面ひずみ要素と平面応力要素，それぞれの解析結果を 3 次元のソリ

ッド要素の解析結果と比較し，違いについて検討した．なお， 2 次元の平面応力要素と平面

ひずみ要素は 4 節点，3 次元ソリッド要素は 8 節点である． 

 

（1）検討モデル 

 

鋼板の板厚 ts を 6mm，接着剤層の厚さ taを 0.3mm とし，CFRP 板は高強度タイプで板厚 tc

を 1.2mm（表 2.3 の G12）とした．解析モデルは対称性を考慮し，2 次元モデルでは 1/4，3 次

元モデルでは 1/8 のみをモデル化した．要素サイズは，接着剤の y 方向のみ 0.05mm とし，そ

れ以外は全て 0.2mm とした． 

 

（2）z 軸方向の拘束の影響 

 

図 2.10 に CFRP 板の表面と鋼板の板厚中心での x 軸方向の応力を示す．図には鋼板と CFRP

板が完全に合成された場合の応力も図示している．同じく，図 2.11 には z 軸方向の応力を示

す．なお，ソリッド要素の解析結果は，試験体の幅方向の中心位置（z=25mm）での結果とす

る． 

図 2.10（a）より，CFRP 板の表面の応力は，平面ひずみ要素よりも平面応力要素の方がソ

リッド要素の応力に近い．平面応力要素の応力は x=0mm 付近で完全合成の値に漸近してお

り，平面ひずみ要素の応力は平面応力要素に比べて 6%程度低い．また，図 2.10（b）も同様

に平面応力要素の方が平面ひずみ要素よりもソリッド要素に近く，x＝0mm で完全合成の値

に漸近する． 

図 2.11（a）より，CFRP 板の応力は平面ひずみ要素とソリッド要素で同様の形状をしてお

り，平面ひずみ要素の応力に対して，1.1N/mm2 程度ソリッド要素の応力が小さかった．図 2.11

（b）より，平面ひずみ要素では図 2.10（b）の x 軸方向の応力にポアソン比 0.3 を乗じた応力

であった．一方，ソリッド要素では x＝50mm 付近で最大 2.5 N/mm2 程度の応力が生じている

もののそれ以外の範囲では応力はほとんど発生しなかった． 

平面ひずみ要素は，z 軸方向に生じるひずみが 0 と仮定しているため，z 軸方向の変位が拘

束されている状態と考えることができる．そのため z 軸方向には，x 軸方向の応力に対してポ
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アソン比のひずみ分だけ応力が生じる．しかし，ソリッド要素の場合，今回のモデルでは x 軸

方向に比べて z 軸方向の長さが短く，z 軸方向に拘束を受けるような形状ではないため平面ひ

ずみ状態とみなすことはできない．逆に z 軸方向の応力はほとんど生じないことから平面応

力要素とみなしても差し支えないと考えられる．さらに，CFRP 板は x 軸方向のみに配向性を

有する部材であり，材料特性として x 軸方向がほかの 2 方向に対して 1 オーダー以上弾性係

数が高い直交異方性材料である．このため，ポアソン効果による z 軸方向の鋼板のひずみに

対して，CFRP 板の当て板の補強効果がわずかであるため，平面ひずみ状態よりも平面応力状

態に近いと考えられる．したがって，以降の検討では平面応力要素の 2 次元モデルを用いる

こととする． 

 

  

（a）CFRP 板表面            （b）鋼板の板厚中心部 

図 2.10 x 軸方向の応力 

 

  

（a）CFRP 板表面            （b）鋼板の板厚中心部 

図 2.11 z 軸方向の応力  
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2.5.2 試験結果と解析結果の比較 

 

各試験体を図 2.9 に示した 1/4 モデルで再現解析した．解析モデルの材料特性は表 2.3，接

着層の厚さは実測結果に基づき表 2.2 の厚さとした．モデルの要素は平面応力要素とし，最小

サイズは接着層の厚さ方向を 5 等分する大きさまたは 0.01mm の小さい方とした．なお，CFRP

板端部付近の接着剤と鋼板の境界部が特異点となり，解析結果は要素のサイズに依存する．

本論文では事前に最小サイズについて検討を行い，上記の要素サイズとすることで後述する

CFRP 板と鋼板の板厚中心位置での応力の解析結果に影響がないことを確認している． 

 

（1）高強度タイプの解析結果 

 

図 2.12 に高強度タイプの CFRP 板での試験体と FEM による CFRP 板の応力の結果の一例

を示す．試験体による応力はひずみゲージで計測したひずみに CFRP 板の弾性係数 Ex を乗じ

た応力を示し，FEM による応力は CFRP 板の表面と接着剤側の応力を示す．また，図中には

完全合成時の応力と文献 2-8）の理論解析による応力を併記している． 

解析モデルの名称は S(鋼板の板厚)C(CFRP 板の種類と板厚)A(接着層の厚さ)と表記してお

り，例えば「S6CG12A030」の場合，鋼板の板厚が 6mm，高強度タイプの CFRP 板の板厚が

1.2mm，接着層の厚さが 0.30mm のモデルである． 

各図より，いずれの試験体の応力も FEM による CFRP 板の表面側の結果と概ね一致してい

ることが分かる．接着層厚が厚い S6CG12A030 での試験体の応力はばらつきが大きく，接着

層厚さが不均一であることが影響していると考えられる．一方，均一で薄い接着層である

S6CG12A002 では試験体の応力のばらつきは S6CG12A030 よりも小さい． 

FEM の結果から表面側と接着層側で応力の差が生じている．これは鋼板の応力が接着層を

介して CFRP 板へと伝達する過程において，CFRP 板のせん断変形により厚さ方向である y 軸

方向の距離に応じて応力の伝達が遅れる．また，このことは接着層の厚さにも同様のことが

いえ，解析結果でも接着層が厚い方が，接着層側の応力が緩やかに変化する． 

一方，理論解析では，CFRP 板は軸方向応力のみを伝達する部材であると仮定されているた

め，せん断変形による応力伝達の遅れは生じない．そのため，理論解析の応力は FEM での表

面側と接着層側の応力の間となり，CFRP 板端部から完全合成の応力に収束するまでの距離は

理論解析よりも長くなる．しかし，いずれの解析モデル，理論解析結果も，x＝0mm では完全

合成の応力に漸近しており，完全合成とみなせる接着長さは確保されていると考えられる． 
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（a）S6CG12A030（試験体 6-G12-00） 

 

 

（b）S6CG12A002（試験体 6-G12-50） 

図 2.12 高強度タイプの CFRP 板の応力 

 

（2）高弾性タイプの解析結果 

 

図 2.13 に高弾性タイプの CFRP 板での試験体と FEM による CFRP 板の応力の結果の一例

を示す．解析モデルの名称は前述の高強度タイプと同様に，S(鋼板の板厚)C(CFRP 板の種類

と板厚)A(接着層の厚さ)と表記しており，例えば「S6CH20A020」の場合，鋼板の板厚が 6mm，

高弾性タイプの CFRP 板の板厚が 2.0mm，接着層の厚さが 0.20mm のモデルである． 

高弾性タイプの CFRP 板をモデル化した FEM の結果も試験体との比較，理論解析との差異

において高強度タイプの結果と同様であった．また，CFRP 板の表面と接着層側との応力の差

についても，高強度タイプの場合と同様の傾向であった．しかし，接着層の厚さによって程度

の違いがあるものの，いずれの解析モデルでも接着層側の応力が完全合成の応力よりも大き

くなった．特に接着層が薄い場合は，CFRP 板の端部付近で鋼板から CFRP 板へ応力が伝達さ

れる．そのとき，CFRP 板が高弾性タイプであることから，応力の変化量が大きくなり，表面

の応力との差も大きくなる．2.4.2 項で述べたように高弾性タイプの試験体ではいずれも
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CFRP 板で層間はく離がみられた．高弾性タイプの CFRP 板は炭素繊維そのものの弾性係数が

マトリックス樹脂のそれに対して非常に高いため，CFRP 板内部での y 軸方向の応力差も高強

度タイプに比べて大きくなっている．高弾性タイプの試験体では接着層の破壊やはく離より

も CFRP 板内部のマトリックス樹脂と炭素繊維との付着切れが起こりやすくなったと考えら

れる．接着層の厚さを薄くして使用する場合には，CFRP 板内部での層間はく離が生じる恐れ

があるため，適用範囲に注意する必要がある． 

さらに x＝0mm の位置で表面の応力は完全合成の応力よりも低く，2.3.3 接着層の厚さの

違いによるひずみ分布でも高弾性タイプの試験体では完全合成のひずみよりも低い結果のも

のがみられた．このことから高弾性タイプの CFRP 板を接着した場合，接着長さが 50mm で

は足りず，完全合成されない可能性があることが確認できた． 

 

 

（a）S6CH20A020（試験体 6-H20-00） 

 

 

（b）S6CH20A006（試験体 6-H20-50） 

図 2.13 高弾性タイプの CFRP 板の応力 
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2.5.3 鋼板応力の低減効果 

 

前節では CFRP 板の応力に着目し，載荷試験と FEM および理論解析との比較を行った．本

研究における CFRP 板の接着接合を用いた補修・補強は鋼板の応力を低減することを目的と

している．そこで，前節の試験体の形状に基づいた FEM モデルを用いて，鋼板の板厚中心で

の応力と理論解析による応力を図 2.14 に示す．図には完全合成したときの応力も併記してい

る．理論解析による応力は，文献 2-8）による鋼板の応力を破線で示し，次項で述べる文献 2-

13）による修正理論解析での応力は一点鎖線でそれぞれ示している．修正理論解析は，接着層

の厚さを CFRP 板のせん断変形を考慮した換算接着厚さに置換することで，鋼板から CFRP

板への応力伝達の遅れを補正するものである． 

図 2.14（a）と（b）は高強度タイプの CFRP 板の結果の一例であるが，いずれのモデルでも

x=0mm 付近で完全合成の応力に漸近している．また，接着層が厚い方が薄い場合に比べて，

鋼板の応力が収束するまでの CFRP 板接着端部からの距離が長くなる．さらに，理論解析の

結果と比べても収束するまでの距離は長くなる．これは前節で述べたように接着層が厚くな

ると鋼板から CFRP 板への応力伝達が緩やかになり，CFRP 板のせん断変形による補強効果の

遅れが影響している．理論解析では，鋼板は軸方向部材として仮定されているため，CFRP 板

と同じくせん断変形による応力伝達の遅れも生じているが，鋼板は等方性材料であるため，

CFRP 板の場合と比べるとその影響は小さいと考えられる．一方，修正理論解析と比べると，

CFRP 板のせん断変形を考慮しているため，概ね FEM 解析の結果と一致している． 

図 2.14（c）から（f）は高弾性タイプの CFRP 板を接着したときの結果の一例である．CFRP

板の板厚が 1.2 mm である図 2.14（c）と（d），2.0mm である図 2.14（e）と（f）より，高強

度タイプと同様に接着層の厚さによって鋼板の応力の低減効果に違いがあることが分かる．

CFRP 板の板厚が 1.2mm の場合，x=0mm での位置で概ね完全合成の応力に収束しているよう

にみえる，一方，CFRP 板の板厚が 2.0mm の場合，完全合成の応力までは収束していない．

しかし，図 2.14（c）から（f）のいずれも理論解析では x＝0mm で完全合成の応力に漸近して

おり，収束していると考えられる．修正理論解析の結果との比較では，高強度タイプと同様に

FEM 解析結果と概ね良好な一致を示している． 
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（a）S6CG12A030（試験体 6-G12-00） 

 

 

（b）S6CG12A002（試験体 6-G12-50） 

 

 

（c）S6CH12A020（試験体 6-H12-00） 

図 2.14 鋼板の応力（その 1） 
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（d）S6CH12A006（試験体 6-H12-50） 

 

 

（e）S12CH20A020（試験体 12-H20-00） 

 

 

（f）S12CH20A002（試験体 12H20-50） 

図 2.14 鋼板の応力（その 2） 
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2.5.4 CFRP 板の必要接着長さ 

 

実験と試験体を再現した FEM 解析では，高強度タイプの CFRP 板の場合，x=0mm で鋼板

の中央部の応力が完全合成とみなせる程度まで低減していたが，高弾性タイプの場合，十分

に低減されておらず，接着長さが不足していた．そこで，試験体の中心部で鋼板と CFRP 板

が完全合成とみなすために必要な接着長さについて，試験体の全 6 種類のシリーズで接着層

の厚さを 0.02mm から 0.3mm の範囲で変化させた FEM 解析モデルを作成し，CFRP 板の接着

厚さと接着長さの関係について検討する．解析モデルの形状などは前項までと同じとする． 

 

（1）FEM による鋼板中心の応力 

 

各解析モデルの x＝0 における鋼板の板厚中心の応力を表 2.4 に示す．表の右端の列には完

全合成時の応力も併記している．表中のセルを塗りつぶしたモデルの応力は，次節で述べる

完全合成とみなすことができない応力である． 

CFRP 板が高強度タイプの CG シリーズでは，接着層の厚さが 0.25mm より薄ければ，試験

体の接着長さ 50mm の範囲で完全合成とみなせるまでの鋼板の応力を低減することができる．

一方，CFRP 板が高弾性タイプの場合，板厚 1.2mm で接着層厚さが 0.15mm 以下の範囲で完

全合成とみなすことができるが，CFRP 板の板厚が 2.0mm の場合，接着長さが 50mm ではす

べての接着層厚さで完全合成とみなすことができないことが確認できた． 

 

表 2.4 x=0mm での鋼板の板厚中心の応力（単位：N/mm2） 

鋼板と

CFRP 板 

接着層の厚さ 完全 

合成 A002 A004 A006 A008 A010 A015 A020 A025 A030 

S6CG12 74.11 74.10 74.10 74.10 74.10 74.10 74.11 74.14 74.17 74.11 

S6CG20 63.79 63.81 63.84 63.87 63.90 64.01 64.13 64.28 64.44 63.69 

S12CG12 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13 85.14 85.16 85.18 85.22 85.13 

S6CH12 52.35 52.38 52.42 52.46 52.52 52.70 52.93 53.20 53.51 52.30 

S6CH20 39.86 39.98 40.12 40.27 40.43 40.89 41.42 41.99 42.59 39.26 

S12CH20 57.40 57.60 57.81 58.03 58.26 58.88 59.54 60.22 60.91 56.39 

 

（2）理論解析による接着長さ 

 

文献 2-1）に FRP を接着する際に必要となる接着長さを算出する式（2.1）から（2.3）が示

されており，前述の理論解析によって求まる式である． 

l =
1

c
cosh-1 2

η-1
∙
Ectc
Ests

(2.1) 
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c=
Ge

h

2

1-ξ

1

Ests
(2.2) 

ξ0=
1

1+ 2Ectc Ests⁄
(2.3) 

ここに 

l ：CFRP 板の接着長さ（mm） 

η ：鋼部材の発生応力に対する収束の度合い．η＞1 で，今回は 1.01 とした． 

Es ：鋼板の弾性係数（N/mm2） 

Ec ：CFRP 板の弾性係数（N/mm2）（Ec=Ex） 

Ge ：接着剤のせん断弾性係数（N/mm2） 

ts ：鋼板の断面積（mm2） 

tc ：CFRP 板の片面の断面積（mm2） 

h ：接着層の厚さ（mm） 

ここで，鋼板と CFRP 板が完全合成となるのは η=1 のときであるが，l=∞となるため実用上

は η＝1.01 のときに完全合成とみなすこととする． 

また，文献 2-13）において CFRP 板のせん断変形の影響を考慮するため，CFRP 板の xy 平

面でのせん断弾性係数を用いた換算接着層厚さ h′が式（2.4）で提案されている． 

h'=h+
tc
3

Ge

Gxy
(2.4) 

接着層の厚さ h をこの換算接着層厚さ h′に置換することで，CFRP 板のせん断遅れの影響を

考慮し，式（2.1）の接着長さ l を式（2.5）に示した接着長さ l′として評価することができる．  

l' =
1

c'
cosh-1 2

η-1
∙
Ectc
Ests

(2.5) 

c'=
Ge

h'
2

1-ξ

1

Ests
(2.6) 

図 2.15 に CFRP 板のタイプ別の接着層厚さと接着長さの関係を示す．図中には換算接着層

厚さ h′に置換した接着長さも記載している．また，前項の FEM による鋼板の板厚中心の応力

が，理論解析での η と同じく完全合成時の応力の 1.01 倍となる，CFRP 板端部からの距離を

接着長さとして図示した．表 2.4 において完全合成とみなすことができないモデルについて

は図示していない． 

図 2.15（a）と（b）より，いずれのタイプの CFRP 板においても，接着層厚さ h の場合，接

着層厚さが 0mm に近づくに従い，接着長さも 0mm に収束する．しかし，実際には鋼板，接

着層と CFRP 板のそれぞれの厚さがあるため，接着長さが 0mm になることはない．一方，換

算接着層厚さ h′に置換した場合，式（2.4）の右辺の第 2 項が接着層厚さに関わらず常に付加
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されるため，式（2.1）の図が横軸の負の方向に第 2 項の大きさの分だけ移動することになる． 

FEM 解析と理論解析の結果を比較する．図 2.15（a）より，高強度タイプの CFRP 板の場合，

式（2.1）による接着長さ l は，接着層厚さが薄くなるほど FEM よりも短くなり，接着長さが

不足する．この傾向は CFRP 板の板厚が厚いほど顕著となる．一方，式（2.5）による接着長

さ l′は，FEM の結果と比較的よく一致しており，いずれも FEM の接着長さより長くなり，安

全側の評価となる．高弾性タイプの FEM の結果は，CFRP 板の板厚が 1.2mm での比較しかで

きないが，こちらも高強度タイプと同様に安全側の評価となる．ただし，板厚が厚くなると完

全合成までの応力低減が期待できない可能性もあり，接着層が薄くなると CFRP 板内部での

層間はく離の恐れもあるため適用するには注意する必要がある．以上のことから，接着層厚

さを 0.2mm 以下に薄くして CFRP 板を接着する際の接着長さは，換算接着層厚さによる修正

理論解析で評価した接着長さ l′の方が安全側の評価となる． 

 

 

（a）高強度タイプ 

 

 

（b）高弾性タイプ 

図 2.15 接着層厚さと接着長さの関係 
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2.6 まとめ 

 

鋼板に CFRP 板を接着する際の接着層の厚さを薄くした場合，鋼板と CFRP 板の間での応

力伝達にどのような違いが生じるのかを試験および FEM 解析により確認した．本研究で得ら

れた結果を以下に示す． 

（1）本研究の鋼板と CFRP 板の引張剛性比の範囲では，接着層の厚さが 0.3mm から 0.02mm

程度のすべての試験体において，CFRP 板のはく離よりも鋼板の降伏が先行した．鋼板

が降伏したあとに CFRP 板の端部から中央部に向かって徐々にはく離が進展した．  

（2）接着層の厚さの違いによる CFRP 板端部でのひずみの分布状態に差がみられ，接着層

が薄くなるほどひずみの変化量が大きくなった．しかし，おもりの重さを 0.5kg と 5.0kg

と変えた場合であっても，接着層の厚さがある程度薄くなると，ひずみの変化量の差が

不明瞭であった． 

（3）CFRP 板のひずみの分布状況から，高強度タイプの試験体では中央部において鋼板と

CFRP 板が完全合成と考えられる程度のひずみが発生した．一方，高弾性タイプの試験

体ではいずれも完全合成よりも小さいひずみしか発生しておらず，FEM により接着長

さが不足していることを確認した． 

（4）高強度タイプの CFRP 板では接着層の厚さの違いによって鋼板と CFRP 板のはく離の

形態に違いが生じた．接着層が厚い場合は，CFRP 板の端部で CFRP 板側の界面が先行

してはく離し，その後鋼板側の界面へとはく離が移行した．はく離範囲の割合は，鋼板

側の界面が 70％程度と大きかった．一方，接着層が薄い場合は全て CFRP 板側の界面で

はく離した． 

（5）高弾性タイプの CFRP 板を接着した場合の破壊形態は，すべての試験体において CFRP

板自体の層間はく離であった．接着層の厚さの違いによる差は，層間はく離する範囲の

大きさのみで，接着層が薄くなるほど層間はく離の範囲は大きくなった． 

（6）本研究の試験体のような幅方向に十分長くない形状を 2 次元モデルで FEM 解析する場

合，平面ひずみ要素とすると幅方向の拘束が小さいため解析精度が低下する．平面応力

要素とした方が幅方向の拘束が小さいため 3 次元でのソリッド要素での解析結果に近

くなる． 

（7）接着長さが 50mm の場合，高強度タイプの CFRP 板では接着層厚さが 0.25mm 程度の

範囲まで完全合成とみなせるが，高弾性タイプの CFRP 板では板厚が 1.2mm のとき，接

着層厚さを 0.15mm 以下に薄くしなければ完全合成とはみなすことができない． 

（8）高弾性タイプの CFRP 板を，接着層を薄くして使用する場合，CFRP 板端部における板

内部での応力差が大きくなり，高強度タイプに比べて層間はく離しやすくなる． 

（9）接着層厚さを小さくする場合，理論解析により接着長さを求める際に，CFRP 板のせん

断変形を考慮した換算接着厚さを使用することで，安全側に評価することができる． 
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第 3 章 腐食範囲の形状が異なる CFRP 板接着鋼板の耐荷 

性能に関する研究 

 

3.1 はじめに 
 

腐食によって断面欠損した鋼板に対して接着剤を用いて当て板接着する補修方法について，

これまで多くの実験および解析による検討が行われている 3-1）～3-10）．それらは軸方向力を受

ける鋼板の両面に当て板を接着する基礎的な検討 3-1）～3-7）や，鋼床版のデッキプレートを対象

とした片面のみに当て板接着する検討 3-8），鋼桁端部の支点補剛材の柱部材の性能回復を目的

とした検討 3-9）,10）など様々である．いずれの検討においても，鋼材が断面欠損している範囲

の平面形状は矩形を対象としているが，実際の構造物における腐食範囲は必ずしも矩形では

ない．本研究では鋼板の腐食範囲が矩形の場合と平行四辺形の場合の 2 種類の試験体を作製

し，1 方向の配向性を有する炭素繊維成形版（以下，CFRP 板とする）を接着した一軸引張試

験を行い，耐荷性能に影響を及ぼす板幅方向の腐食形状について検討する． 

断面欠損している鋼板に CFRP 板を当て板接着する場合，断面欠損している範囲を除いた

健全な鋼板部分に CFRP 板を定着させる．鋼板の断面欠損部には接着剤を充填して健全部と

同等の厚さになるように CFRP 板の接着面を平滑にする必要があり，一般的にはパテ材と呼

ばれるエポキシ樹脂系接着剤を用いる．また，鋼板に CFRP 板を接着する際にもエポキシ樹

脂を使用するため，既往の研究ではパテ材と CFRP 板の接着剤は同一のエポキシ樹脂を用い

ている．しかし，本研究では断面欠損部のパテ材にはエポキシ樹脂を使用し，CFRP 板の接着

にはアクリル樹脂を使用し，その補修効果について検討する．本研究で使用したアクリル樹

脂は，既往研究で用いられている一般的なエポキシ樹脂に比べて，混合撹拌の手間を省くこ

とができ，硬化反応の時間が短いため施工性が優れていると思われる．従来のエポキシ樹脂

だけを用いた場合は，パテ材と接着剤を兼ねており，一度の塗布で断面欠損部の充填と CFRP

板の接着が可能であるが，接着剤が硬化し強度が発現するまでの時間が数時間程度必要であ

る．一方，パテ材をエポキシ樹脂，接着剤をアクリル樹脂にそれぞれ用いた場合，作業の工程

は 2 段階に分かれるものの，エポキシ樹脂の強度発現を待たず，指触乾燥のみの短い時間で

次工程の CFRP 板接着が可能となる．アクリル樹脂を用いて CFRP 板を接着した場合，強度

が発現するまでの時間は数十分程度であるため，工程が 2 段階に分かれたとしても当て板接

着の作業全体でみたときの時間は短縮することができると考えている．  

前述のとおり，本研究では鋼板の断面欠損部を充填するためのパテ材にエポキシ樹脂系接

着剤を使用し，CFRP 板を接着するための接着剤にアクリル樹脂を使用する．鋼板の凹部を埋

め戻すためのパテ材に用いるエポキシ樹脂系接着剤を選定するため，4 種類の使用用途の異

なるエポキシ樹脂とアクリル樹脂との強度特性を評価した． 
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鋼板の断面欠損部の作製には複合サイクル試験機を用いて，鋼材の素地を促進腐食させた．

断面欠損深さの程度を変化させるため，暴露するサイクル数を 10 サイクル，30 サイクル，50

サイクルの 3 標準として試験体を作製した．阪神高速道路株式会社では鋼構造物の点検要領

3-11）において，鋼部材の腐食に対して補修を必要とする一つの判定基準として，断面欠損の程

度を部材厚の 10%以上と定めている．本章における試験体の鋼板の板厚は 6mm であり，この

板厚に対して 10％程度の断面欠損となる腐食損傷を与えるサイクル数が 30 サイクルであっ

たことから，30 サイクルを促進腐食の目安の中間値と考えた．また，本研究では予防保全と

して比較的早期の腐食損傷段階における CFRP 板の当て板接着による補修も想定しているこ

とから，軽微な腐食による断面欠損も対象としており，10 サイクルでの促進腐食の程度は 10%

以下の断面欠損であった． 
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3.2 静的一軸引張試験 

 

腐食による断面欠損を再現した鋼板にパテ材を塗布し，接着面を平滑にしたのちに CFRP

板を接着した試験体の静的一軸引張試験を実施した．腐食範囲の形状が既往の研究と同様の

矩形の場合と平行四辺形の場合における差異について検討した． 

 

3.2.1 試験体形状 

 

試験体の形状は図 3.1 に示すとおりで，幅 50mm の鋼板の中央部分に腐食範囲を設け，エ

ポキシ樹脂のパテ材で不陸を修正したのち，アクリル樹脂を用いて CFRP 板を両面に貼り付

けた．鋼板の腐食範囲の形状を矩形とした R シリーズ試験体と試験片軸と 45°の角度をなす

平行四辺形とした P シリーズ試験体の 2 種類を作製した．比較のため，鋼板のみの試験体 N

と腐食していない鋼板に CFRP 板を接着した試験体 C も作製した．いずれも R シリーズの鋼

板と同じ形状とした．試験体 RC と試験体 PC はそれぞれ 3 体ずつ，それ以外の試験体は 1 体

のみとし，各試験体の一覧を表 3.1 に示す．表に示した腐食サイクル数は，腐食範囲の断面欠

損量を変化させるために後述の複合サイクル試験機で促進暴露を行った際の片面当りのサイ

クル数を示している． 

R シリーズの各試験体の名称は，腐食範囲（R：矩形，または P：平行四辺形），CFRP 板

の接着の有無（N：鋼板のみ，または C：CFRP 板接着），腐食サイクル数（10，30 または 50）

の順に表記している．例えば，試験体名が「PC50」の場合，腐食範囲が平行四辺形，CFRP 板

を接着しており，促進腐食を 50 サイクルとした試験体を表している．ただし，試験体 RC と

PC では，同一水準の試験体が 3 体ずつあるため，試験体名の後ろに-（ハイフン）と数字（1

から 3）で区別する． 

鋼板の板厚は 6mm，CFRP 板の板厚は 1.2mm とした．CFRP 板の長さは，いずれのシリー

ズも腐食範囲の端部から，鋼材が腐食していない一般部に定着長を 50mm 確保する長さとし

た．CFRP 板の板厚および定着長は理論計算の結果から，後述する も断面欠損が大きい試験

体を対象に必要となる板厚と定着長さを算出し，安全側となるように余裕量も加えて設定し

た． 
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（a）R シリーズ               （b）P シリーズ 

図 3.1 試験体の形状（単位：mm） 

 

表 3.1 試験体の一覧 

試験体名 
腐食サイクル数

（サイクル） 

試験体数 

（体） 
腐食範囲の形状 CFRP 板の有無

N － 1 － 無 

C － 1 － 有 

RN10 10 

1 

矩形 

無 RN30 30 

RN50 50 

RC10 10 

3 有 RC30 30 

RC50 50 

PN10 10 

1 

平行四辺形 

無 PN30 30 

PN50 50 

PC10 10 

3 有 PC30 30 

PC50 50 
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3.2.2 試験体材料の物性値 

 

試験体に使用する鋼板の材質は SS400 材とし，CFRP 板は高強度タイプのものを使用した．

断面欠損部の不陸修正に使用するパテ材は，高力ボルト摩擦接合による鋼板の当て板補修の

際にも使用する 2 液性常温硬化型のエポキシ樹脂系接着剤とした．パテ材については後述す

るとおり，事前に 4 種類のエポキシ樹脂系接着剤の中から 1 種類を選定した．CFRP 板を接着

するアクリル樹脂は 2 液性常温硬化型で，ハネムーン接着と呼ばれる 2 液を接触させること

によって硬化反応が開始するタイプの接着剤である．各材料の強度特性を表 3.2 に示す． 

 

表 3.2 各材料の物性値 

（a）鋼板：ミルシートより 

降伏応力 

（N/mm2） 

引張強度 

（N/mm2） 

破断延び 

（％） 

306 452 29 

 

（b）CFRP 板 

CF タイプ 

引張強度 

（N/mm2） 

JIS K 7165 

弾性係数 

（N/mm2） 

JIS K 7165 

高強度タイプ 3,410 175,000 

 

（c）パテ材（エポキシ樹脂） 

引張せん断接着強さ 

（N/mm2） 

JIS K 6850 

圧縮降伏強さ 

（N/mm2） 

JIS K 7208 

圧縮弾性率 

（N/mm2） 

JIS K 7208 

15.2 75.6 5,020 

 

（d）接着剤（アクリル樹脂） 

混合物粘度 

（mPa・s） 

JIS K 6833 

引張りせん断接着強さ 

（N/mm2） 

JIS K 6850 

圧縮弾性率 

（N/mm2） 

JIS K 7208 

3,000 39.4 2,541 
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3.2.3 パテ材の選定 

 

パテ材を選定するため，4 種類のエポキシ樹脂系接着剤を用いて事前試験を行った．パテ材

に使用するエポキシ樹脂の候補は次の 4 種類とした．現場における施工を想定し，鋼材表面

へパテ材を塗布する際の施工性や，屋外環境での樹脂材料の長期耐久性を考慮し，パテ材と

して適用可能性が高い接着剤を候補とした．それぞれの接着剤の用途，材料の特徴を表 3.3 に

示す． 

本節の静的一軸引張試験の試験体では、パテ材にエポキシ樹脂，CFRP 板を接着するための

接着剤にアクリル樹脂をそれぞれ使用するため，断面欠損部の範囲では，エポキシ樹脂とア

クリル樹脂の界面が存在する．そこで，事前試験では，種類の異なる接着剤同士の接着強度を

確認し，強度特性の優れたパテ材を選定する．本研究におけるエポキシ樹脂とアクリル樹脂

との応力伝達は主にせん断応力であると考えられることから，JIS K 6850 を参照した引張せ

ん断接着強さを測定した． 

JIS K 6850 では，2 枚 1 組である金属の標準試験片に 1 種類の接着剤を塗布するが，事前試

験ではあらかじめ片方の試験片に候補となるエポキシ樹脂を塗布しておき，エポキシ樹脂の

指触乾燥後にその試験片ともう一方の試験片とをアクリル樹脂で接着した．エポキシ樹脂は

鋼板の不陸修正材として用いられることから，鋼板の凹凸を埋める役割を担う．そのため，エ

ポキシ樹脂自体が厚い部分と薄い部分とが不規則に分布すると考えられ，エポキシ樹脂が厚

いときと薄いときのそれぞれでアクリル樹脂との応力伝達を考慮する必要がある．そこで，

事前試験においてもエポキシ樹脂が厚い試験片と薄い試験片の 2 種類を作製し，両方の引張

せん断接着強さからパテ材の選定することとし，各試験片はそれぞれ 5 体ずつ作製した．各

接着剤の名称の後ろに示した「-TK」と「-TN」は，それぞれ標準試験片に塗布したエポキシ

樹脂を厚く塗布したものと薄く塗布したものを示している．写真 3.1 に各候補のエポキシ樹

脂を塗布した標準試験片の外観を示す． 

 

表 3.3 パテ材の候補 

候補 製品名 主な用途・材料の特徴 

RPC レジンパッチ 鋼材の腐食部への高力ボルト当て板用接着剤 

CCP クリアクロスパテ 紫外線劣化の抵抗性に優れるパテ材 

NPF ネオパテ F 炭素繊維シート接着工法用の下地調整材（パテ材） 

AL アンカーロック 適度な揺変性を有するアンカーボルト定着用接着剤 
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RPC-TK RPC-TN 

 

CCP-TK CCP-TN 

 

NPF-TK NPF-TN 

 

AL-TK AL-TN 

写真 3.1 エポキシ樹脂を塗布した標準試験片 

 

図 3.2 に引張せん断接着強さの試験結果を示す．横軸は標準試験片に塗布したエポキシ樹

脂の厚さを示しており，膜厚計（本体 SWT-9200，鉄素地用プローブ Fe-2.5：サンコウ電子研

究所製）でエポキシ樹脂の厚さを計測した結果を示している． 

図より，RPCとCCPは樹脂の厚さによらずほぼ同等の引張せん断接着強さであった．一方，

NPF と AL は樹脂の厚さによって引張せん断接着強さに差が生じ，樹脂の厚さが薄い方がせ

ん断強さは大きかった． 

4 種類のエポキシ樹脂を用いた事前試験の結果より，接着剤の厚さの違いによらず相対的

に高い引張せん断接着強さを有することから RPC を本研究で使用するパテ材に選定した． 

写真 3.2 に RPC-TK と RPC-TN の接着面の破壊状況を示す．エポキシ樹脂の厚さによって

接着剤間の破壊状況が変化した．RPC-TK では 1 体の試験片を除いて，エポキシ樹脂とアクリ

ル樹脂の界面部分が破壊し，エポキシ樹脂側とアクリル樹脂側が同程度の割合であった．1 体

の試験片のみアクリル樹脂と鋼板の界面で破壊した．一方，RPC-TN では，エポキシ樹脂とア



58 
 

クリル樹脂の界面付近での破壊であり，ほぼすべての試験片でエポキシ樹脂がアクリル樹脂

側の表層で破壊した． 

 

 
図 3.2 エポキシ樹脂の厚さと引張せん断接着強さ 

 

 

RPC-TK：エポキシ樹脂-アクリル樹脂の界面破壊（両側） 

1 体のみ（左端）アクリル樹脂-鋼板の界面破壊あり 

 

RPC-TN：エポキシ樹脂-アクリル樹脂の界面破壊（エポキシ側） 

写真 3.2 接着面の破壊状況 
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3.2.4 試験体の作製 

 

（1）断面欠損部の作製方法 

 

写真 3.3 に促進暴露前の試験体を示す．図 3.1 に示した形状の鋼板の全面を，溶融アルミナ

を研削材に用いたサンドブラスト処理により素地調整し，腐食させる範囲は鋼材素地のまま

とし，それ以外の範囲はエポキシ樹脂系プライマーで封止した．  

腐食による鋼板の断面欠損を再現するため複合サイクル試験機（CCT-1L：スガ試験機製）

を用いて促進暴露により鋼材素地の範囲を腐食させた．促進暴露の環境条件は図 3.3 に示す

複合サイクル試験法（土研法）とした．この試験法は塗装系の防食性能を評価するために用い

られる方法で，実際の屋外環境による暴露との相関性が高いことが確認されている 3-12）こと

からこの条件で促進暴露した．また，この土研法による複合サイクル試験法の促進倍率がい

くつかの塗装系の暴露試験で評価されており，沖縄の屋外環境に対して 2.6～5.8 倍，つくば

の屋外環境に対して 22.6～49.9 倍に相当することが確認されている 3-13）． 

腐食促進のための暴露は，1 サイクルを 24 時間とし，腐食面を試験機内の塩水噴霧器側に

向けた状態で正面と背面をそれぞれ 10 サイクルごとに入れ替え，合計 N サイクルずつ腐食

させた．腐食サイクル数を 10 サイクル，30 サイクル，50 サイクルとした 3 標準の断面欠損

量の試験体を作製した．複合サイクル試験に試験体を設置した状況を写真 3.4 に示す．なお，

複合サイクル試験機内での試験体の設置角度は，鉛直に対して 20°とした． 

 

   

写真 3.3 促進暴露前の試験体（左：R シリーズ 右：P シリーズ） 

 



60 
 

 
図 3.3 複合サイクル試験法（土研法）の環境条件 

 

 
写真 3.4 複合サイクル試験機内の試験体設置状況 

 

（2）腐食した鋼板への CFRP 板接着手順 

 

前述の促進暴露によって腐食させた鋼板に CFRP 板を接着する手順について述べる． 

鋼板に発生した錆をハンマーでたたいて落としたのち，溶融アルミナを研削材に用いたサ

ンドブラスト処理により，パテ材および CFRP 板を接着する範囲を素地調整した．次に，後

述する断面欠損部の凹凸形状の計測を行ったのち，パテ材で腐食範囲の不陸を修正し，凹部

を鋼板の一般部と同じ厚さになるように仕上げた．パテ材を塗布後，エポキシ樹脂が指触乾

燥するまで養生し，アクリル樹脂で試験体に CFRP 板を片面ずつ接着した．CFRP 板の接着に

おいて，アクリル樹脂の 2 液のうち片方の液剤を鋼板とパテ材に，もう一方の液剤を CFRP 板

にそれぞれ塗布し，2 液を接触させ養生した．養生中は CFRP 板の上部に錘を載せ，面圧を加

えて静置した．錘の重量は，R シリーズでは 2.0kg，P シリーズでは 2.5kg とし，約 2.0kPa の

面圧とした．これらの一連の作業は雰囲気温度 20℃の環境で行い，ブラスト処理が完了して，

CFRP 板を接着するまでの時間はいずれも 12 時間以内に行った．ここで，実際の現場での施

工を想定した場合，塗装塗替え工事においてブラスト処理による素地調整程度 1 種の次工程

は 4 時間以内に行うよう規定されている 3-14）．しかし，施工の状況によってパテ材が指触乾

燥するまでの時間を含めて 4 時間以内で CFRP 板を接着することが困難である可能性も考え

られるため，本研究ではもどり錆が発生しないよう環境を維持し，長い施工間隔を設けて試

←塩水噴霧器
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験体の作製を行った．写真 3.5 に各施工状況の試験体を示す． 

 

 

促進腐食後の発錆状況 

 

素地調整後の鋼板の凹凸 

 

パテ材塗布後の養生 

 

アクリル樹脂塗布後の CFRP 板と鋼板 試験体の完成 

写真 3.5 作製中の試験体の状況（PC50 シリーズ） 
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（3）腐食鋼板の凹凸形状の計測 

 

促進暴露によって腐食した鋼板の断面欠損量を計測するため，鋼板をブラストによる素地

調整後に 3D 計測機（VR-5200：キーエンス製）を用いて表面の凹凸形状を画像計測した．鋼

材表面の凹凸は腐食していない一般部の表面を基準としたときの板厚方向の減少量を計測し

た．図 3.4 に各シリーズで促進暴露サイクル数毎の凹凸の分布状態を示した結果の一例を示

す．この図は，試験体の鋼板表面の正面側の結果を示しており，上のコンター図は基準面から

の深さの分布を示し，下の図は部材幅当たりで平均した腐食深さをそれぞれ示している．図

3.4 の上のコンター図より，促進暴露のサイクル数が増加するに従って平均的な腐食深さが大

きくなっており，実際の構造物と同様の局部的に深い腐食が発生していた．部材幅当たりの

平均腐食深さの結果から，Rシリーズでは部材幅方向と腐食範囲の境界線が平行であるため，

部材軸方向に対して腐食深さが急激に変化したが，P シリーズでは部材幅方向に対して腐食

範囲の境界線が 45°傾いているため，部材幅当たりの腐食深さもゆるやかに変化した． 

また，すべての試験体で正面側（F 側）と背面側（B 側）の表面の凹凸を計測し，その計測

結果から 3D 計測機の専用ソフトにより画像を解析し，腐食範囲における平均の深さと腐食

範囲に含まれる 大の腐食深さを求めた．全 24 体の試験体の F 側と B 側の腐食深さの関係

を図 3.5 に示す．図 3.5（a）には鋼板の平均腐食深さ，図 3.5（b）には参考データとして 大

腐食深さをそれぞれ示している．図 3.5（b）の 大深さについては，本研究における鋼板にお

いて局部的な腐食が生じており，その腐食のうち も深い箇所の深さを示している．各図の

凡例の R と P は，R シリーズと P シリーズを表し，10，30，50 の各数字は促進暴露したサイ

クル数を表している．R シリーズは試験体 RN が 1 体と試験体 RC が 3 体の合計 4 体，P シリ

ーズも試験体 PN が 1 体，試験体 PC が 3 体の合計 4 体の結果である．また，表 3.4 に各シリ

ーズの 4 体ごとの平均値と標準偏差の一覧を示す． 

図 3.5（a）と表 3.4 より，どちらのシリーズも 10 サイクルと 30 サイクルでは試験体ごとの

大きなばらつきは無く，同等程度の腐食深さであった．一方，50 サイクルの試験体では，ど

ちらのシリーズも試験体ごとの腐食深さのばらつきが大きく，R50 では同一の試験体での F

側と B 側の腐食深さの差が大きいものがあった． 

図 3.5 の 大腐食深さの結果より，R10 ではいずれの試験体も同等の 大深さであった．し

かし，それ以外では試験体ごとの 大深さのばらつきが大きく，同じサイクル数であっても，

大深さが異なっており，F 側と B 側での差が大きいものもあった． 
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図 3.4 各シリーズの 3D 計測結果の一例 

 

R シリーズ P シリーズ 

RC10-1 PC10-1 

RC30-1 PC30-1 

RC50-1 PC50-1 
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（a）平均腐食深さ             （b） 大腐食深さ 

図 3.5 鋼板の F 側と B 側の腐食深さの関係 

 

表 3.4 各シリーズの平均腐食深さの平均値と標準偏差 

 R10 R30 R50 P10 P30 P50 

平均値（mm） 0.189 0.405 0.609 0.213 0.460 0.589 

標準偏差（mm） 0.031 0.031 0.090 0.035 0.016 0.076 
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3.2.5 試験方法と計測項目 

 

使用する試験機は油圧式の万能試験機（UH-500Xh：島津製作所製）とし，載荷速度は 3 段

階で変化させた．第 1 段階である載荷を開始した直後は，鋼板の一般部に対する応力が

0.5N/mm2/s となる速度で荷重制御によって載荷し，試験体の鋼板が降伏荷重に達する付近で

第 2 段階として 1.0mm/min の速度で変位制御によって載荷した．その後，鋼板のみの試験体

では鋼板が降伏し，荷重がある程度増加し始めた段階で変位制御のまま 2.5mm/min に速度を

上げた．一方，CFRP 板を接着した試験体では．第 2 段階において CFRP 板がはく離し始め，

ほぼ全面にはく離が進展した時点で，同じく変位制御 2.5mm/min に速度を上げた．いずれの

試験体も 3 段階目に移行してからは概ね鋼材のみの載荷試験となったため，さらに 10mm 程

度の変位が生じるまで引張荷重を与えたのち除荷して試験を終了した． 

試験時の計測項目は載荷荷重，つかみ部間の相対変位（以下，変位とする）と試験体表面の

ひずみとした．試験体表面のひずみは，図 3.6 に示した位置において CFRP 板の表面にひずみ

ゲージを貼付し，ゲージ長が 2mm の単軸ゲージと，単軸 5 素子が 2mm 間隔で配置している

応力集中計測用ゲージを使用した．ひずみゲージは，図 3.6 の下側半分にも同様に貼付してお

り，以降では，CFRP 板の端部が 初にはく離した位置を基準として試験体の上下方向の半分

について評価した．計測のサンプリング周波数は 0.5Hz とし，載荷開始から除荷するまで連

続して計測した． 

     
図 3.6 CFRP 板のひずみ計測位置  
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3.2.6 試験結果 

 

（1）荷重と変位の関係 

 

図 3.7 に R シリーズと P シリーズの荷重-変位関係を示す．各シリーズの関係図には，比較

のため試験体 N と試験体 C の試験結果も記載している．ただし，P シリーズの試験体は R シ

リーズの試験体に比べて軸方向の部材長さが長いことから，図 3.7（d）から（f）に示した P

シリーズの変位は，試験時に計測した相対変位量に R シリーズと P シリーズの試験体の試験

機のつかみ部間の比である 7/8（R シリーズ：350mm，P シリーズ：400mm）を乗じて補正し

た値を図示している． 

いずれの試験体も試験開始後の荷重と変位の関係は概ね線形性を有しており，鋼板が弾性

域にあることを示している．その後，2mm 程度の変位が生じたときに鋼板が降伏に達した．  

CFRP 板を接着していない断面欠損した鋼板のみである試験体 RN，PN の降伏荷重は，RN10，

PN10 では 80kN 程度，RN30，PN30 では 70kN 程度，RN50，PN50 では 60kN 程度であった．

それ以外の試験体はいずれも降伏荷重は 90kN 程度であり，表 3.2（a）の降伏応力と鋼板の一

般部の断面積より求まる降伏荷重である 91.8kN と同等で，CFRP 板を接着することで，腐食

していない鋼板である試験体 N と同等の荷重-変位の関係を示した．鋼板が降伏するまでの範

囲においては，いずれのサイクル数に対しても試験体 RC と PC で荷重-変位関係に差はみら

れなかった． 

CFRP 板を接着した試験体において，鋼板が降伏して以降，変位が 7mm 程度に増加するま

で CFRP 板ははく離せず，荷重が徐々に増加した．その後，CFRP 板の端部からはく離が生じ

ると，変位が増加するにともなって荷重は下がっていき，断面欠損した鋼板のみの試験体 RN

や PN の降伏荷重と同等の荷重まで下がった．CFRP 板がはく離し，荷重が下がり始めてから，

降伏荷重まで下がるまでの変位の増加量は試験体 PC の方が試験体 RC に比べて大きくなっ

た．CFRP 板のはく離は，CFRP 板の端部から中心部に向かって進展したと考えられ，はく離

が鋼板の欠損部に達すると荷重が低下したと推測される．試験体 RC では，はく離の進展方向

に対して鋼板の一般部と欠損部の境界線が直交しているため，はく離範囲が境界に達すると，

欠損部の鋼板断面のみで荷重を負担することになる．そのため，はく離が境界付近に達して

からは，小さい変位量の範囲で荷重が急激に減少したと考えられる．一方，試験体 PC では，

CFRP 板のはく離は試験体 RC と同様に CFRP 板の端部から中心部に向かって進展するもの

の，断面欠損部の形状が平行四辺形であり，はく離の進展方向に対して鋼板の一般部と欠損

部の境界線が直交していない．そのため，はく離の進展によって鋼板の断面欠損部の鋭角部

分が先行してはく離し，断面欠損部の範囲が徐々に幅方向に対して広がったと考えられる． 
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（a）R10 シリーズ 

 

 
（b）R30 シリーズ 

 

 
（c）R50 シリーズ 

図 3.7 各シリーズの荷重-変位関係（その 1） 
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（d）P10 シリーズ 

 

 
（e）P30 シリーズ 

 

 
（f）P50 シリーズ 

図 3.7 各シリーズの荷重-変位関係（その 2） 
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（2）ひずみの計測結果と CFRP 板のはく離 

 

荷重と変位の関係より，本研究の試験結果ではすべての試験体で鋼板の降伏が先行し，鋼

板の降伏後に CFRP 板の端部からはく離が発生した．その後，はく離が進展し，腐食範囲に

達したあとは断面欠損した鋼板のみの荷重-変位関係と同様の経過をたどった．ここでは，

CFRP 板に貼付したひずみゲージの計測結果からはく離が生じたときの荷重と変位に着目し，

R シリーズと P シリーズでこれらにどのような違いが生じるかを検討する．ひずみの計測結

果は F 面と B 面のひずみゲージの結果を平均した値を用いた． 

図 3.8 に一例として P シリーズの試験体 PC50-1 の CFRP 板のひずみ-変位関係と荷重-変位

関係を示す．左の縦軸は CFRP 板のひずみ，右の縦軸は荷重とし，横軸は共通で変位とした．

図 3.8（a）に CFRP 板の端部から 30mm の位置に貼付したひずみゲージの値，図 3.8（b）に

鋼板の断面欠損部の境界付近のひずみの値をそれぞれ示す． 

図 3.8（a）において，この位置のいずれかのひずみに急激な減少が生じた時点をはく離発生

時と判断した．試験体 PC50-1 では，L1 のひずみが 初に減少し，続いて C1，R1 の順でひず

みが変化した．L1 のひずみが減少した時点の荷重と変位はそれぞれ 100.1kN，8.16mm であっ

た．そのほかの各試験体も同様に CFRP 板のはく離を判定し，はく離荷重と変位の一覧を表

3.5 にまとめて示している． 

次に，図 3.8（b）において，変位が 8.52mm のときに端部から CFRP 板がはく離し，徐々に

中心に向かって進展していったことが分かる．変位が 10mm 程度のとき R2 のひずみが急激

に減少し，前述のとおり，断面欠損部の鋭角部である R2 側が先行してはく離したと考えられ

る．はく離が R2 の位置に達した時，それまで鋼板の一般部の断面で負担していた荷重が腐食

部でも負担することになり，鋼板の有効断面が減少するため荷重が低下したと考えられる．

さらにはく離範囲の前縁が R2 から C2，L2 へと進展すると，鋼板の有効断面がますます減少

するため，それにともない荷重も減少したと推察できる． 

RC シリーズにおいて，サイクル数の増加にともなって CFRP 板がはく離するときの荷重と

変位はともに増加する傾向がみられる．一方，PC シリーズは，サイクル数の違いによっては

く離時の荷重と変位に差はみられず，同等であると判断できる． 

以上の結果から，CFRP 板がはく離したときの荷重と変位それぞれの値は，RC シリーズで

はサイクル数に応じて増加する傾向がみられたが，PC シリーズではサイクル数によらず，ほ

ぼ同等であったと言える． 
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（a）CFRP 板端部付近         （b）一般部と欠損部の境界付近 

図 3.8 試験体 PC50-1 のひずみ計測結果 

 

表 3.5 はく離発生時の荷重と変位 

（a）RC シリーズ             （b）PC シリーズ 

試験体 
荷重 

（kN） 

変位 

（mm） 
試験体

荷重 

（kN） 

変位 

（mm） 

C 103.2 7.13 PC10-1 104.1
平均 

103.7 

8.49 
平均 

8.60 
RC10-1 100.4 

平均 

99.4 

6.23 
平均 

6.43 

PC10-2 103.7 8.25 

RC10-2 98.8 6.63 PC10-3 103.3 9.07 

RC10-3 98.9 6.43 PC30-1 102.4
平均 

101.2 

9.39 
平均 

8.99 
RC30-1 101.0 

平均 

101.1 

7.19 
平均 

7.44 

PC30-2 97.6 8.82 

RC30-2 100.9 7.60 PC30-3 103.7 8.76 

RC30-3 101.3 7.52 PC50-1 100.1
平均 

101.1 

8.16 
平均 

8.93 
RC50-1 102.4 

平均 

104.5 

8.52 
平均 

8.46 

PC50-2 100.1 9.57 

RC50-2 106.9 9.18 PC50-3 103.1 9.07 

RC50-3 104.1 7.68      
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3.2.7 試験後の試験体観察 

 

試験後の各シリーズの試験体外観の一例を写真 3.6 に示す． 

試験体 C は促進腐食させていないため，前述のとおり鋼板が降伏したのちに CFRP 板がは

く離して終了した．CFRP 板のはく離は，そのほとんどが鋼板と接着剤の界面で生じており，

CFRP 板と接着剤との界面でのはく離は範囲としては小さかった． 

試験体 PN50 は腐食により欠損した鋼板のみの試験体である．試験体の部材軸方向に一軸

引張荷重を与えていることから，腐食範囲の形状によらず部材軸に直角な方向の断面積が

も小さい位置が先行して降伏すると考えられる．試験後の試験体の外観からも，腐食範囲内

の一部の幅方向が狭くなっていることから，この辺りが先行して降伏したと考えられる．R シ

リーズ，P シリーズの他の試験体も同様に変形しており，腐食範囲の形状によらず応力の作用

方向に対して直角な断面によって塑性化する位置が決まった． 

パテ材を塗布して CFRP 板を接着した RC シリーズ，PC シリーズの試験体は，いずれも鋼

板が先行して降伏し，そのあと CFRP 板が端部から徐々にはく離した．RC シリーズの試験体

では，鋼板の促進暴露のサイクル数に応じてパテ材のはく離に状況に差が生じた．促進暴露

が 10 サイクルの試験体 RC10 では，パテ材とアクリル樹脂の界面のパテ材表層でほぼ全面が

はく離した．一方，50 サイクルの試験体 RC50 では，ほぼ全面が鋼板とパテ材の界面ではく

離し，部分的にパテ材とアクリル樹脂の界面ではく離した．30 サイクルの試験体 RC30 では，

試験体 RC10 の結果に近く，ほとんどの範囲がパテ材とアクリル樹脂の界面ではく離し，局所

的にパテ材と鋼板の界面ではく離した． 

PC シリーズでは，RC シリーズと同様に促進暴露サイクル数に応じてパテ材のはく離状況

に違いが生じた．試験体 PC10 では，ほとんどの範囲でパテ材とアクリル樹脂の界面ではく離

したが，鋼材とパテ材での界面でのはく離も部分的に生じた．一方，試験体 PC50 ではほぼ全

面が鋼板とパテ材の界面ではく離しており，パテ材とアクリル樹脂との界面での破壊はほと

んど見られなかった．試験体 PC30 はこれらの中間程度の結果であり，鋼板とパテ材との界面

はく離の範囲が過半を占めた． 

以上の結果より，腐食深さが浅くパテ材が薄い場合はパテ材とアクリル樹脂の界面ではく

離し，腐食深さが深く，パテ材が部分的に厚くなる部位が存在すると鋼板とパテ材との界面

ではく離する結果となった．さらに，RC シリーズに比べて PC シリーズの方が，鋼板とパテ

材の界面ではく離する割合が大きくなった． 
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試験体 C F 側 試験体 PN50 F 側 

試験体 RC10-1 F 側 試験体 PC10-1 F 側 

試験体 RC30-3 F 側 試験体 PC30-2 F 側 

試験体 RC50-1 F 側 試験体 PC50-3 F 側 

写真 3.6 試験後の試験体の表面 

  

腐食範囲 
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3.3 当て板を接着した断面欠損鋼板の応力の比較 
 

本節では，図 3.9 に示す試験片を模擬した，断面欠損した鋼板の断面にパテ材を充填し CFRP

板を接着したモデルを対象として，有限要素解析と理論解析による応力を算出し，静的試験

における初期の弾性範囲内での試験結果との比較を行う． 

試験体 RC と試験体 PC では腐食範囲の形状が矩形と平行四辺形で異なる．既往の研究 3-5）

における理論解析では鋼板の腐食による断面欠損の形状を矩形と想定しており，腐食範囲が

部材軸方向に対称で，幅方向にも一定であるものを扱っている．一方，試験体 PC は腐食範囲

が平行四辺形であり，部材の軸方向に対して対称ではないため，理論解析の想定とは異なる．

しかし，軸方向力のみが作用する本研究の試験体のような形状の場合，幅方向の応力に対す

る影響を考慮せず，理論解析における境界条件を満足すれば理論解析の適用が可能であると

考える．この境界条件とは，図 3.9 に示す試験体の部材軸方向の中心位置で鋼板の軸方向力が

釣り合っていることである．これらの内容について，試験体 PC のような断面欠損の範囲が平

行四辺形である場合の理論解析の適用が可能であるか検討を行う． 

 

 

図 3.9 解析対象とする CFRP 板を接着した断面欠損鋼板 
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3.3.1 FEM 解析による応力の算出 
 

試験体を模擬した解析モデルによる線形弾性解析を汎用有限要素解析プログラム

Abaqus20173-15）にて実施した．解析モデルは，RC シリーズでは試験体の幅方向（x 方向），

部材軸方向（y 方向）と板厚方向（z 方向）の対称性を考慮した 1/8 モデルとし，PC シリーズ

では試験体の板厚方向(z 方向)のみ対称性を考慮した 1/2 モデルとして，対称の境界条件を与

えた． 

試験体の長手方向のモデル化の範囲は図 3.1 で示した試験体形状のつかみ部を除いた範囲

とした．鋼板の断面欠損部の板厚減少量，すなわちパテ材の厚さは，図 3.5（a）の平均腐食深

さの結果を参考にし，いずれのシリーズも片面当たり 10 サイクルで 0.2mm，30 サイクルで

0.4mm，50 サイクルで 0.6mm とした．解析モデルの接着剤の厚さは，各試験体作製時に定着

部分である CFRP 板の端部から 50mm の範囲の厚さを計測しており，その結果からいずれの

シリーズも 10 サイクルで 0.10mm，30 サイクルと 50 サイクルで 0.15mm とした．パテ材の厚

さと接着剤の厚さから解析モデルの名称を決定し，10 サイクル，30 サイクル，50 サイクルの

試験体をそれぞれ tp02ta010，tp04ta015，tp06ta015 とした．図 3.10 に RC シリーズと PC シリ

ーズの試験体を模擬した FEM 解析モデル概要を示す． 

荷重条件は鋼板の両端部に y 軸の相対する方向に σsn＝100N/mm2 の分布荷重を与えた．鋼

板，パテ材，接着剤と CFRP 板の各部材は表面同士を結合させ，部材同士のはく離について

は考慮していない．  

鋼板，接着剤，CFRP 板いずれも 8 節点ソリッド要素とし，各解析モデルの z 方向の要素分

割数と要素サイズは表 3.6 に示す通りとし，xy 方向の 小要素サイズは 0.1（mm）とした．

後述する解析結果の各応力は，板厚方向（z 方向）に対する平均値を示している． 

解析で使用した各材料の特性値を表 3.7 に示す．鋼板，パテ材と接着剤は等方性材料とし，

CFRP 板は y 方向のみに繊維を配向した直交異方性材料として複合則 3-16）を用いて材料特性

を求めた． 

 

  

（a）RC シリーズ 1/8 モデル         （b）PC シリーズ 1/2 モデル 

図 3.10 FEM 解析モデルの概要図 
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表 3.6 各解析モデルの z 方向の要素分割数と要素サイズ 

モデル 

鋼板 
接着剤 CFRP 板 

欠損部・パテ材 欠損部以外 

分割数 サイズ※ 分割数 サイズ※ 分割数 サイズ※ 分割数 サイズ※

tp02ta01 2 0.1 4 0.7 2 0.05 

4 0.3 tp04ta015 4 0.1 4 0.65 3 0.05 

tp06ta015 4 0.15 4 0.6 3 0.05 

（※単位：mm） 

 

表 3.7 FEM 解析の材料特性 

（a）鋼板，接着剤，パテ材 

 
E 

（N/mm2） 
ν 

鋼板 200,000 0.3 

接着剤 2,500 0.43 

パテ材 5,000 0.35 

 

（b）CFRP 板 

  

 
Ey 

（N/mm2） 

Ex，Ez 

（N/mm2）
νxy νxz νyz 

Gxy，Gyz 

（N/mm2） 

Gxz 

（N/mm2）

CFRP 板 174,680 11,079 0.020 0.349 0.320 4,241 4,106 
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3.3.2 理論解析による各部材の応力 

 

当て板接着した断面欠損を有する鋼板の積層板としての理論的検討が行われており 3-5），そ

こでは鋼板と CFRP 板は軸力を伝達する要素，接着剤はせん断力伝達する要素として仮定し

ている．微小区間における水平方向の力のつり合いによる微分方程式を解くことによって鋼

板の軸方向力を求め，その軸方向力から鋼板や CFRP 板，接着剤の各応力を算出しており，

算出された式の詳細は付録 A に示している．その理論解は鋼板の断面欠損を模擬した試験結

果とも良好な結果を得ており，実際の力学的挙動を評価するには有効であると考えられる． 

さらに，文献 3-7）において，当て板接着された CFRP 板の端部付近ではせん断変形が生じ，

鋼板から CFRP 板への応力伝達が遅れるため，その影響を考慮する方法を提案している．具

体的には，接着剤と CFRP 板のせん断弾性係数の比に応じて接着剤層を厚くみなすことによ

り，既存の理論解析を修正する方法である．この修正方法を用いることで鋼板と CFRP 板の

応力伝達のせん断遅れが考慮され，より精度よく実際の現象を評価することが可能となる． 

ここでは，上記の理論解析から求まる式（A.1）から式（A.3）によって，各部材の応力を算

出し，試験において鋼板が降伏するまでの弾性範囲における CFRP 板表面のひずみの計測結

果から求めた応力との比較を行う．試験では鋼板の断面欠損部に充填するパテ材はエポキシ

樹脂，CFRP 板を接着する接着剤はアクリル樹脂を用いたが，理論解析では接着剤は 1 つの材

料として検討されている．本研究では，鋼板や CFRP 板の弾性係数はパテ材や接着剤の弾性

係数と比べて大きく，パテ材と接着剤の強度特性の違いによる解析対象のモデル全体に与え

る影響は小さいと判断し，パテ材と接着剤は表 3.7（a）のアクリル樹脂の物性値を用いること

とした．なお，事前にパテ材の材料特性をエポキシ樹脂とアクリル樹脂の両方で FEM 解析を

実施し，鋼板と CFRP 板の各応力に違いが生じないことを確認している． 

 

（1）理論解析におけるモデルの条件と形状 

 

理論解では図 3.9 に示した試験体の断面形状について，上下面で対称な構造モデルを考え

る．なお，対象モデルは，部材軸方向を y 方向，板厚方向を z 方向とし，紙面に対して直角方

向を x 方向とする．鋼板の断面欠損部の厚さ tp は FEM 解析と同じく，試験体における腐食促

進サイクル数が 10 サイクルで 0.2mm，30 サイクルで 0.4mm，50 サイクルで 0.6mm の一定と

する． 

RC シリーズは試験体の幅方向である x 方向に同一断面であるが，PC シリーズは x 方向に

対して鋼板の断面欠損部の範囲が変化する．理論解析は y 方向のみの力のつり合いを考慮し

ており，応力の算出条件として，y=0 での軸方向力が対称であることが必要である．しかし，

図 3.6 に示した L 側と R 側が y=0 の位置において同等の軸方向力であれば，y=0 において x 軸

に対称ではない本研究の PC シリーズの試験体であっても，理論解析によって応力を算出す

ることが可能であると考えられる．CFRP 板端部で十分な定着長を確保し，定着範囲で鋼板の
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応力から CFRP 板に応力が伝達され，鋼板の腐食部の応力が y=0 において一定の値に収束す

ることで y 方向の力がつり合い，鋼板の断面欠損範囲が x 軸に対称ではなくても理論解析を

適用できる可能性がある．そこで，x 軸に対して対称ではない PC シリーズの試験結果と FEM

解析，理論解析の結果から，適用可能であるかを検討する． 

図 3.11 に示した yz 平面の 1/4 モデル形状において，RC シリーズ，PC シリーズのそれぞれ

理論解析で用いた各部材の長さを表 3.8 に示す． 

 

 

図 3.11 部材軸方向の解析断面の概要図 

 

表 3.8 理論解析モデルの軸方向長さの条件 

長さ 

（mm） 

RC 

シリーズ 

PC シリーズ 

L 側 中央 R 側 

l 100 125 

ld 50 25 50 75 

ln 50 100 75 50 

 

（2）CFRP 板の必要板厚と必要定着長の算出 

 

本章における試験体として用いたCFRP板の板厚および定着長の決定方法について述べる．

CFRP 板の板厚と定着長は文献 3-5）で提案されている理論解による以下の方法に基づき，必

要とされる厚さおよび長さを求める． 

完全合成断面を仮定し，断面欠損部の剛性を，一般部の剛性まで回復させるために必要な

CFRP 板の板厚 tc0 を次式から求める． 

tc0=
1-λ Esbsts

2bcEc
(3.1) 

ここに， 
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λ=
tsd

ts
(3.2) 

Es : 鋼板のヤング係数 

Ec : CFRP 板のヤング係数（表 3.7（b）の Ey） 

ts : 一般部の鋼板の板厚 

tsd ： 断面欠損部の鋼板の板厚 

bs : 鋼板の幅 

bc ： CFRP 板の幅（bc≦bs） 

   

この tc0 を満たす板厚の CFRP 板を接着しても，断面欠損部での鋼板の応力 σs は鋼板のみの

範囲の応力 σsn よりも大きくなり，その 大値σsD（ld）は一般部と断面欠損部の境界面の断面

欠損側となる．そこで，式（3.3）において η=1.001 を与えて十分長いとみなせる一般部の CFRP

板の半長さ ln を用いて，σsD ld が σsn 以下となる条件を式（3.4）で与える． 

 

ln=
1

c
cosh-1 1-ξ

ξ η-1
(3.3) 

1

λ
ξd-

-ξd+ξ

1+
cdhd
ch tanh cdld

≤1 (3.4) 

ξd=
1

1+ 2Ecbctc Esbstsd⁄
(3.5) 

ξ=
1

1+ 2Ecbctc Esbsts⁄
(3.6) 

cd=
bcGa

bshd

2

1-ξd

1

Estsd

(3.7) 

c=
bcGa

bsh

2

1-ξ

1

Ests
(3.8) 

hd=h+
ts-tsd

2
(3.9) 

h=ta+
tc
3

Ga

Gyz
(3.10) 

Ga=
Ea

2 1+υa
(3.11) 

ここに， 

h : CFRP 板のせん断変形を考慮して修正した 3-7)一般部の接着剤の厚さ 
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Ga : 接着剤のせん断弾性係数 

Gyz : CFRP 板の yz 平面のせん断弾性係数 

Ea ： 接着剤のヤング係数 

νa : 接着剤のポアソン比 

   

この式（3.4）を満たす CFRP 板の板厚 tc は，鋼板の断面欠損部の半長さ ld によって変化す

る．断面欠損部の半長さ ld が短い場合は，式（3.4）に ld=0 を代入した式（3.12）によって CFRP

板の 小板厚 tcが求まり，断面欠損の半長さ ldが長い場合は，式（3.13）を満たすことで CFRP

板の板厚 tcの 小値を得る． 

tc≥
1-λ Esbsts
2λbcEc

=
1

λ
tc0 (3.12) 

ξd

λ
+

-ξd+ξ

λ+ λ∙
hd
h ∙

1-ξ
1-ξd

≤1 (3.13)
 

断面欠損の半長さ ld の長短の判断は，式（3.4）中の tanh(cdld) によって行い，tanh(cdld)は ld

が短くなると 0 に近づき，長くなると 1 に近づく．cdld ≥3の範囲では，tanh cdld ≥0.995とな

り，ld は十分に長いと判断できる． 

も鋼板の断面欠損の厚さが大きい 50 サイクルの各試験体のモデルを対象にして，CFRP

板の必要厚さを求めた結果を表 3.9 に示す．PC シリーズのモデルは，試験体の L 側，中央，

R 側の 3 つの断面の形状について板厚を算出した．断面欠損の半長さ ld が も短くなる L 側

において CFRP 板の必要厚さが も厚い 0.86mm となり，この結果から試験体の CFRP 板の板

厚 tcを 1.2mm とした．また，この板厚と式（3.3）に η=1.001 を与えることで十分長いとみな

せる一般部の CFRP 板の半長さ lnを求めると 41.5mm であり，試験体における定着長を 50mm

とした． 

 

表 3.9 解析モデル tp06ta015 の CFRP 板の必要板厚 

 
RC 

シリーズ 

PC シリーズ 

L 側 中央 R 側 

tc0（mm） 式（3.1） 0.69 

cd ld － 4.50 2.25 4.50 6.76 

tc（mm） 

式（3.4） 0.74 0.74 0.74 0.74 

式（3.12） － 0.86 － － 

式（3.13） 0.74 － 0.74 0.74 
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3.3.3 試験結果と解析結果の比較 

 

（1）CFRP 板の中央の応力 

 

各シリーズのサイクル数毎の試験体幅方向の中央における CFRP 板の応力の試験結果およ

び解析結果を図 3.12 に示す．これらの応力は図 3.6 に示した CFRP 板の中央の表面に貼付し

たひずみゲージで計測したひずみに CFRP 板の弾性係数 Ey を乗じて求めた応力である．図中

には鋼板と CFRP 板が完全に合成されていると仮定した場合の応力も記載している． 

いずれのサイクル数の場合も試験結果は多少のばらつきはあるものの FEM 解析の結果，理

論解析の結果ともに概ね良好な一致を示している．また，試験体の y=0 において，完全合成

と同等の応力となっており，想定した補強効果が得られているものと推測できる． 

FEM 解析と理論解析の結果を比較すると，いずれのサイクル数でも RC シリーズ，PC シリ

ーズともに両者は一致している．CFRP 板の応力は，CFRP 板端部の定着範囲および鋼板の一

般部と断面欠損の境界付近で変化量が大きく，それ以外の範囲では完全合成の値に収束して

いる．また，CFRP 板の端部の鋼板の応力が CFRP 板に伝達する定着部の応力は，各サイクル

数において RC シリーズと PC シリーズがほぼ一致していた． 
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（a）試験体 RC10              （b）試験体 PC10 

 

  

（c）試験体 RC30              （d）試験体 PC30 

 

  

（e）試験体 RC50              （f）試験体 PC50 

図 3.12 各シリーズの試験体中央部での CFRP 板の応力 
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（2）CFRP 板の側方部の応力 

 

次に，図 3.6 に示した CFRP 板の両側方部（L 側，R 側）に貼付したひずみゲージによる

CFRP 板の応力について，載荷試験結果と解析解を比較する．図 3.13 に各シリーズのサイク

ル数毎の CFRP 板の試験結果と解析結果を示す．FEM 解析の結果は CFRP 板の側面での応力

で，理論解析の結果は表 3.8 の軸方向の長さの条件を用いた応力であり，鋼板と CFRP 板が完

全に合成されていると仮定したときの応力も記載している． 

いずれの試験結果も多少のばらつきがあるものの，FEM 解析結果，理論解と概ね一致して

いる．各シリーズの一般部での応力，R 側の断面欠損部での応力は，それぞれ完全合成の応力

と同等と考えられる． 

FEM 解析と理論解析の結果を比較すると，いずれのサイクル数でも RC シリーズ，PC シリ

ーズともに両者は一致している．中央部の応力と同様に CFRP 板端部の定着範囲および鋼板

の一般部と断面欠損の境界付近で変化量が大きく，それ以外の範囲では完全合成の値に収束

している．また，CFRP 板の端部の鋼板の応力が CFRP 板に伝達する定着部の応力は，各サイ

クル数において RC シリーズと PC シリーズがほぼ一致していた． 

一方向のみに繊維の配向を有する CFRP 板は，繊維方向の強度特性がほかの二方向に対し

て卓越しているため，鋼板に軸方向力のみが作用した場合，CFRP 板の繊維方向（y 方向）に

対しては鋼板の応力を CFRP 板に伝達する．しかし，CFRP 板と鋼板の剛性の違いから繊維方

向以外の x 方向，z 方向の応力に対しては，鋼板の応力は CFRP 板には伝達されず，CFRP 板

の影響は極めて小さいと考えられる． 
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（a）試験体 PC10 の L 側          （b）試験体 PC10 の R 側 

 

  

（c）試験体 PC30 の L 側          （d）試験体 PC30 の R 側 

 

  

（e）試験体 PC50 の L 側          （f）試験体 PC50 の R 側 

図 3.13 P シリーズの CFRP 板の L 側と R 側の応力 
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（3）鋼板と接着剤の応力 

 

PC シリーズの 50 サイクルを再現した解析モデル tp06ta015 における FEM 解析と理論解析

での鋼板の応力と接着剤の応力を図 3.14 に示す．鋼板，接着剤ともに試験体の L 側，中央と

R 側のそれぞれの応力を示している． 

鋼板の応力は，FEM 解析結果と理論解が概ね一致しているものの，図 3.14（a）の L 側と図

3.14（e）の R 側の応力において，FEM 解析と理論解析の結果に差が生じている箇所がある．

CFRP 板の端部付近の定着範囲である y=100 から y=125 と一般部と断面欠損部の境界部にお

いて，その差が大きい．これは，理論解では部材の幅方向である x 方向に断面が一様である

と仮定しているが，実際は両端部が自由縁であるために生じていると考えられ，試験体では

FEM 解析結果と同等の応力が生じていると推測される．一方，図 3.14（c）の中央での応力は

前述のような状態には該当せず，x 方向に一様とみなすことができることから，FEM 解析と

理論解析の結果が一致している．また，L 側，中央，R 側のいずれの位置においても，y=0mm

の位置で完全合成とほぼ一致しており，各応力が 0.5％程度の差に収まっていた．このことか

ら，実際の試験体では L 側と R 側が y=0mm で対称となっているが，L 側と R 側の応力に差

がないため理論解析での境界条件である鋼板の軸力が対称である条件を満たすとみなせるこ

とにより，L 側，R 側でそれぞれ理論解析が適用できると考えられる． 

接着剤の応力は，FEM 解析結果と理論解が概ね一致しており，CFRP 板の端部付近の定着

範囲である y=100 から y=125 では L 側，中央，R 側いずれもほぼ同等の応力であった．一方，

鋼板の断面欠損部と一般部での境界付近では中央の応力に比べて，L 側が大きく，R 側は小さ

くなった．これらは前述の鋼板の応力と正の相関があり，x 方向の鋼板断面の有無に影響を受

けていると考えられ，y 方向への鋼板の変形に対して，接着剤の yz 平面内におけるせん断変

形が生じているためと考えられる． 

これら鋼板と接着剤の応力の結果は 10 サイクル，30 サイクルのモデルにおいても同様で

あった． 
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（a）L 側の鋼板の応力         （b）L 側の接着剤のせん断応力 

 

  

（c）中央の鋼板の応力         （d）中央の接着剤のせん断応力 

 

 

ｇ 

（e）R 側の鋼板の応力         （f）R 側の接着剤のせん断応力 

図 3.14 PC50tp06ta015 の解析結果 
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3.4 まとめ 

 

本章では鋼板の中央部に平面形状の異なる腐食範囲を設け，断面欠損部にパテ材を充填し

たのち CFRP 板を接着し静的引張試験を行った．鋼板の腐食範囲の形状が矩形のものを R シ

リーズ，平行四辺形のものを P シリーズとし，それぞれのシリーズの鋼板に CFRP 板を接着

したものを RC シリーズ，PC シリーズとした． 

本章で得られた結果をまとめると以下のとおりである． 

（1）鋼板の断面欠損を再現するため，複合サイクル試験機を用いて，土研法による腐食促進

サイクルで鋼板を暴露させた．腐食促進のサイクル数が，10 サイクル，30 サイクル，

50 サイクルのとき，多少のばらつきはあるものの鋼板の平均の片面での断面欠損深さ

はそれぞれ 0.2mm，0.4mm，0.6mm 程度であった． 

（2）断面欠損部に充填するためのエポキシ樹脂系接着剤のパテ材を 4 種類用意し，鋼板へ

の塗布量が厚い場合と薄い場合のそれぞれで引張せん断接着強さを評価した．高力ボル

トを用いた鋼板の当て板補修の不陸修正で使用するエポキシ樹脂が，ほかの 3 種類の接

着剤に比べて，塗布量が厚い場合と薄い場合の両方で相対的に高いせん断強さを有して

いた． 

（3）静的引張試験の結果から，いずれのサイクル数においても，RC シリーズ，PC シリー

ズともに CFRP 板のはく離よりも鋼板の降伏が先行した．鋼板が降伏するまでは荷重-

変位関係は線形性を有しており，降伏荷重はいずれのシリーズの試験体も試験体 N と同

等であった．鋼板が降伏するまでの範囲おいては，いずれのサイクル数の場合も，RC シ

リーズと PC シリーズの間に差は見られなかった． 

（4）鋼板の降伏は試験体の軸方向の CFRP 板の端部から開始し，中央部に向かっていった

と推測され，鋼板の降伏に伴い CFRP 板がはく離したと考えられる．CFRP 板端部付近

のひずみの変化からはく離の発生を判断し，はく離発生荷重を決定した．RC シリーズ

ではサイクル数が増加するにしたがってはく離発生荷重とそのときの変位量は増加す

る傾向がみられたが，PC シリーズではそのような傾向は見られず，いずれのサイクル

数も同等の荷重と変位量であった． 

（5）CFRP 板の端部ではく離が発生し，試験体の中央に向かって進展した．はく離が進展す

る過程において，変位の増加に伴い荷重は徐々に減少し，はく離範囲が断面欠損部に達

したときに荷重が も低下した．その時の荷重は，CFRP 板を接着していない断面欠損

した鋼板のみの試験体における降伏荷重と同等であった． 

（6）CFRP 板のはく離が開始してから荷重が も低下するまでの変位量は，RC シリーズに

比べて PC シリーズの方が大きかった．これは，鋼板の断面欠損部と一般部の境界が RC

シリーズでは試験体の軸方向に対して直角であったが，PC シリーズでは 45°傾斜して

いたためと考えられる．RC シリーズでは，はく離の前縁が断面欠損部の境界を通過す

る区間が短かったのに対して，PC シリーズでは CFRP 板端部に近い断面欠損部が鋭角
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である箇所から徐々に通過したため，長い区間を要した． 

（7）試験後の試験体表面の観察結果から，いずれのシリーズもサイクル数に応じて CFRP 板

のはく離の性状が変化した．CFRP 板のはく離位置は，鋼板とパテ材の界面でのはく離，

パテ材とアクリル樹脂との界面でのはく離のどちらかであった．サイクル数が多く，腐

食深さが深い場合は鋼板とパテ材の界面でのはく離の割合が大きくなり，パテ材と接着

剤との界面でのはく離の割合が小さくなった．また，RC シリーズに比べて PC シリーズ

の方が鋼板とパテ材との界面でのはく離の割合が大きかった． 

（8）静的試験での載荷初期の弾性範囲内における CFRP 板の応力について，試験結果と FEM

解析結果および理論解とを比較した．試験体の幅方向の中央における応力は，RC シリ

ーズ，PC シリーズともに，いずれのサイクル数においても試験結果，FEM 解析結果と

理論解は概ね良好な一致を示していた． 

（9）PC シリーズにおいて，図 6に示した試験体側方部の L 側，R 側の CFRP 板のそれぞ

れの応力が，いずれのサイクル数の場合も試験結果と各解析結果で概ね良好な一致を

示した．また，鋼板と接着剤の応力において，FEM 解析結果と理論解も概ね一致して

いた． 

（10）理論解析ではモデル化した試験体の幅方向の断面は一様であると仮定しているが，

PC シリーズにおいて実際の試験体は幅方向の断面は一様ではなく変化している．しか

し，試験体の側方部である L 側，R 側それぞれの断面を再現したモデルでは，部材軸

方向の中心位置（y＝0）において，両者の鋼板の応力が完全合成の応力とほぼ一致し

ており，理論解析の境界条件である軸方向に対称であるとみなせることから，L 側と R

側のそれぞれで理論解析が適用することが可能であると考えられる． 
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第4章 鋼板き裂の進展方向と繊維方向が直交しないCFRP板

接着鋼板のき裂進展解析 

 

4.1 はじめに 
 

異方性材料である CFRP を使った鋼構造物を対象とした補修・補強では炭素繊維の配向が

重要であり，繊維方向によって補強の程度に影響を受ける．特に疲労き裂を対象とした補修

に CFRP を用いる場合，き裂の進展方向に対して繊維の配向が直角になるように CFRP を設

置することが最も効果的にき裂の進展を抑制することができる．しかし，き裂先端の方向が

不明確な場合や，例えば狭隘部など CFRP の設置位置に制約を受ける場合など，き裂の進展

方向に対して直角に CFRP を設置できないことも考えられる． 

これまで CFRP 板を用いた疲労き裂対策を検討した研究 4-1）～4-3）では，鋼板のき裂の進展方

向に対して CFRP 板の繊維方向を直角に配置したものしかなく，直角以外に配置した際のき

裂進展方向に CFRP が与える影響は不明である．そこで，本研究では，鋼板の疲労き裂が CFRP

板の配向に対して直角の場合と，直角以外の場合にき裂進展の抑制効果やき裂進展方向にど

のような違いが生じるかを疲労試験と有限要素解析により検証した．鋼板の疲労き裂が直角

方向以外に進展する場合の一つの事例として，本研究では鋼板にき裂を導入するために設け

る切り欠きの形状を軸方向から 45°回転して配置することで，き裂の進展方向を鋼板の軸直

角方向以外へ変化させた．これにより，き裂の進展過程においてき裂の進展方向が CFRP 板

の繊維方向と直交しない条件を設定した．なお，CFRP 板は既往の研究 4-1）～4-3）と同様に繊維

方向を鋼板の軸方向と一致させ，鋼板に作用する軸方向の応力が最も効果的に低減するよう

に接着させた．疲労試験ではき裂の進展過程でビーチマークを作製し，き裂長さと載荷回数

の関係を計測した．有限要素解析では混合モードにおけるき裂先端の応力拡大係数に着目し，

き裂進展解析から試験結果との比較を行った． 

また，疲労試験では予備載荷によってあらかじめ疲労き裂を発生させたあとに CFRP 板を

接着した．CFRP 板を接着する前後においてき裂先端の残留応力の発生状況に違いが生じる．

CFRP 板を接着する前の残留応力に比べて，CFRP 板を接着したあとの方が発生する残留応力

が小さくなる．この差に起因するき裂進展の遅延効果がこれまで確認されている 4-3）から 4-6）．

本章では中央き裂を有する鋼板の残留応力およびそれに伴う応力拡大係数の低減効果につい

て理論計算と有限要素解析から算出し，き裂進展解析によって試験結果との比較を行った． 
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4.2 繰り返し引張試験 
 

4.2.1 試験体形状と材質 

 

試験体の鋼板は図 4.1 に示す 2 種類の形状で，試験体中央に疲労き裂を導入するため，レー

ザー加工により円孔と切り欠きを設けた． N シリーズの切り欠きは鋼板の長手方向に対して

直角に，D シリーズの切り欠きは 45 度傾けた方向に配置した．いずれのシリーズの試験体も

疲労試験の本載荷前に予備載荷として長手方向に繰り返し引張荷重を与え，切り欠きの端部

から予き裂を発生させた．予き裂を導入した鋼板を試験体 N および D とし，それらに CFRP

板を接着させた試験体を N シリーズは CN，D シリーズは CD とした． 

鋼板の材質は SS400 とし，板厚 6mm とした．CFRP 板は一方向のみに繊維が配向された引

抜成形材で，板厚 1.2mm の高強度タイプを使用した．接着剤はハネムーンタイプの 2 液性常

温硬化型のアクリル樹脂系接着剤とした．本実験で使用した接着剤は硬化時間が短く，2 液が

接触してから 30 分程度で強度が発現するのが特徴である．試験体の各材料の物性値を表 4.1

に示す． 

接着層の厚さを均一にするため，接着剤を塗布したあとの養生時に CFRP 板の上に約 0.5kg

のおもりを載せ，一定の面圧を与えた．試験体 CN と CD の接着層の厚さを確認したところ，

いずれの試験体も平均で 0.1mm 程度であった．接着層の厚さは，鋼板に CFRP 板を接着する

前後で試験体の厚さを測り，鋼板と CFRP 板それぞれの厚さの差から求めた．厚さの計測位

置は，CFRP 板接着部分の幅方向の中心線上の 10 点での平均値で，次項の表 4.2 に接着層厚

さを試験結果とともに示している．  
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（a）N シリーズ 

 

 
（b）D シリーズ 

図 4.1 試験体形状（単位：mm） 
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表 4.1 各材料の物性値 

（a）鋼材：ミルシートより 

降伏応力 

（N/mm2） 

引張強度 

（N/mm2） 

破断伸び 

（％） 

306 452 29 

 

（b）CFRP 板 

CF タイプ 
引張強度 

（N/mm2） 

弾性係数 

（N/mm2） 

－ JIS K 7165 JIS K 7165 

高強度タイプ 3,410 175,000 

 

（c）接着剤 

混合物粘度 

（mPa・s） 

引張りせん断接着強さ 

（N/mm2） 

弾性係数 

（N/mm2） 

JIS K 6833 JIS K 6850 JIS K 7208 

3,000 39.4 2,541 
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4.2.2 試験方法 

 

試験体への載荷は油圧サーボ式疲労試験機を用いて，繰り返し引張荷重を与えた．N シリ

ーズの予備載荷は最小荷重を 0.5kN，最大荷重を 30.5kN とした応力範囲 100N/mm2で 10 万回

載荷し，D シリーズの予備載荷は最小荷重 0.5kN，最大荷重 36.5kN とした応力範囲 120N/mm2

で 12 万回載荷した．予備載荷の載荷条件が N シリーズと D シリーズで異なっているが，試

験に先立ち各シリーズの試験体に対して載荷条件を変えて繰り返し載荷を行い，切り欠きの

先端からき裂が 1～2mm 程度進展させるために必要な載荷方法を検討し，この条件で予備載

荷を実施した．いずれの試験体も試験後の観察結果から相対する切り欠きの先端部分から同

等程度の長さの疲労き裂が生じており，予備載荷における荷重の偏心は小さいと判断した． 

本載荷では N シリーズ，D シリーズともに最小荷重を 0.5kN，最大荷重を 30.5kN，36.5kN，

42.5kN とし，それぞれ応力範囲 100N/mm2，120N/mm2，140N/mm2 で 3 種類の荷重条件で試験

を実施した．鋼材のみの試験体は 1 体，CFRP 板を接着した試験体は 3 体ずつとし，表 4.2 に

本載荷における応力範囲，疲労寿命と接着層厚さの一覧を示す．なお，CFRP 板を接着した試

験体 CN と CD では鋼材が破断したあとも CFRP 板が接着されており，載荷による荷重を

CFRP 板のみで負担することができた．このため，鋼材が破断してから試験機を停止するまで

の時間で数万回程度の載荷を行ったのちに試験を終了した．鋼材破断後の試験機の安全性を

考慮し，加振周波数は，鋼材のみの試験体は 5Hz，CFRP 板を接着した試験体は 10Hz とした． 

表 4.2 において，セルを灰色で塗りつぶしている試験体 CN100-1 と CD100-1 は予備載荷後

に応力範囲 100N/mm2 でそれぞれ 620 万回，1000 万回繰り返し載荷したものの，き裂が進展

しなかった．そこで，この 2 体については載荷を中断し，応力範囲を 120N/mm2 に変更して引

き続き載荷したところ，き裂の進展を確認したため鋼材が破断するまで試験を実施した．な

お，試験体 CN と CD において，鋼材のき裂が進展していることを確認するため，き裂の進展

が想定される経路付近の CFRP 板表面にひずみゲージを貼付した．繰り返し載荷による CFRP

板のひずみ範囲の変化によってき裂進展の有無を判断した． 

表中の疲労寿命は，本載荷によって疲労き裂が左右両方に進展し，どちらかのき裂が鋼材

の端部に達した回数とした．試験体の鋼材の表面には予め正面と背面を決めており，D シリ

ーズでは図-1 に示した表面を正面側とし，正面側に向かって左と右の方向を決めている．試

験体 N と試験体 D については，いずれの応力範囲の場合も左右ほぼ同時に鋼材が破断した．

試験体 CN と試験体 CD については試験体ごとに左右のき裂の進展に多少のばらつきがあっ

たが，その大半が疲労寿命の 5％程度以内の遅れであったため，影響は小さいと判断した． 

本載荷中にき裂の進展を確認するため，一定の繰り返し数毎にビーチマークを導入してお

り，ビーチマーク導入のための載荷は疲労寿命から除いている．ビーチマークの導入に当た

っては，各試験体ともに最大荷重は変えずに最小荷重を増大させ，応力範囲が本載荷のとき

の半分となるように変更して数万回ずつ繰り返し載荷した． 

  



94 
 

表 4.2 供試体の載荷条件と疲労寿命 

（a）N シリーズ 

試験体 
応力範囲 

（N/mm2） 

周波数 

（Hz） 

BM 導入間隔

（×103回） 

疲労寿命 

（×103回） 

接着層厚さ 

（mm） 

N100 

100 

5 20 198 － 

CN100-1 10 － 6,200※ 0.08 

CN100-2 10 500 3,000 0.11 

CN100-3 10 300 2,670 0.13 

N120 

120 

5 10 85 － 

CN100-1 10 200 1,600 0.08 

CN120-1 10 200 1,800 0.11 

CN120-2 10 200 1,600 0.10 

CN120-3 10 200 1,600 0.12 

N140 

140 

5 5 48 － 

CN140-1 10 100 1,000 0.09 

CN140-2 10 100 860 0.12 

CN140-3 10 100 900 0.10 

 

（b）D シリーズ 

試験体 
応力範囲 

（N/mm2） 

周波数 

（Hz） 

BM 導入間隔

（×103回） 

疲労寿命 

（×103回） 

接着層厚さ 

（mm） 

D100 

100 

5 30 328 － 

CD100-1 10 － 10,000※ 0.09 

CD100-2 10 300 5,500 0.09 

CD100-3 10 500 5,800 0.10 

D120 

120 

5 20 214 － 

CD100-1 10 200 2,430 0.09 

CD120-1 10 200 2,460 0.10 

CD120-2 10 200 2,630 0.09 

CD120-3 10 200 2,230 0.11 

D140 

140 

5 5 96 － 

CD140-1 10 100 1,380 0.09 

CD140-2 10 100 1,320 0.11 

CD140-3 10 100 1,260 0.09 
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4.2.3 試験後の試験体観察 

 

試験終了後に試験体を観察した結果を写真 4.1 から写真 4.3 に示す． 

写真 4.1 は各シリーズの試験体の一例として，応力範囲 120N/mm2の N120，CN120-3，D120，

CD120-3 の 4 体の試験後の試験体の外観を示している．N シリーズの試験体 N120 と CN120-

3 では，予き裂がそのまま x 方向に真っすぐに進展し破断した．一方，D シリーズの試験体

D120 と CD120-3 では，予き裂が切り欠きの端部から x 方向にほぼ真っすぐに進展したが，本

載荷直後からき裂の進展方向が斜めに変化した．その後，試験体 D120 は途中で鋼材が破断

し，試験体 CD120-3 はき裂の進展方向が再び徐々に x 方向に変化した． 

鋼材のみの試験体 N120 と D120 は，き裂の進展に伴い鋼材の有効断面積が減少し，最終的

には両端部が破壊した．一方，CFRP 板接着した試験体 CN120-3 と CD120-3 はき裂が進展し，

鋼材の有効断面が減少したあとも CFRP 板によって応力が分担されているため，急激なき裂

の進展は見られなかった．また，試験体 CN と CD は鋼材が破断しても CFRP 板は接着したま

まであった．これらの試験体は鋼材が破断したあとも数万回載荷を継続したのち試験を終了

し，CFRP 板を強制的に剥がした状況を写真で示している． 

写真 4.2 は N シリーズの鋼材の破断面を示す．これらは破断後の鋼板断面のビーチマーク

間隔を計測するため，マイクロスコープを用いて倍率 20 倍で撮影したもので，各応力範囲で

の鋼材のみの試験体 N と CFRP 板を接着した試験体 CN の一例を示している．いずれの試験

体も切り欠きの先端から発生した予き裂が 1.5～2.0mm 程度進展していた．本載荷では，前述

のとおりいずれの応力範囲においても試験体 N は，き裂が残存する板幅の半分を過ぎた辺り

で急激にき裂が進展し，端部で延性破壊した．一方，試験体 CN はき裂が徐々に進展し，ビー

チマークの間隔が少しずつ大きくなったものの，端部においても延性破壊することはなく，

鋼材が破断した後も CFRP 板は接着したままで載荷による荷重を CFRP 板のみで負担した． 

写真 4.3 は D シリーズの鋼材の破断面とき裂の進展経路を示す．これも写真 4.2 と同じく

マイクロスコープで撮影したものである．前述したように D シリーズの試験体は，予備載荷

の段階では切り欠きからの予き裂は x 方向のみに 1.0mm 程度進展したが，本載荷後に右下が

りの斜めにき裂の方向が変化した．鋼材のみの試験体 D はき裂が右下がりの斜めに進展し続

け，最終的に鋼材の端部が破断した．一方，試験体 CD も本載荷後は同じく右下がりの斜めに

き裂が進展したが，途中でき裂の方向が水平に変化した．また，試験体 CD100-2 と CD140-1

では鋼材の端部付近で，わずかではあるがき裂が右上がりの斜めに進展しており，そのほか

の試験体でも同様のき裂進展経路をたどったものがいくつかあった． 

試験体 CN および試験体 CD は，試験中に打音による CFRP 板のはく離の有無を確認した

が，いずれの試験体もはく離の発生を示す異音は生じていなかった．また，試験後の外観観察

からも，き裂進展によって接着剤がはく離していることを確認することはできなかった． 
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N120 CN120-3 D120 CD120-3 

写真 4.1 試験後の試験体外観 

 

N100 CN100-3 

N120 CN120-3 

N140 CN140-2 

写真 4.2 N シリーズ試験体の破断面のビーチマーク 
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D100 CD100-2 

D120 CD120-3 

D140 CD140-1 

写真 4.3 D シリーズ試験体の破断面のビーチマークとき裂進展経路 
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4.2.4 き裂長さ 

 

試験体のビーチマークと外観の観察により，き裂長さを計測した．ただし，ここでのき裂長

さは切り欠きと予き裂を含んだ長さとし，図 4.2 に示した位置を座標の原点としている．ま

た，D シリーズの y 座標は切り欠きの端部から予き裂が発生した位置を原点とした．本章で

は，以下の検討におけるすべての座標の原点は図 4.2 に示した O の位置とする． 

N シリーズは x 方向のみにき裂が進展したため，鋼板の板厚の中心部分でのビーチマーク

の間隔をマイクロスコープで画像により計測した．一方，D シリーズは x 方向と y 方向の両

方向にき裂が進展したため，各方向のき裂長さを計測した．x 方向のき裂長さは N シリーズ

と同様に板厚中心のビーチマーク間隔を計測した．y 方向は写真 4.3 で示した鋼板表面におい

て，x 方向のビーチマークの間隔ごとに鋼板表面の縁端部にき裂先端位置があると仮定し，y

方向のき裂長さの変化量を計測した． 

 

        
（a）N シリーズ            （b）D シリーズ  

図 4.2 x-y 座標の原点 

 

図 4.3 に N シリーズの各応力の載荷回数とき裂長さの関係を示し，図 4.4 と図 4.5 に同じく

D シリーズの載荷回数と x 方向と y 方向それぞれのき裂長さの関係，図 4.6 に x-方向のき裂長

さを示す．ただし，y 方向の計測は写真 4.3 で示した面と，反対側の面の 2 面を計測し，平均

した結果を示している．なお，試験体 CN100-1 と試験体 CD100-1 は応力範囲 100N/mm2 の載

荷ではき裂が進展せず，応力範囲 120N/mm2 での載荷でき裂が進展したことから，参考として

応力範囲 120N/mm2 の試験体とともに図 4 に示している．また，いずれの図にも次節以降で述

べる有限要素法によるき裂進展解析の結果と線形破壊力学による理論解も併せて記載してい

る． 

図 4.3 より，いずれの応力においても試験体 N ではき裂が進展するに従って鋼材の断面が

減少するため，き裂の進展が徐々に加速し，き裂が x=15mm を超えてからは急激に進展して

破断した．一方，試験体 CN は，き裂の進展によって鋼材の断面が減少するものの，CFRP 板

が応力の伝達を補うため，き裂の進展後も急激なき裂の進展はなく，き裂が進展する速度は

緩やかであった．また，いずれの応力範囲においても試験体 CN の試験体毎の差は小さかっ

た． 
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図 4.4（a）より，応力範囲 100N/mm2 の試験体 CD100-2 と CD100-3 ではき裂の進展が開始

するまで 100 万回以上の載荷が経過していることが分かった．き裂が進展し始めてからは，

図 4.4（b）と（c）に示すほかの応力範囲の試験体と同様に徐々にき裂の進展速度が増加した．

D シリーズにおける x 方向のき裂の進展は，き裂長さと載荷回数に違いがあるものの N シリ

ーズと概ね同様の結果であり，き裂が x＝15mm を超えてから急激に進展した． 

図 4.5 の y 方向のき裂進展より，いずれの応力範囲でも試験体 D は x 方向と同じく載荷回

数の増加にともない，y 方向にき裂が進展し続けていることが分かる．一方，試験体 CD は，

応力範囲 100N/mm2 の試験体 CD100-2 と CD100-3 は前述のとおり，100 万回以上の載荷後に

き裂が進展した．そのほかの応力範囲の試験体と合わせて，試験体 CD は載荷回数の増加に

伴い y 方向にき裂が進展したが，載荷の途中でき裂の進展速度が低下し，一部の試験体では y

方向のき裂進展が停止したもの，またわずかに逆方向（y 軸の正方向）にき裂が進展するもの

もあった． 

図 4.6 より，x 方向と y 方向のき裂長さの関係より，き裂が進展する初期の段階において，

試験体 D は試験体 CD に比べて y 方向への進展量が大きく，き裂が進展するに従いその差は

徐々に大きいことが分かる．試験体 D においては応力範囲が大きい方が y 方向へのき裂の進

展量が大きい傾向があり，試験体 CD では応力範囲 100N/mm2 がほかの応力範囲の試験体に比

べて y 方向への進展量がわずかに大きい傾向があった． 
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（a）応力範囲 100N/mm2 

 

 

（b）応力範囲 120N/mm2 

 

 

（c）応力範囲 140N/mm2 

図 4.3 x 方向のき裂長さ-載荷回数 関係（N シリーズ） 
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（a）応力範囲 100N/mm2 

 

 

（b）応力範囲 120N/mm2 

 

 

（c）応力範囲 140N/mm2 

図 4.4 x 方向のき裂長さ-載荷回数 関係（D シリーズ） 
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（a）D100 シリーズ 

 

 

（b）D120 シリーズ 

 

 

（c）D140 シリーズ 

図 4.5 y 方向のき裂長さ-載荷回数 関係 
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（a）D100 シリーズ 

 

 

（b）D120 シリーズ 

 

 

（c）D140 シリーズ 

図 4.6 x-y 方向のき裂長さ  
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4.3 き裂進展解析 
 

4.3.1 FEM 解析モデル 
 

試験体を模擬した解析モデルによる線形弾性解析を汎用有限要素解析プログラム

Abaqus20174-7）にて実施した．解析モデルは，板厚方向(z 方向)のみ対称性を考慮した 1/2 モデ

ルとし，鋼板の板厚の半分である 3mm 分をモデル化して z 方向に対称の境界条件を与えた．

接着剤と CFRP 板の厚さはそれぞれ 0.10mm と 1.2mm とし，鋼板と接着剤，接着剤と CFRP

板の各部材の x-y 平面の表面同士を結合させた．また，試験において接着剤のはく離が確認さ

れなかったことから FEM 解析においても接着剤のはく離は考慮していない．なお，本研究と

同様にき裂を有する鋼板に CFRP 板を接着した研究 4-1），4-3）において，接着剤のはく離を考慮

していない解析モデルを用いた検討で，実験および解析の結果に良好な一致が得られている．

試験体の長手方向のモデル化の範囲は図 4.1 で示した試験体形状の中央部 200mm 分のみと

し，鋼板の両端部に y 軸の相対する方向に σ0＝100N/mm2の荷重を加えた．図 4.7 に試験体 D

を模したモデル D のき裂が x 方向に 7.5mm 進展した場合のモデルを例として示す． 

鋼板，接着剤，CFRP 板いずれも 8 節点ソリッド要素とし，鋼板のき裂面は 2 重節点として

モデル化し，き裂の先端部は応力の特異性を考慮するため，8 節点を 6 節点に退化させた特異

要素とした．また，z 方向の要素サイズは，鋼板が 6 分割の 0.5mm，接着剤が 4 分割の 0.025mm，

CFRP 板が 4 分割の 0.3mm とし，x-y 方向の最小要素サイズは 0.1mm とした． 

解析で使用した各材料の特性値を表 4.3 に示す．鋼板と接着剤は等方性材料とし，CFRP 板

は y 方向のみに繊維を配向した一方向強化板の異方性材料であり，繊維方向の Ey が幅方向の

Exや板厚方向の Ez よりも剛性が高くなることから，複合則 4-8）を用いて材料特性を評価した． 
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図 4.7 解析モデルの形状（モデル D） 

 

表 4.3 FEM 解析の材料特性 

（a）鋼板，接着剤 

 
E 

（N/mm2） 
ν 

鋼板 200,000 0.3 

接着剤 2,541 0.43 

 

（b）CFRP 板 

  

 
Ey 

（N/mm2） 

Ex，Ez 

（N/mm2）
νxy νyz νxz 

Gxy，Gyz 

（N/mm2） 

Gxz 

（N/mm2）

CFRP 板 174,680 11,079 0.0203 0.3204 0.3492 4,241 4,106 
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4.3.2 き裂進展過程 
 

鋼材の切り欠きからき裂が発生し，進展する過程を解析で再現する方法について述べる．

図 4.8 にき裂進展過程の概要を示す． 

N シリーズ，D シリーズともに図 4.2 に示した位置を原点とし，x 座標が最大となる切り欠

き端部からき裂が発生するものとした．なお，いずれのシリーズにおいても事前に解析を実

施し，き裂発生前の切り欠きだけのモデルに荷重を加え，前述のき裂発生位置が応力集中部

となることを確認している． 

次に，予備載荷による予き裂をモデルに導入した．予き裂は各シリーズとも x 方向に進展

するものとした．特に D シリーズにおいては，前節でも述べた通り疲労試験での試験体観察

からも，事前解析における応力集中部の主応力の方向からも，予き裂の進展方向を x 方向と

した．予き裂の先端の座標 x0 は N シリーズが x0＝7mm，D シリーズが x0=4.5mm とした．こ

れは，疲労試験において予備載荷後の予き裂の長さを考慮し，N シリーズで 2mm，D シリー

ズで 1.0mm ほど切り欠きから予き裂が進展した状態である．これを初期状態として，以降，

本載荷を再現するため x 方向に 1mm 分ずつき裂を進展させるたびに，解析モデルのメッシュ

を再度作成して FEM 解析を実行した．予き裂，進展き裂ともにき裂面は z 方向に一様とし，

き裂の前縁は直線とした． 

 

 

（a）N シリーズ 

 

 

（b）D シリーズ 

図 4.8 き裂の進展過程の概要 
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4.3.3 き裂進展方向 

 

N シリーズではき裂は x 方向のみに進展するため，き裂の進展解析でも x 方向のみ検討す

る．一方，D シリーズではき裂の進展方向は x，y 両方向に進展すると想定されることから，

き裂進展解析においてき裂の進展方向を決定する必要がある．本研究において，予き裂が発

生したあとのき裂の進展過程のモデル化は，図 4.8 の各点 xn（n＝0, 1, 2, …）でのき裂先端の

応力拡大係数からき裂の進展方向 θn を決定する．き裂の進展方向 θn は，き裂の先端位置から

次のき裂が進展する方向の角度の変化量 δθn の累積により求めた． 

き裂進展方向の角度の変化量 δθn は，式(1)に示した最大接線応力範囲基準によるものとし

た．この基準は，既往の研究 4-9）においてき裂先端の接線応力範囲 Δσθ が最大となる方向 δθ

にき裂が進展するとの仮定に基づく．ただし，時計回りを正とした． 

δθn＝2 tan-1 1

4

ΔKⅠ

ΔKⅡ
±

ΔKⅠ

ΔKⅡ

2

+8 (4.1) 

応力拡大係数KⅠおよびKⅡは線形破壊力学におけるき裂先端近傍の特異応力場を表す指標と

して用いられ，変形モードⅠおよびⅡに対応する力学的パラメータである．応力拡大係数 KⅠお

よび KⅡは FEM 解析からき裂先端の微小範囲内の最小ポテンシャルエネルギーから求めた．

なお，FEM 解析では荷重を応力範囲として与えていることから，FEM 解析で得られる応力拡

大係数を応力拡大係数範囲とみなす．また，本研究の FEM 解析は立体要素を用いているため，

板厚方向に各応力拡大係数は一定ではないが，今回のき裂進展解析においては，KⅠ，KⅡともに

板厚方向の各節点での値を平均して算出した． 

 

4.3.4 き裂進展速度 

本章での試験体における疲労き裂の伝ぱ速度は文献 4-10）での式(4.2)に示すパリス則に従

うものとした．ただし，下限界応力拡大係数範囲 ΔKth=0 とし，疲労き裂閉口現象も考慮しな

いものとした．ここで，Cおよびmは材料定数であり，本研究では図 4.9に示した試験体N100，

N120，N140 のき裂進展速度の試験結果と線形破壊力学による応力拡大係数範囲を用いて近似

し，C＝2.39×10-15，m＝3.69 とした． 

また，D シリーズの解析ではモードⅠとⅡの混合モードにおける等価応力拡大係数範囲 ΔK を

式(4.3)のとおり定義する 4-12）．き裂進展解析では，き裂進展前の等価応力拡大係数範囲 ΔK が

一定のまま，角度 θn で x 方向に 1mm 分き裂が進展すると仮定し，き裂進展長さ an を決定し

た．図 4.3 から図 4.5 の載荷回数は，式(4.2)のき裂進展速度から dNn を算出し，累積して求め

た． 

dan

dNn
＝C ΔKm- ΔKth

m 4.2  
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 ΔK=ΔKⅠcos3 δθn

2
-3ΔKⅡcos2 δθn

2
sin

δθn

2
4.3  

θn＝θn-1  δθn (n=1,2,3…) (4.4) 

Δxn＝xn - xn-1=1 (n=1,2,3…) (4.5) 

an＝ 1 cos θn⁄ (4.6) 

Δyn＝yn - yn-1= tan θn  (n=1,2,3…) (4.7) 

 

 

図 4.9 き裂進展速度と応力拡大係数範囲の関係 
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4.3.5 FEM 解析による応力拡大係数 

 

図 4.10 に N シリーズと D シリーズの FEM 解析により求めたき裂先端の x 座標と応力拡大

係数 KⅠの関係を示す．モデル N および D ではき裂の進展に伴い，x=15mm 程度まで応力拡大

係数 KⅠは概ね線形的に増加していくが，それ以降は増加の速度が急になった．一方，モデル

CN および CD は CFRP 板の応力伝達によって，き裂の進展に伴う応力拡大係数の増加は緩や

かであり，N シリーズと D シリーズでモードⅠの応力拡大係数 KⅠの概形は非常に類似してい

た． 

図 4.11 の（a）と（b）はき裂先端位置の x 座標と応力拡大係数 KⅡの関係，き裂先端の x 座

標とき裂進展方向 θn と角度の変化量 δθn の関係をそれぞれ示している．x=4.5mm においてモ

デル D はモデル CD に比べて KⅡの値は 1.62 倍であったが，KⅠの値も同様に 1.59 倍であった

ためき裂進展角度の変化量 δθ0（=θ0）にはほとんど差が生じなかった．また，x=5.5mm でも同

様にモデル D とモデル CD の比が KⅡでは 1.88 倍，KⅠは 1.68 倍であったため δθ1 にわずかな差

が生じた．ここまでモデル D とモデル CD ともに KⅡの値は正の値であったが，x=6.5mm にお

いてモデル D とモデル CD の KⅡがそれぞれ正と負の値となったことで，δθ2 がそれぞれ負と

正の値になり，各モデルで正負が逆になった．これによりき裂の進展方向 θ2 がモデル D では

減少し，モデル CD では増加することになり，θnに大きな差が生じた．x=7.5mm と 8.5mm で，

モデル D とモデル CD それぞれの δθn の差は徐々に小さくなり，x=9.5mm 以降は差がわずか

であった．したがって，x=6.5mm から 9.5mm の範囲でモデル D とモデル CD の θn に差が生

じ，x=10.5mm 以降その差がほとんど縮まらないままであった．これらの結果から，x=5.5mm

から 8.5mm までの間に生じた差によって，各モデルのき裂進展方向が決定付けられた． 

また，モデル D は x の増加に伴って θn が負の値から 0 に漸近したが，モデル CD では

x=14.5mm で θn が負から正の値に変化し，数 mm 程度の区間で一定の角度を保ったまま終盤

にかけて 0 に収束した．  
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 （a）N シリーズのモデル         （b）D シリーズのモデル 

図 4.10 FEM 解析結果 応力拡大係数 KⅠ 

 

  

（a）応力拡大係数 KⅡ        （b）き裂進展方向 θnと角度の変化量 δθn 

図 4.11 D シリーズの FEM 解析結果 
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4.3.6 き裂進展解析結果 

 

有限要素解析によって求めた応力拡大係数に基づき，式（4.1）から（4.7）によるき裂進展

解析を行い，疲労試験の結果と比較する．前項での有限要素解析の結果は応力範囲 100 N/mm2

のものであり，本研究は線形弾性解析を行っているため応力範囲 120 N/mm2 と 140 N/mm2 で

は各応力拡大係数は応力範囲の比率を乗じた値となる． 

N シリーズの有限要素法によるき裂進展解析の結果を NFE，CNFE として図 4.3 に示してい

る．N シリーズは x 方向のみのき裂進展であり，いずれの応力範囲においても，き裂進展解

析の結果が疲労試験の結果とよく一致していることが分かる．また，応力範囲 120N/mm2 と

140N/mm2 の解析結果が 100 N/mm2 の結果に比べて，試験結果よりもき裂の進展速度が速い傾

向があり，安全側に評価する結果となった． 

D シリーズのき裂進展解析の結果を DFE，CDFE（Kres,eff考慮なし）として図 4.4 から図 4.6 に

示している．Kres,effとは次節で述べる有効残留応力拡大係数のことであり，過荷重の載荷によ

ってき裂の先端部に生じる残留応力が，き裂の進展に伴い解放される際にき裂の進展を遅ら

せる効果を表す応力拡大係数の低減量のことである． 

図 4.4 より，x 方向におけるき裂進展では，応力範囲 100 N/mm2 の場合において前項の 4.2.4 

き裂長さで述べたようにき裂の進展が開始するまでに 100 万回以上の載荷が経過したが，き

裂進展解析ではこの初期の載荷回数の部分が再現されていなかった．しかし，100 万回以降の

試験結果におけるグラフの概形は解析の結果とよく類似しており，き裂が進展する速度は同

等であったと考えられる．応力範囲が 120 N/mm2 と 140 N/mm2 の解析結果は試験結果と概ね

一致していた． 

y 方向のき裂長さと載荷回数の関係を図 4.5 に示す．き裂進展解析では，DFE および CDFE と

もに載荷の前半においてき裂が y 軸の負の方向に進展し，後半では DFE において進展が収束

し，モデル CDFE においてはわずかに y 軸の正の方向に進展した．いずれの応力範囲において

も解析結果は試験結果に比べて進展量が小さく，試験結果との差は DFE の方が CDFE よりも大

きかった． 

図 4.6 に示した x-y 方向のき裂長さの解析結果から，x 方向へのき裂の進展に伴い，y 方向

へも徐々にき裂が進展し，初期の範囲においては DFE と CDFE は同様の進展経路であった．

x=8.5mm 以降，少しずつ DFE と CDFE の y 方向のき裂長さに差が広がり，x=14.5mm で CDFE の

y 方向のき裂進展が負の方向から正の方向に転じ，x=16.5mm で DFE の y 方向へのき裂進展が

収束したため，DFE と CDFE と y 方向のき裂はほぼ一定の差を保った． 

き裂進展解析の結果と試験結果との比較では，DFE の方が CDFE に比べて y 方向のき裂進展

量が大きくなり，いずれの応力範囲の試験結果でも CD シリーズよりも D シリーズの方が y

方向により大きくき裂が進展し，解析結果と同じ傾向を示した．き裂が進展する初期の数 mm

の範囲では試験結果と解析結果が同様のき裂進展経路であったが，それ以降，徐々に試験結

果が解析結果よりも y 方向への進展量が大きくなり，差が広がっていった．特に CD シリー
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ズよりも D シリーズの方が，その差が大きい傾向があった．この差が生じる理由として考え

られるのは，本節では線形弾性解析を行ったが，実際の試験における鋼板のき裂先端部付近

は一定の範囲が塑性化しており，その塑性化の影響が解析では考慮されていないことが挙げ

られる． 

図 4.12 にき裂先端におけるミーゼス応力の解析値とき裂先端位置の x 座標の関係を示す．

試験体の鋼板の降伏応力は表 4.1 より 306N/mm2 であることを考えると，モデル D ではき裂

が進展するにしたがって解析値と降伏応力の差が大きくなり，試験体において塑性化の範囲

も広がっていたと考えられる．一方，モデル CD ではき裂先端応力の解析値は降伏応力より

大きいものの，モデル D に比べると小さく，さらにき裂の進展に伴う応力の増加量もモデル

D に比べて少なく，塑性化する範囲も小さい．これらの要因が解析結果と試験結果の差とし

て生じた可能性として考えられるが，詳細については不明であり，今後の検討すべき課題で

ある． 

 

 

図 4.12 き裂先端応力の解析値 
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4.4 有効残留応力拡大係数を考慮したき裂進展解析 
 

4.4.1 過大荷重によるき裂先端の残留応力 

 

鋼材の疲労き裂が進展する際に一定の繰り返し引張荷重を与えた場合に比べて，繰り返し

荷重の途中で一時的に過大な引張荷重が作用したときの方が，き裂の進展が遅延することが

知られている 4-4）から 4-6）．これは過大荷重が載荷する前後でき裂の先端に生じる残留応力の分

布状態が変化することによって起こると考えられている．過大な引張荷重を載荷，除荷した

後にそれより小さな荷重を繰り返し与えると，過大荷重による圧縮の残留応力が繰り返し荷

重による残留応力よりも広い範囲で生じるためである．このため，繰り返し荷重により過大

荷重の圧縮残留応力場内をき裂が進展することが遅延の要因となっている． 

本章においても，CFRP 板の接着前後でき裂先端の応力の分布状態が変化し，過大荷重の載

荷前後と同様の現象が生じると考えられ，鋼板のみの予備載荷による繰り返し荷重が過大荷

重に相当し，CFRP 板の接着後は鋼板の応力が低減され，予備載荷時よりも残留応力の範囲は

小さくなると推察される．図 4.13 に応力比 R＝0 の場合におけるき裂先端の応力分布の変化

の概要図を示す． 

図 4.13（a）は過大荷重を考慮しない状態の CFRP 板を接着した鋼板の応力分布で，最大荷

重時は応力集中の影響により，き裂先端で引張の降伏応力 σY が生じ，除荷時はき裂先端で圧

縮の降伏応力-σYが生じ，残留応力 σres1 が発生する．最大荷重時の応力を σres1’とすると，σres1’-

σres1 が応力範囲 Δσp と考えられる．一方，図 4.13（b）は CFRP 板接着前の鋼材のみの予備載

荷による応力状態を示している．CFRP 板が接着していないため，鋼材に作用する応力範囲

ΔσOL は左図に比べて大きくなり，過大荷重と考えることができる．予備載荷時の応力分布は

左図と同様の形状となるが，き裂先端の塑性域の範囲（ω2，ω2’）は，左図の CFRP 板接着後

の塑性域の範囲（ω1，ω1’）よりも大きくなり，σres1 より大きな残留応力 σres2 が生じることに

なる． 

過大荷重を考慮した CFRP 板接着後の応力状態を示す図 4.13（c）は，試験において予備載

荷後に CFRP 板を接着した後の本載荷での応力状態を表している．過大荷重による残留応力

σres2 がある中で本載荷による応力範囲 Δσp が負荷されるため，最大荷重が作用するとき裂先端

から ω1 の範囲は引張の降伏応力に達するが隣接部は引張応力が局部的に減少する．以上のこ

とから，引張の過大荷重負荷後に本載荷による荷重が作用した場合の残留応力の差（σres,eff＝

σres2-σres1）が，有効残留応力としてき裂進展の遅延に影響を与える考える． 
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（a）過大荷重を考慮しない    （b）CFRP 板接着前の    （c）過大荷重を考慮した 

 CFRP 板接着後の応力分布    過大荷重による応力分布    CFRP 板接着後の応力分布 

図 4.13 き裂先端の応力分布の変化 
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4.4.2 理論計算による有効残留応力拡大係数 

 

線形破壊力学を用いた理論解によって，曲げ応力の影響を考慮しない一様な軸方向応力を

受ける当て板を接着した鋼板のき裂先端における応力拡大係数 KⅠは次式で表すことができる

4-1),4-12),4-13)．この式の詳細な導出については付録 B に示した． 

KI ≅ σnFw 1-Fg √πa (4.8) 

ここで，σn は当て板接着による低減された鋼板の公称応力，Fwはき裂進展方向に板幅が有限であ

ることの補正係数，Fgは形状補正係数である． 

また，過大荷重を載荷後にそれよりも小さい荷重を繰り返し与えることで，過大荷重によ

る残留応力場を進展するき裂の速度が遅延することは前節でも述べたが，予備載荷がこの過

大荷重に相当し，CFRP 板を接着することでき裂先端の応力が低減し，き裂の進展が低下する

同様の現象が生じると考えられる． 

図 4.13 に示した予備載荷時に生じる残留応力を σres2，CFRP 板接着後の載荷により生じる

残留応力を σres1 とすると，これらの差（σres2-σres1）が有効残留応力 σres,eff である．有効残留応

力が解放されることによって生じる応力拡大係数 Kres,effは，次式で計算される 4-3）．なお，有

効残留応力の導出については付録 C に示した． 

Kres,eff=2Fw
a

π

σres,eff

√a2-x2
dx

a

0
(4.9) 

そして，σres,effを考慮した応力拡大係数は次式となる． 

Kmax=
ΔKl

1-R
+Kres,eff (4.10) 

Kmin=
RΔKl

1-R
+Kres,eff (4.11) 

ΔK=Kmax-Kmin (4.12) 

ここで，ΔKlは線形破壊力学による応力拡大係数範囲，R は荷重比（最小荷重/最大荷重）であ

り，本章では R=0 とし，Kmin<0 のとき，Kmin=0 とした． 

本章の疲労試験における CN シリーズの試験体に対して，上記の理論解を適用し，残留応

力拡大係数を考慮した応力拡大係数を算出する．理論解の適用にあたり，各部材の形状は試

験体と同様とし，円孔と切り欠きおよび予き裂を含めて直線的なき裂として扱う．CFRP 板を

除く各部材の材料特性は FEM 解析のモデルと同様とし，CFRP 板のみ FEM 解析では直交異

方性を考慮した材料特性としたが，理論計算では長手方向の弾性係数 Eyを使用した．理論計

算における予き裂は FEM 解析と同じく 2mm とし，切り欠き分の 5mm と合わせて初期のき裂
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半長さ a＝7mm とした． 

過大荷重に相当する予備載荷は応力範囲 σ0＝100N/mm2 で載荷し，これによって生じる σres2

と，CFRP 板を接着したあとの各応力範囲でそれぞれ載荷することによって生じる σres1 の差

が有効残留応力 σres,effとなる． 

図 4.14 に各応力範囲での応力拡大係数とき裂半長さの関係を示す．なお，理論解析の適用

範囲 4-1)が鋼板の全幅の半分までであるため，7mm≦a≦13mm での理論値を図示している．ま

た，この図には Kres,effを考慮しない応力拡大係数である式（4.8）での理論値と FEM による応

力拡大係数の解析値も併記しており，参考として CFRP 板を接着していない N シリーズの試

験体における応力拡大係数も，付録 B に示した式（B.1）による理論計算値と，FEM による解

析値をそれぞれ図に示している． 

図 4.14 より，いずれの応力範囲でも Kres,eff を考慮することによってき裂進展初期である

a=7mm から 9mm の範囲において応力拡大係数が低減される．しかし，その低減効果は応力

範囲が小さい 100N/mm2の方が大きく，140N/mm2 ではわずかである．有効残留応力 σres,effは，

予備載荷における残留応力 σres2 と本載荷により生じる残留応力 σres1 との差であるため，本載

荷の応力範囲が大きいほど σres,eff は小さくなり，Kres,eff による応力拡大係数の低減効果も小さ

くなる． 
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（a）σ0=100N/mm2  

 

 

（b）σ0=120N/mm2 

 

 

（c）σ0=140N/mm2 

図 4.14 理論計算による有効残留応力拡大係数 Kres,effを考慮した応力拡大係数 KⅠ 
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4.4.3 FEM 解析結果を用いた有効残留応力拡大係数 

 

部材軸方向に直角に中央き裂を有する鋼板に CFRP 板を接着したときの応力拡大係数は前

述のとおり理論計算によって算出される 4-1）～4-3）．しかし，試験体 CD のような応力方向に対

して直角ではないき裂を有する鋼板に CFRP 板を接着した場合の応力拡大係数を理論計算で

求めることは容易でなく，4.3 節においてき裂が進展するにしたがって，応力拡大係数やき裂

の進展方向が逐次変化することを確認した．ここでは 4.3 節でのモデル CD におけるき裂の

進展経路上における残留応力を弾塑性有限変位解析によって求め，その解析結果から有効残

留応力 σres,effおよび有効残留応力拡大係数 Kres,effを求める． 

弾塑性有限変位解析でのモデルは，4.3.1 解析モデルにおけるモデル D とモデル CD を流

用し，き裂半長さ a=4.5mm のときを再現し，各部材の材料特性も同様の値を使用した．ただ

し，鋼板については表 4.1（a）に示した降伏応力 306N/mm2，引張強度に相当する応力 452 

N/mm2，破断伸びに相当する塑性ひずみ 0.29 をバイリニアの構成則として与え，移動硬化則

を適用した． 

接着剤と CFRP 板は前述のとおり 8 節点のソリッド要素とし，鋼板については 4 節点のシ

ェル要素とした．き裂先端は特異性を精度よく評価するため 3 節点シェル要素に退化させた

特異要素を用いた．き裂が図 4.6 の CDFE 解析値で示した進展経路をたどるものと仮定し，き

裂先端から進展経路に沿って，x 方向のメッシュサイズを 0.1mm としてモデルを作成した． 

荷重は鋼板の上下端部に一様な軸力を載荷および除荷し，除荷後の y 方向の残留応力を求

めた．鋼板のみのモデルに対して，予備載荷時の荷重である応力範囲 120N/mm2 を載荷，除荷

し，これをモデル D120rs とした．次に，CFRP 板を接着した同様のモデルに対して，本載荷

での応力範囲 100 N/mm2，120 N/mm2，140 N/mm2 それぞれの荷重を載荷，除荷し，これらを

CD100rs，CD120rs，CD140rs とした． 

予備載荷を模擬したモデル D120rs の y 方向の残留応力を σres2，本載荷を模擬した各モデル

CDrs の y 方向の残留応力を σres1 として，これらの差を有効残留応力 σres,eff とする．この解析

による有効残留応力の値を用いて，式（4.9）の積分区間を 0.1 間隔で区分求積すると次式の

とおりとなる． 

Kres,eff=Fw
a

π

σres,eff xn

a2-xn
2

+
σres,eff xn-1

a2-xn-1
2

10a-1

n=1

xn-xn-1 4.13  

xn＝0.1×n (n=1,2,3…，10a-1) (4.14) 

ここで，a は x 方向のき裂半長さとし，解析での節点と同じ 0.1mm 間隔の値とした． 

図 4.15 に各解析モデルの残留応力，有効残留応力 σres と有効残留応力拡大係数 Kres,eff を示

す．図より，いずれのモデルにおいても Kres,effは同等の概形を示しており，き裂先端（a＝4.5mm）

から 1mm程度の範囲でKres,effの影響が大きくなると考えられ，2mm以上離れた位置ではKres,eff
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の値はすべて 0N/mm3/2 となり影響がなかった．また，応力範囲が大きい方が Kres,eff の絶対値

はわずかに小さくなった．これは，CFRP 板接着後におけるモデル CDrs のき裂先端部付近の

残留応力 σres1 が応力範囲の増加によって大きくなるためであり，すなわち，予備載荷を模擬

した D120rs との残留応力の差が小さくなるためである． 

y 方向の残留応力から有効残留応力と有効残留応力拡大係数を求めたが，4.3 節における解

析結果から CD シリーズのき裂進展ではモードⅠの応力拡大係数がモードⅡの応力拡大係数に

比べて大きく，き裂の進展に対して支配的であることから，前述した有効残留応力拡大係数

もモードⅠの応力拡大係数に対して影響を与えるものと仮定して以下の検討を行った． 

4.3 節の図 4.10（b）で示した CD シリーズでの応力拡大係数 KⅠに対して，図 4.15 に示した

有効残留応力拡大係数 Kres,eff の影響を考慮した各応力範囲における応力拡大係数を図 4.16 に

示す．ただし，CD シリーズの応力拡大係数 KⅠは FEM 解析によりき裂半長さ 1mm 間隔で求

めたものであるため，a=4.5mm，5.5mm と 6.5mm それぞれの間については線形補完して 0.1mm

間隔で KⅠを算出した．なお，図には各応力範囲における D シリーズの解析値も示している． 

図 4.16 より，前述のとおり各応力範囲で Kres,eff の絶対値の差はわずかであったものの，応

力範囲の差によって KⅠ自体が小さくなるため，応力範囲が小さくなるにしたがって相対的に

Kres,effの影響が大きくなり，最も KⅠが低減した箇所で応力範囲が 100 N/mm2，120 N/mm2，140 

N/mm2 の場合，それぞれ 34%，25%，18%の低減率となっている． 

図 4.14 と図 4.16 を比べると，CN シリーズに比べて CD シリーズの方が Kres,eff の影響が大

きくなった．また，応力範囲が大きくなるにしたがって CN シリーズでは Kres,effの影響は小さ

くなったが，CD シリーズでは Kres,effの減少量は小さかった．これらは，予備載荷における応

力範囲が N シリーズは 100 N/mm2，D シリーズでは 120 N/mm2 だったことに起因しており，

残留応力 σres2 が大きかったためと考えられる． 
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（a）モデル CD100rs 

 

  

（b）モデル CD120rs 

 

  

 

（c）モデル CD140rs 

図 4.15 残留応力 σresと有効残留応力拡大係数 Kres,eff 
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（a）100N/mm2 

 

 

（b）120N/mm2 

 

 

（c）140N/mm2 

図 4.16 有効残留応力拡大係数 Kres,effを考慮した応力拡大係数（CD シリーズ） 
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4.4.4 有効残留応力拡大係数を考慮したき裂進展解析結果 

 

4.4.2 において CN シリーズの試験体を想定した中央き裂を有する鋼板への有効残留応力

拡大係数 Kres,effを理論計算により算出し応力拡大係数への影響の程度を確認した．また，4.4.3

では CD シリーズを想定し，有限弾塑性変位解析から求めたき裂進展経路上の残留応力から

Kres,effを求め，モードⅠの応力拡大係数への影響を確認した．ここでは，Kres,effを考慮したき裂

進展解析の結果について考察する． 

N シリーズの Kres,eff を考慮したき裂進展解析の結果を図 4.3 に示す．図 4.3（a）の N100 シ

リーズでは載荷初期の 50 万回程度の範囲までき裂進展の遅延効果が表れている．試験結果と

比較すると，試験体 CN100-2 では，載荷初期でき裂進展の遅延を示す兆候がみられたが，試

験体 CN100-3 では遅延効果はほとんどみられなかった．試験体 CN100-3 は試験体 CN100-2 に

比べてき裂の進展速度も速いことから，CFRP 板接着による応力伝達の架橋効果が相対的に小

さかった可能性が考えられる．表 4.2 の接着層厚さの計測結果からも試験体 CN100-2 に比べ

て試験体 CN100-3 の方が接着層厚さは厚く，応力伝達が小さくなる傾向と合致していた． 

応力範囲 120 N/mm2 と 140 N/mm2 の場合では，図 4.14 で示したように予備載荷時の応力範

囲が 100N/mm2 であったため，過大荷重時の残留応力と本載荷で残留応力の差が小さくなり，

Kres,eff の効果も小さくなった．試験結果からもき裂進展の遅延効果を示す兆候はみられず，

Kres,effの遅延効果はほとんどなかったと考えられる． 

次に，CD シリーズの Kres,eff を考慮したき裂進展解析の結果を図 4.4 および図 4.5 に示す．

図 4.4 より，x 方向のき裂進展では，応力範囲 100 N/mm2 の場合において，載荷初期の 100 万

回程度の範囲でき裂の進展が遅延した．しかし，試験結果では 2 体ともき裂進展が解析結果

よりも遅延していた．き裂が進展してからも解析結果に比べて試験結果の方がき裂の進展速

度が遅いことから，解析結果に比べて試験結果の方がき裂先端部の CFRP 板による架橋効果

が大きく，応力拡大係数が小さかったと考えられる．これは，試験結果の方が解析結果よりも

CFRP 板接着後のき裂先端付近の残留応力が小さく，有効残留応力拡大係数 Kres,effが大きかっ

た可能性があることを示唆している．一方，応力範囲が 120 N/mm2，140 N/mm2 の場合でも，

100 N/mm2 のときに比べてその影響は小さいものの Kres,eff によるき裂の遅延効果が確認でき

る．これは D シリーズでは予備載荷の応力範囲が 120 N/mm2 であり，N シリーズでの予備載

荷の応力範囲 100 N/mm2 に比べて，本載荷との残留応力の差が大きくなったためと考えられ

る． 

また，本研究では式（4.2）において，下限界応力拡大係数範囲を ΔKth=0 としているが，こ

の ΔKth にある値を与えることでき裂進展速度が遅延すると考えられる．応力範囲が大きい

120N/mm2，140N/mm2 の場合でも試験結果のき裂の進展速度が解析結果に比べて遅くなって

いるが，応力範囲が大きくなると相対的に ΔKth のき裂進展速度に対する影響は小さくなり，

き裂進展速度の遅れの程度も小さくなる．また，有効残留応力拡大係数 Kres,effと下限界応力拡

大係数範囲 ΔKth の影響の程度は，どちらも応力範囲の大きさに依存しており，これらのどち
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らかあるいは両方の影響によって，すべての応力範囲で試験体のき裂進展が，解析結果より

も遅延した可能性が考えられる． 

最後に，図 4.5 より y 方向のき裂進展解析結果では，x 方向の場合と同様に応力範囲が小さ

くなるにつれて有効残留応力拡大係数 Kres,eff の影響によるき裂の遅延効果が大きく，いずれ

の応力範囲においても Kres,eff を考慮した解析結果の方が試験結果に近い傾向となっているこ

とが分かる． 
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4.5 まとめ 

 

鋼板の中央に円孔と切り欠きを設けた試験体を用いて疲労き裂を作成し，CFRP 板を接着す

ることによるき裂の進展を抑制する効果を確認した．鋼板に設けた切り欠きの形状を変化さ

せ，き裂の進展経路にどのような違いが生じるかについて，試験と解析によって検討した．鋼

板に与える応力方向に対して，切り欠きを直角に設けた試験体を N シリーズ，45°傾けた試

験体を D シリーズとした． 

本研究で得られた知見をまとめると以下のとおりである． 

（1）疲労試験の結果から，いずれのシリーズも鋼板のみの試験体ではき裂が試験体中央か

ら 15mm 程度進んだあと急激にき裂が進展して破断したが，CFRP 板を接着した試験体

では徐々に急激なき裂進展はなく，徐々にき裂が進展した． 

（2）鋼板に設けた切り欠きを載荷する応力の方向（y 方向）に対して 45°傾けた D シリー

ズの試験体では，切り欠きの先端から生じるき裂は載荷の初期では y 方向に対して直角

（x 方向）に進展し，すぐに斜めにき裂の進展する方向が変化した． 

（3）D シリーズの試験体において，載荷する応力範囲に関わらず，き裂が進展する方向は

概ね同等であり，載荷する応力方向のき裂進展量は CFRP 板を接着した試験体では

0.6mm 程度，鋼板のみの試験体では 1.2mm 程度であった． 

（4）有限要素法による線形弾性解析により各試験体を再現したモデルを作成し，解析的に

応力拡大係数を求め，パリス則に従いき裂進展解析を行った．D シリーズの応力範囲

100N/mm2 の試験体を除いて，x 方向へのき裂の進展では，試験結果と解析結果は概ね良

好な一致を示した． 

（5）D シリーズにおける y 方向へのき裂進展では，解析結果が試験結果に比べてき裂進展

量が小さく評価された．しかし，CFRP 板の接着の有無によるこの方向へのき裂進展量

の違いは試験結果と同じ傾向を示していた． 

（6）D シリーズにおいて，CFRP 板の有無によってき裂の進展方向に違いが生じたが，その

差が生じるのは載荷初期のき裂進展量が数 mm 程度の領域であり，その差が縮まらない

ことで y 方向へのき裂進展量に差が生じた． 

（7）D シリーズの y 方向のき裂進展量に試験と解析で差が生じた理由として，き裂先端に

おける鋼材の塑性化の影響が考えられたが，詳細については不明であり今後の検討すべ

き課題である． 

（8）CFRP 板を接着した D シリーズの応力範囲 100N/mm2の疲労試験では，載荷後の 100 万

回程度の間でき裂はほとんど進展せず，載荷を続けるとそれ以降の載荷でき裂が進展し

破断に至った．この事象は過大荷重によるき裂進展の遅延効果によるものと考えられる． 

（9）CFRP 板の接着前後でき裂先端の残留応力に差が生じたことが，過大荷重によるき裂進

展の遅延効果と同様の効果を与えたと考えられ，N シリーズでは予備載荷を 100N/mm2，

D シリーズでは 120N/mm2 としたため，D シリーズの方が CFRP 板接着後のき裂進展の
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遅延効果が大きかったと推察できる． 

（10）N シリーズでは残留応力の差によるき裂進展の遅延効果を評価する有効残留応力拡大

係数 Kres,eff を理論計算から求め，Kres,eff を考慮したき裂進展解析を行った．応力範囲

100N/mm2 では解析結果に差が生じたが，それ以外の応力範囲ではその差はわずかであ

った．試験結果との比較では応力範囲 100 N/mm2 の試験体において，き裂進展の遅延効

果を示す傾向がわずかにみられたが，それ以外の応力範囲ではみられなかった． 

（11）D シリーズでは，N シリーズの理論計算による方法を参照し，き裂進展経路に沿った

節点位置での残留応力を有限弾塑性解析から求めて Kres,eff を算出した．Kres,eff を考慮し

たき裂進展解析を行い，応力範囲 100N/mm2 におけるき裂進展の遅延を再現したが，試

験結果は解析結果よりも遅延効果が大きかった．き裂進展速度の比較から，接着層の厚

さが解析よりも試験体の方が小さい可能性が考えられ，き裂先端付近の CFRP 板の架橋

応力が効果的に働いたと考えられる． 
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第 5 章 実構造物への適用の検討 

 

5.1 はじめに 
 

前章では鋼板に導入した疲労き裂に対して，CFRP 板を接着することでき裂の進展を抑制す

る効果について確認した．き裂の進展方向と CFRP 板の炭素繊維の配向が直交しない場合に

おいて，き裂進展解析により疲労寿命とき裂進展経路について実験結果との比較を行い，概

ね良好な一致を得た．本章では，前章での解析方法と同様の方法を用いて，実際の鋼道路橋で

疲労き裂が生じている箇所を対象とした CFRP 板接着によるき裂進展対策への適用について

検討する． 

き裂の発生が予想される対象箇所では当初から応力集中が生じており， CFRP 板を接着す

ることによって集中した応力を低減することができると期待される．そこで，前述したき裂

進展の抑制効果の検討に先立ち，同様の箇所を対象として疲労き裂が生じる前においても，

予防保全対策として CFRP 板を接着することで応力集中部での応力低減効果について検討す

る． 

そして，事後保全対策として，既に疲労き裂が生じた箇所に対して，CFRP 板を接着するこ

とによるき裂の進展抑制効果と進展経路の変化についても別途検討を行う． 

本研究では，自治体が管理する橋梁を対象として，種々の検討を省略した簡易な施工によ

る省力化した補修，補強方法を想定している．例えば，橋梁点検時に疲労き裂の発生が疑われ

た際に，応急的な対策として CFRP 板をき裂の発生箇所に接着する場合や，塗装塗替え時に

予防保全対策として今後き裂が発生する可能性がある箇所に接着する場合などが挙げられる．

通常の工事であれば，補修や補強が必要な箇所が見つかった場合，詳細な調査や設計計算等

が必要になり，それにともなう時間的あるいは経済的なコストも必要になる．しかし，対象と

なる箇所に対して，あらかじめ接着する CFRP 板の形状を定めておき，設計計算などを行わ

ず必要な箇所へ貼り付けることで，迅速かつコストを抑えたうえで，ある程度の効果が期待

できる対策が可能であると考えられる． 
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5.2 検討対象とする構造物 
 

5.2.1 鋼鈑桁橋に生じる疲労き裂 

 

標準的な鋼鈑桁橋において，疲労き裂が発生しやすいと考えられる箇所として図 5.1 に示

した部位が挙げられる 5-1）．このうち，主桁と横桁・対傾構の取合い部（G1）や，主桁ウェブ

とガセットプレートの溶接部（G2）に含まれる面外ガセット継手は，図 5.2 に示した鋼板桁

橋に用いられる継手の中で，疲労強度等級が相対的に低い継手形状に分類される 5-2）．また，

図 5.3 に示した鋼板に溶接部が存在する，あるいは板厚が変化することによって，継手の剛性

が変化し，継手全体に広く生じる応力集中のことを構造的な応力集中と呼び，図 5.3（d）で示

した面外ガセット継手も構造的な応力集中の一つに該当する．面外ガセット継手部では，こ

の構造的な応力集中により，設計計算で求まる主桁一般部の応力よりも大きな応力が繰り返

し作用することによってき裂が生じていると考えられる． 

そこで，本章ではこの面外ガセット継手を検討の対象箇所とし，CFRP 板を接着することに

よって，予防保全対策としての応力集中の低減，さらにき裂発生後の事後保全対策としての

き裂進展の抑制効果について検討する． 

 

 

図 5.1 鋼鈑桁橋の疲労き裂の発生事例 5-1） 
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図 5.2 鋼鈑桁橋に用いられる継手の例 5-2） 

 

 

図 5.3 構造的な応力集中の例 5-3） 
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5.2.2 面外ガセット継手の形状 

 

1997 年（平成 9 年）に鋼橋の疲労，2002 年（平成 14 年）に鋼道路橋の疲労設計指針がそ

れぞれ発行され，同じく 2002 年（平成 14 年）に道路橋示方書が改訂されたことで，鋼部材

に対する疲労の照査の重要性が認識されるようになった．それ以前の鋼道路橋において鋼部

材に対する疲労照査はほとんど行われておらず，それまでに建設された鋼道路橋では，疲労

に対する強度が低く，耐久性が十分ではないものが含まれている可能性が高いと考えられる．

自治体が管理する橋梁においても同様の状況であると推測される． 

文献 5-2）において，面外ガセット継手の疲労強度は，ガセットプレート（以後，ガセット

PL）の長さの閾値（100mm）と，溶接の種別（すみ肉溶接，完全溶け込み開先溶接），溶接

止端仕上げの有無によって分類されている．ガセット PL の長さが l=100mm 以上の面外ガセ

ット継手に対して，すみ肉溶接した場合や，完全溶け込み溶接で止端仕上げしていない場合

の疲労強度は G 等級として規定されている．この疲労強度は，疲労強度等級 A から H’の 9 段

階に区分されており，G 等級は下から 3 番目の相対的に低い疲労強度として設定されている． 

本章で検討する面外ガセット継手は，実際の橋梁での適用を想定し，より疲労に対して強

度等級の低いものを対象とし，ガセット PL の長さ l＝100mm 以上，止端仕上げを行わないす

み肉溶接で溶接した形状とした．主板とガセット PL の板厚は，標準的な鋼鈑桁橋 5-4）におけ

る腹板（以後，ウェブ PL）と下横構の取り付けガセット PL を想定し，ともに ts＝9mm とし

た．面外ガセット継手の溶接止端部における応力集中の程度は，主板の厚さやガセット PL の

高さよりも，ガセット PL の長さと主板幅の組み合わせのバランスに対して，より大きな影響

を受けることが明らかにされている 5-5），5-6）．具体的には，ガセット PL の長さ，あるいは主

板の幅がある一定の大きさを超えると応力集中の程度が収束する．ここでは，それらの研究

結果を踏まえ，図 5.4 に示すとおり，ガセット継手の形状をガセット PL の長さ 400mm，ウェ

ブ PL を想定した主板の幅を 500mm で一定とした．この図には，ウェブ PL の端部に x 方向

の一様な応力が作用したときのガセット PL 端部の位置における x 方向の応力の分布状況の

概略形状を示しており，ガセット PL の周辺で応力が増加することを示している． 

  
図 5.4 検討する面外ガセット継手の形状  
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5.2.3 接着する CFRP 板の選定 

 

面外ガセット継手部を対象とした，簡易な施工による CFRP 板の接着方法を検討するにあ

たり，接着する CFRP 板の種類，量および形状を決める必要がある．土木構造物を対象とし

て一般に入手が可能である引抜成形された 1 方向性の CFRP 板の製品 5-7）には，表 5.1 のよう

な種類があり，そのほとんどの板幅は 50mm で，一部に 100mm の板幅のものがある． 

 

表 5.1 CFRP 板（1 方向材）の種類と強度特性の一例 5-7） 

炭素繊維の種類 
厚さ tc 

（mm） 

引張強さ σu 

（N/mm2） 

弾性係数 Ec 

（kN/mm2） 

高強度タイプ 1.0，1.2，1.5，2.0 2,400 167 

中弾性タイプ 1.2，2.0 1,500 285 

高弾性タイプ 1.2，2.0 1,230 392 

高弾性タイプ 1.2，2.0，4.0 1,200 450 

 

第 2 章において，CFRP 板の定着長さを短くする目的で接着層の厚さを薄くした場合の検討

を行った．接着層が薄くなると，鋼板と CFRP 板が完全合成とみなせる必要定着長さに対し

て，CFRP 板自体のせん断変形の影響がより大きくなる．また，CFRP 板の弾性係数が大きく

なるにしたがって，必要定着長さは長くなる．さらに，接着層が薄いと，CFRP 板の端部にお

いて鋼板から CFRP 板への応力伝達が急激に行われるため，CFRP 板内で板厚方向に対して接

着層側と自由縁側の応力差が大きくなり，層間はく離が生じる可能性が高くなる．CFRP 板の

弾性係数が大きくなると，この CFRP 板内の応力差は大きくなる．接着層が薄い場合におい

て，弾性係数が高くなると，必要定着長さが長くなるとともに CFRP 板の層間はく離が生じ

る可能性も高くなる． 

本章では第 2 章の結果を参考に，面外ガセット継手の局所的な応力集中の緩和やき裂進展

の抑制を目的に CFRP 板を接着する方法について検討する．その際，CFRP 板の接着による効

果をある程度以上確保しつつ，作業性や経済性も考慮して CFRP 板の形状を極力小さくする

ことを目指している．これらを考慮し，CFRP 板の強度特性は高強度タイプのもの用いて検討

することとした．次節以降で検討する CFRP 板の板厚は，表 5.1 に示したもののうち 1mm，

2mm，4mm の 3 種類とした．図 5.4 に示したウェブ PL の両面に CFRP 板を接着することを想

定し，鋼板と CFRP 板の弾性係数をそれぞれ Es=200kN/mm2，Ec=175kN/mm2 とした場合の単

位幅あたりの引張剛性比（2Ectc/Ests）は，CFRP 板の板厚が 1mm，2mm，4mm のとき，それぞ

れ 0.19，0.39，0.78 であった． 
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5.3 溶接止端部に生じる応力集中の緩和効果 
 

ウェブ PL 面に対してガセット PL が直角に溶接されている面外ガセット継手は，構造的な

応力集中部であり，ウェブ PL に軸方向力が作用した場合，ウェブ PL の溶接止端部が応力集

中することが想定される．ガセットPL近傍のウェブ PLにCFRP板を接着することによって，

この応力集中が緩和されると期待できるが，接着させる CFRP 板の形状や配置方法をどのよ

うにするかによってその効果も変化すると考えられる． 

そこで，本節では CFRP 板の形状や配置を変化させることにより，応力集中部にどのよう

な影響があるかを有限要素法によって解析的に検討する．具体的には，CFRP板の部材長さL，

部材幅 W，部材の配置（x 方向，y 方向，回転）をそれぞれパラメータとして変更し，応力集

中の緩和効果について比較した． 

 

5.3.1 FEM 解析モデル 
 

面外ガセット継手を模擬した解析モデルによる線形弾性解析を汎用有限要素解析プログラ

ム Abaqus20175-8）にて実施した．対象とした面外ガセット継手は，ウェブ PL とガセット PL

をそれぞれ 9mm，溶接脚長を 6mm，溶接ギャップを 0mm のすみ肉溶接とした．対称性を考

慮した 1/8 モデルとして境界条件を与えた．解析モデルは図 5.5 に示した形状で，ガセット PL

の端部のすみ肉溶接によるまわし溶接部近傍のウェブ PL 両面に CFRP 板を接着した状態を

模擬したモデルとした．接着剤の厚さは 0.10mm とし，各部材の表面同士を結合させた．ウェ

ブ PL の端部に x 方向の一様な応力 σ0＝100N/mm2 の引張荷重を作用させた． 

鋼板，接着剤，CFRP 板のいずれも 8 節点ソリッド要素とし，要素サイズは，各部材の厚さ

方向とそれ以外の方向に対してそれぞれ設定した．厚さ方向の要素サイズは，ウェブ PL とガ

セット PL が 9 分割で 0.5mm，接着剤が 2 分割で 0.05mm とし，CFRP 板は板厚 1mm，2mm，

4mm のそれぞれに対して 2 分割で 0.5mm，4 分割で 0.5mm，5 分割 0.8mm とした．厚さ方向

以外の要素サイズは，各部材で共通して 小の要素サイズを 0.2mm とした． 

本研究での解析結果は各節点での応力を用いるが，応力集中部での応力は要素のサイズと

形状によって影響を受けるため，ウェブ PL とガセット PL，溶接部の要素はすべてのモデル

で同一の形状とし，発生応力に基づき相対的な比較を行うこととした． 

解析で使用した各材料の特性値を表 5.2 に示す．鋼板と接着剤は等方性材料とし，CFRP 板

は x 方向のみに繊維を配向した直交異方性材料として複合則 5-9）を用いて材料特性を求めた． 
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図 5.5 解析モデル（1/8 モデル）の形状 

 

表 5.2 FEM 解析の材料特性 

（a）鋼板，接着剤 

 
E 

（N/mm2） 
ν 

鋼板 200,000 0.3 

接着剤 2,541 0.43 

 

（b）CFRP 板 

  

 
Ex 

（N/mm2） 

Ey，Ez 

（N/mm2）
νxy，νxz νyz 

Gxy，Gxz 

（N/mm2） 

Gyz 

（N/mm2） 

CFRP 板 174,680 11,079 0.3204 0.3492 4,241 4,106 
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5.3.2 ホットスポット応力 

 

次節以降では，CFRP 板の形状および配置をパラメータとして，図 5.6 に示したまわし溶接

の止端部で発生する応力の解析結果に基づき溶接止端から 0.4t および 1.0t の位置での応力を

参照して求めたホットスポット応力を用いて，応力集中の緩和効果についての検討を行った．

いずれの解析結果も解析モデルの各節点における 大主応力をとした． 

ここで，ホットスポット応力とは，溶接ビードの局部的な応力集中の影響を取り除き，構造

的な応力集中を考慮した溶接止端部の応力として定義されている 5-3）．一般的にホットスポッ

ト応力は，図 5.6 に示した y=0 上の溶接止端から，ウェブ PL 表面において x 方向の応力の変

化率に対して求めることができ，図 5.7 に示すようにホットスポット近傍に設けた参照点の

応力から求める．参照点の応力は，実際の構造物で計測したひずみから算出する場合や，構造

物を模擬したモデルによる FEM 解析の結果を用いる場合がある．本節では，文献 5-3）を参

考にして解析モデルによる溶接止端から 0.4t および 1.0t（t はウェブ PL の板厚 ts）離れた 2 点

でのウェブ PL 表面の応力を参照点 5-3）とし，溶接止端位置に線形外挿して求めた．なお，次

節以降の検討では，基準となる CFRP 板を接着していない鋼板のみのモデルの解析結果を合

わせて各図に示しており，このときのホットスポット応力 σHSは 188.5 N/mm2 であった． 

 

 

図 5.6 FEM 解析による応力の算出部分 

 

 

図 5.7 ホットスポット応力の算出方法の概要図 

 



135 
 

5.3.3 ガセット PL 端部付近の応力分布 

 

本節で検討する面外ガセット継手におけるガセット PL 端部近傍のウェブ PL に発生する応

力分布の状況を図 5.8 と図 5.9 に示す．図 5.8 は CFRP 板を接着していない無補強モデルの解

析結果，図 5.9 は CFRP 板を接着した解析結果の一例で，長さ 100mm，幅 50mm，板厚 2mm

の CFRP 板を接着したものを示している．各図は図 5.5 で示した解析モデルのうち，ガセット

PL 端部付近を抽出したもので， 大主応力の分布と主応力線図である． 

図 5.8 より，CFRP 板を接着していない場合のガセット PL 端部の溶接止端からの局所的な

範囲で，x 方向に向かって応力が急激に変化していることが分かる．また，主応力線図より，

ウェブ PL の主応力の方向がガセット PL の有無で変化している．なお，x 方向の作用応力に

対して，ガセット PL が取り付いていない範囲では x 方向のままであるが，ガセット PL の端

部付近よりガセット PL 側では，主応力が y 方向にもいくらか作用しており，ガセット PL に

向かって応力が流れていることが分かる． 

一方，図 5.9 より，CFRP 板を接着することによりウェブ PL における溶接止端からの局所

的な応力の急激な変化は緩和されていることが分かる．CFRP 板の応力分布をみると，図の下

側であるガセット PL 側の応力の方が上側よりも高くなっており，ガセット PL 側の CFRP 板

へ高い応力が分担されていることを確認できる．図 5.8 と図 5.9 において，CFRP 板を接着し

ている範囲のウェブ PL の応力をみると，ガセット PL 付近に生じていた 120N/mm2 以上の応

力の範囲が縮小しており，CFRP 板を接着した範囲でおおむね全体的に応力が低下している． 

ただし，CFRP 板の端部に沿って部分的に応力が増加している箇所があり，接着層の厚さが

薄いことによるウェブ PL から CFRP 板への急激な応力の伝達によって生じていると考えら

れる．実際の構造物への適用を考えた場合，CFRP 板のはく離が生じる可能性も考えられるた

め，維持管理上は点検時において特に注意する必要がある． 
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図 5.8 無補強モデルの主応力 

 

 

図 5.9 CFRP 板接着モデルの主応力 
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5.3.4 検討した項目および結果 

 

（1）CFRP 板の部材長さの検討 

 

面外ガセット継手の溶接止端部の応力集中を緩和させる目的で，図 5.10 に示すように CFRP

板を面外ガセット継手の溶接部に沿って接着するモデルについて検討する． 

接着する CFRP 板は幅 50mm で一定とし，部材長さが 100mm，150mm，200mm の 3 パター

ンで変化させ，CFRP 板の板厚を 1mm，2mm，4mm の 3 種類について解析を実施した．CFRP

板を配置する位置は，ガセット PL の端部と CFRP 板の部材長さの中心が x 方向に対して同一

となるように決定した． 

 

図 5.10 CFRP 板の部材長さの検討 

 

図 5.11 に 大主応力の解析結果を示す．図 5.11（a）は図 5.6 に示したまわし溶接の溶接止

端部，図 5.11（b）はホットスポット応力の算出部の 大主応力をそれぞれ示している．また，

図 5.11（b）によって算出したホットスポット応力と σHS に対する比の一覧を表 5.3 に示して

いる．表には η＝1.01 として式（2.1）によって求まる鋼板と CFRP 板が完全合成とみなすこ

とができるために必要な定着長さも併せて示している．また，図および表の凡例は，CFRP 板

の板厚 T と部材長さ L を表しており，例えば「T1L100」は板厚が 1mm，部材長さが 100mm

の場合の結果を示している． 

図 5.11 より，CFRP 板の板厚が 1mm と 2mm の場合では，CFRP 板の部材長さが 100mm か

ら 200mm の範囲で変化しても，溶接止端部付近の応力には影響がみられなかった．一方，

CFRP 板の板厚が 4mm では，部材長さが 100mm の場合，150mm と 200mm の場合に比べて止

端部の応力が高く，ホットスポット応力も σHS に対する比で 2％大きくなった．CFRP 板の板

厚が 4mm の場合，式（2.1）において η＝1.01 としたときの鋼板と CFRP 板が完全に合成して

いるとみなすことができる定着長さが 71.2mm 以上必要であることが理由と考えられる．し

かし，部材長さが 100mm ではこの定着長さが不足するため，鋼板と CFRP 板は完全に合成し

ておらず，CFRP 板の板厚分の性能を十分に発揮することができず溶接止端部の応力を緩和す

る効果が低減した．部材長さが 150mm，200mm ではこの定着長さが確保されるため CFRP 板

の中央部は完全に合成しているとみなすことができることから CFRP 板の性能を十分に発揮
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でき，溶接止端部の応力を緩和することができたと考えられる． 

以上の結果から，以降では CFRP 板の板厚が 1mm，2mm では部材長さを 100mm，板厚が

4mm では部材長さを 150mm として検討を行うこととする． 

 

  

      （a）まわし溶接止端部        （b）ホットスポット応力算出部 

図 5.11 CFRP 板の部材長さの違いによる応力 

 

表 5.3 CFRP 板の部材長さの違いによるホットスポット応力 

CFRP 板の

板厚 T 

CFRP 板の長さ L 必要定着長さ 

100mm 150mm 200mm （η=1.01） 

1mm 
174.8 N/mm2 174.9 N/mm2 175.7 N/mm2 

19.3mm 
（0.92） （0.92） （0.93） 

2mm 
164.4 N/mm2 163.6 N/mm2 164.7 N/mm2 

38.4mm 
（0.87） （0.86） （0.87） 

4mm 
151.8 N/mm2 147.1 N/mm2 147.5 N/mm2 

71.2mm 
（0.80） （0.78） （0.78） 

※（ ）は σHS に対する比 
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（2）CFRP 板の部材幅の検討 

 

ここでは CFRP 板の部材幅を変化させたときの溶接止端部の応力への影響について検討す

る．CFRP 板の各板厚に対してそれぞれ部材幅を 25mm，50mm，75mm の 3 パターンで変化

させて解析を実施した．CFRP 板を配置する位置は，図 5.12 に示すとおり，すみ肉溶接のビ

ードの端部に沿って CFRP 板の下端を固定し，部材幅の大きさの変化に伴い上端の位置を上

下させた．x 方向の位置はガセット PL の端部と CFRP 板の部材長さの中心が同じになるよう

に固定した． 

 

図 5.12 CFRP 板の部材幅の検討 

 

図 5.13 と表 5.4 に解析結果を示す．また，図および表の凡例は，CFRP 板の板厚 T と部材幅

W を表しており，例えば「T1W25」は板厚が 1mm，部材幅が 25mm の場合の結果を示してい

る． 

いずれの板厚の結果においても CFRP 板の部材幅が大きくなるにしたがって溶接止端部付

近の応力は低減した．しかし，25mm から 50mm へ部材幅が大きくなったときの応力の低減

効果に比べ，50mm から 75mm に部材幅が大きくなった時の応力の低減効果は小さくかった．

また，表 5.4 よりホットスポット応力も同様の結果であり，部材幅が 25mm から 50mm，50mm

から 75mm に大きくなった場合の σHSに対する比の減少率は，板厚が 1mm，2mm，4mm のと

き，それぞれ 2％（0.95→0.93）と 1％（0.93→0.92），3％（0.90→0.87）と 1％（0.87→0.86），

6％（0.84→0.78）と 3％（0.78→0.75）と 2 倍以上の差が生じた． 

これらの結果から，CFRP 板の部材幅を大きくすることによって，溶接止端部の応力低減効

果は増加するが，部材幅の増大量に比例して応力が低減するわけではないことが分かる．図

5.8 の無補強モデルの解析結果に示したように，面外ガセット PL を有するウェブ PL に軸方

向力が作用した場合，ウェブ PL に生じる応力分布を考えると，ガセット PL に近い位置の応

力が大きく，ガセット PL から遠くなるに従って応力は小さくなる．ここで，CFRP 板の定着

長が確保されているとした場合，鋼板から CFRP 板への応力の伝達は，鋼板と CFRP 板の引

張剛性の比によって決まるため，ガセット PL に近い位置に CFRP 板を接着した方が，より大

きな応力を CFRP 板に負担させることができる．したがって，CFRP 板の部材幅が大きいほう

が溶接止端部の応力の低減効果は大きくなると考えられるが，ある程度の部材幅より大きく
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なると部材幅の増大量に比べて応力の低減効果は小さくなる．ここでは，部材幅を 25mm，

50mm，75mm の 3 種類に変化させ，溶接止端部の応力の低減効果について検討したが，部材

幅の増加量に対する応力の低減効果を考慮すると，いずれの板厚の場合も部材幅が 50mm で

概ね良好な低減効果を得られたと考えられる．また，部材幅を 50mm 以上に大きくすること

によって，より大きな効果を得られるものと期待される．しかし，本研究では簡易な施工を前

提としており，CFRP 板の接着工程を考えると可能な限り部材の形状は小さい方が施工性は良

く，CFRP 板の製品幅も 50mm のものが大半であることから，これらを総合的に判断し， 低

限必要な部材幅を 50mm として決定した． 

以上の結果から，以降の検討では CFRP 板の部材幅は 50mm で一定とする．また，これま

での検討結果より，CFRP 板の板厚が 1mm の場合，つまり，鋼板に対する CFRP 板の引張剛

性の比が 19％程度の場合では，CFRP 板の部材長さ，部材幅，いずれの検討においてもホッ

トスポット応力の σHS に対する比は 92％以上あることから，溶接止端部での応力の低減効果

は小さいと考えられる．このことから，以降は CFRP 板の板厚は，2mm と 4mm のみに対して

検討を行うこととする． 

  

（a）まわし溶接止端部        （b）ホットスポット応力算出部 

図 5.13 CFRP 板の部材幅の違いによる応力 

 

表 5.4 CFRP 板の部材幅の違いによるホットスポット応力 

CFRP 板の板厚 T 
CFRP 板の幅 W 

25mm 50mm 75mm 

1mm 
178.3 N/mm2 174.8 N/mm2 173.2 N/mm2 

（0.95） （0.93） （0.92） 

2mm 
169.9 N/mm2 164.4 N/mm2 162.1 N/mm2 

（0.90） （0.87） （0.86） 

4mm 
158.2 N/mm2 147.1 N/mm2 141.9 N/mm2 

（0.84） （0.78） （0.75） 

※（ ）は σHS に対する比 
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（3）CFRP 板の y 方向の配置位置の検討 

 

ここでは CFRP 板の y 方向の配置位置を変化させたときの溶接止端部の応力への影響につ

いて検討する．CFRP 板のそれぞれの板厚に対して図 5.14 に示した基準位置から上方（y 方向

の正）へ移動して配置する距離を 0mm，5mm，10mm の 3 パターンで変化させて解析を実施

した．CFRP 板を配置する基準の位置は，すみ肉溶接のビードの端部で，CFRP 板の下端がこ

の基準位置から上方に移動させた．x 方向の位置はガセット PL の端部と CFRP 板の部材長さ

の中心が同じになるように固定した． 

 

 

図 5.14 CFRP 板の y 方向への移動検討 

 

図 5.15 にと表 5.5 に解析結果を示す．また，図および表の凡例は，CFRP 板の板厚 T と基準

位置から上方への移動距離 U を表しており，例えば「T2U5」は板厚が 2mm，基準位置から上

方へ 5mm 移動させた場合の結果を示している． 

図 5.15 より，いずれの板厚の結果においても CFRP 板の配置位置が上方に移動するにした

がって溶接止端部付近の応力に低減効果がみられないことが分かる．CFRP 板の下端の位置が

溶接ビードから離れるに従い，応力低減効果は低下した． 

表 5.5 より，ホットスポット応力は，σHSに対する比が移動距離 0mm の場合に対して，5mm

移動させると 3％，10mm 移動させると 4％以上増加した．前項でも述べたとおり，ウェブ PL

に生じる応力はガセット PL に近いほど大きくなるため，CFRP 板を接着する場合，ガセット

PL に近づけて設置する方が CFRP 板への応力の負担を大きくすることができる． 

以上の結果から，溶接止端部の応力を効果的に低減するためには，可能な限り CFRP 板を

溶接ビードに沿ってガセット PL に近づけて接着することが必要である． 
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（a）まわし溶接止端部        （b）ホットスポット応力算出部 

図 5.15 CFRP 板を y 方向に移動して配置したときの応力 

 

表 5.5 CFRP 板を y 方向に移動して配置したときのホットスポット応力 

CFRP 板の板厚 T 
基準位置から y 方向の移動距離 U（上方） 

0mm 5mm 10mm 

2mm 
164.4 N/mm2 168.9 N/mm2 172.3 N/mm2 

（0.87） （0.90） （0.91） 

4mm 
147.1 N/mm2 152.2 N/mm2 156.4 N/mm2 

（0.78） （0.81） （0.83） 

※（ ）は σHS に対する比    
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（4）CFRP 板の x 方向の配置位置の検討 

 

ここでは CFRP 板の x 方向の配置位置を変化させたときの溶接止端部の応力への影響につ

いて検討する．CFRP 板のそれぞれの板厚に対して図 5.16 に示すとおり基準位置から x 方向

の後方（x 方向の負）と前方（x 方向の正）へ移動して配置した．移動させた距離は後方に 10mm，

前方に 10mm，25mm，50mm で，基準位置のままの 5 パターンで変化させて解析を実施した．

CFRP 板を配置する基準の位置は，図 5.16 に示すとおり，ガセット PL の端部と CFRP 板の部

材長さの中心が同じになる位置で，ここから後方（B）と前方（F）に移動した位置に CFRP 板

を配置した．移動距離のパラメータを前方側のみに 25mm と 50mm を設定した理由は，図 5.6

において CFRP 板に生じる応力の分布が基準位置よりも前方側で高いため，CFRP 板を前方側

に移動させることで，応力低減効果が向上する可能性があると考えたためである．なお，いず

れのパターンも y 方向の位置は溶接ビードに沿って CFRP 板の下端が一致するように固定し

た． 

 

 

図 5.16 CFRP 板の x 方向への移動検討 

 

図 5.17 と表 5.6 に解析結果を示す．また，図および表の凡例は，CFRP 板の板厚 T と基準位

置から後方 B または前方 F への移動距離を表しており，例えば「T2B10」は板厚が 2mm，基

準位置から後方へ 10mm 移動させた場合，「T4F25」は板厚が 4mm，基準位置から前方へ 25mm

移動させた場合の結果をそれぞれ示している． 

図 5.17 より，いずれの板厚の結果においても，CFRP 板の配置が基準位置に対して前方，

あるいは後方に 10mm 移動させた場合で応力に大きな差は見られないことが分かる．しかし，

前方に 25mm，50mm 移動させた場合，基準の位置から離れるに従って応力は大きくなり，溶

接止端部の応力低減効果は小さくなった．ホットスポット応力は σHSに対する比が，移動距離

0mm の場合に対して，10mm 程度後方あるいは前方に移動しても 1%以内の変化であった． 

CFRP 板の部材軸方向における端部からの一定区間は，ウェブ PL から CFRP 板へ応力を伝

達させるための区間であり，表 5.3 に示した必要定着長さの範囲が概ねその伝達区間にあた

る．それらの応力の伝達区間を除いた CFRP 板の中央部の範囲が，実際に も鋼板の応力が

低減される範囲であり，CFRP 板の中央部をガセット PL の端部付近に配置すれば，ほぼ同等
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の応力低減効果が得られると考えられる．一方，CFRP 板の中央部がガセット PL から離れる

と，溶接止端部で十分な応力低減効果が得られない． 

以上の結果から，CFRP 板の部材軸方向の端部にある定着範囲を除いた中央部をガセット

PL の端部に一致させて配置することで，溶接止端部の応力を低減することができ，部材軸方

向に対して 10mm 程度移動した場合も同等の効果が得られると考えられる． 

 

  

（a）まわし溶接止端部        （b）ホットスポット応力算出部 

図 5.17 CFRP 板を x 方向に移動して配置したときの応力 

 

表 5.6 CFRP 板を x 方向に移動して配置したときのホットスポット応力 

CFRP 板の 

板厚 T 

基準位置から x 方向の移動距離 B（後方）または F（前方） 

-10mm 0mm +10mm +25mm +50mm 

2mm 
164.9 N/mm2 164.4 N/mm2 165.3 N/mm2 168.6 N/mm2 181.1 N/mm2 

（0.87） （0.87） （0.88） （0.89） （0.96） 

4mm 
146.6 N/mm2 147.1 N/mm2 148.5 N/mm2 151.7 N/mm2 162.2 N/mm2 

（0.78） （0.78） （0.79） （0.81） （0.86） 

※（ ）は σHS に対する比
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（5）CFRP 板の回転配置の検討 

 

ここでは CFRP 板を回転させて配置させたときの溶接止端部の応力への影響について検討

する．CFRP 板のそれぞれの板厚に対して図 5.18 に示すとおり基準となる位置を中心に時計

回りに回転して配置した．回転させる角度は，基準のまま（0°），2.5°，5°，7.5°，10°の 5 パ

ターンで変化させて解析を実施した．ただし，板厚 4mm のモデルについては，部材長さが

150mm と長いため，10°回転させると y 方向の対称軸と干渉するため，7.5°までの 4 パターン

とした．CFRP 板を配置する基準の位置は，図 5.18 に示すとおり，溶接ビードの止端上にあ

るガセット PL の端部と同じ x 座標の位置で，ここから溶接ビードの円弧に沿って CFRP 板の

下端を回転させた． 

 

図 5.18 CFRP 板の回転検討 

 

図 5.19 と表 5.7 に解析結果を示す．また，図および表の凡例は，CFRP 板の板厚 T と回転基

準位置から時計回りの回転角度 R を表しており，例えば「T2R2.5」は板厚が 2mm，基準位置

から時計回りに 2.5°回転させた場合の結果を示している． 

図 5.19 より，どちらの板厚の結果においても，CFRP 板をガセット PL と同じ方向で溶接ビ

ードに沿って配置した，基準となる 0°の場合に も溶接止端部の応力低減効果が高いことが

分かる．配置角度を 2.5°から 10°にそれぞれ変化させた場合，角度が大きくなるにしたがって

溶接止端部での応力低減効果は減少したが，その効果の低減量は小さかった．表 5.7 より，ホ

ットスポット応力は σHS に対する比が，基準の 0°に配置した場合に対して，いずれの角度で

も 2％以内の差であった．また，回転角度が 5°以内であれば，σHSに対する比は基準位置の場

合の 1%以内となり，その差はより小さくなる． 

以上の結果から，CFRP 板をガセット PL と同じ方向に配置することで も溶接止端部の応

力を低減させることができる．しかし，CFRP 板の回転角度を 5°以内で配置した場合でも，ホ

ットスポット応力は σHSに対する比で基準位置の場合の 1%以内となり，その差はわずかであ

ると考えられる． 
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（a）まわし溶接止端部        （b）ホットスポット応力算出部 

図 5.19 CFRP 板を回転して配置したときの応力 

 

表 5.7 CFRP 板を回転して配置したときのホットスポット応力 

CFRP 板の 

板厚 T 

基準位置から回転⾓度 

0° 2.5° 5° 7.5° 10° 

2mm 
164.4 N/mm2 164.6 N/mm2 164.9 N/mm2 165.5 N/mm2 166.1 N/mm2 

（0.87） （0.87） （0.88） （0.88） （0.88） 

4mm 
147.1 N/mm2 147.8 N/mm2 148.7 N/mm2 149.9 N/mm2 − 

（0.78） （0.78） （0.79） （0.80） − 

※（ ）は σHS に対する比 
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5.4 疲労き裂の進展抑制効果 

 

前節では，面外ガセット継手の溶接止端部に生じる応力集中に対して，予防保全対策とし

て CFRP 板を接着することによる応力集中の低減効果について検討した．本節では，同じく

面外ガセット継手の溶接止端部に発生した疲労き裂に対して，事後保全対策として CFRP 板

を接着した場合にき裂の進展抑制効果とき裂の進展方向について検討を行う． 

ここでは，図 5.20 に示すように溶接ビードの止端に沿って発生し，ウェブ PL に進展した

疲労き裂を対象とした．図 5.20 に示したガセット PL の端部を原点とした x-y 平面において，

溶接ビードの止端に沿って徐々にき裂が進展し，x=0 の位置で y 方向へき裂が進展した状態を

検討の初期状態とした．このときのき裂半長さは ay=15mm で，これを初期き裂とした．この

初期き裂に対して，第 4 章で検討した手法と同様に，y 方向に 5mm 分ずつ，き裂半長さが

ay=75mm となるまでき裂が進展する過程を模擬した FEM 解析で応力拡大係数を求め，き裂

進展解析によりき裂の進展経路の再現と疲労寿命の予測を試みた． 

 

 

図 5.20 初期き裂と進展するき裂の概要 
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5.4.1 解析モデル 

 

溶接止端部に疲労き裂が生じた面外ガセット継手を模擬した解析モデルによる線形弾性解

析を汎用有限要素解析プログラム Abaqus2017 にて実施した．解析モデルの面外ガセット継手

の形状は前節と同様に図 5.5 に示すとおりで，ここに初期き裂を導入した．解析モデルは対称

性を考慮した 1/8 モデルとして境界条件を与え，荷重条件も前節と同じく，ウェブ PL の端部

に x 方向の一様な応力 σ0＝100N/mm2 の引張荷重を作用させた． 

初期き裂は，y 方向のき裂半長さが ay＝15mm となるように，図 5.20 に示した形状でウェ

ブ PL にモデル化した．本節で対象としている面外ガセット継手の止端部に生じるき裂は，溶

接止端のウェブ PL 表面から発生し，y 方向と板厚方向（z 方向）に同時に進展することが確

認されている 5-5）．また，き裂進展の初期において，板厚方向（z 方向）へのき裂の進展がわ

ずかに溶接ビード側へと回り込む．しかし，このき裂の先端が回り込む量はわずかであり，

FEM 解析によってその量を検証しており，簡易的にき裂が板厚方向に直進するとみなしても

差し支えないとされている．また，き裂が溶接止端部から離れて y 方向に進展すると，き裂

面は x-y 平面に対して直交することから，本節における FEM 解析でも，解析モデルのき裂面

は z 方向に一様であるとした． 

CFRP 板を接着していない鋼板のみの解析モデルをモデル G とし，CFRP 板を接着した解析

モデルについては，前節での結果を踏まえ，CFRP 板の板厚と部材長さの組み合わせを 2mm

と 100mm，4mm と 150mm の 2 種類とし，それぞれモデル CT2，モデル CT4 とした．CFRP

板を接着する x 方向の位置は，いずれのモデルも図 5.20 に示すように CFRP 板の部材長さ方

向の中心位置が x=0 となるように，ガセット PL の端部に合わせた．y 方向の位置は，CFRP

板の端部がすみ肉溶接の止端に沿うように配置し，接着剤の厚さは 0.10mm で各部材の表面

同士を結合させた． 

鋼板，接着剤，CFRP 板のいずれも 8 節点ソリッド要素とし，鋼板のき裂の先端部は応力の

特異性を考慮するため，8 節点を 6 節点に退化させた特異要素とした．要素サイズは，各部材

の厚さ方向とそれ以外の方向に対してそれぞれ設定した．厚さ方向の要素サイズは，ウェブ

PL とガセット PL が 9 分割で 0.5mm，接着剤が 2 分割で 0.05mm とし，CFRP 板は板厚 2mm，

4mm のそれぞれに対して 4 分割で 0.5mm，5 分割 0.8mm とした．厚さ方向以外の要素サイズ

は，鋼板のき裂先端部のみ 0.1mm とし，それ以外は共通して最小の要素サイズを 0.2mm とし

た． 

解析で使用した各材料の特性値は前節と同様で表 5.2 に示した値で，鋼板と接着剤は等方

性材料とし，CFRP 板は y 方向のみに繊維を配向した直交異方性材料とした． 
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5.4.2 き裂進展解析におけるき裂の進展方向と進展速度 

 

本節で検討する初期状態として導入した初期き裂から，き裂が進展する過程を示した概要

を図 5.21 に示す．前述のように図に示したき裂半長さ ay=15mm の初期き裂から，y 方向に

5mm ずつき裂が進展するものとし，各時点で新たにメッシュを作成し FEM 解析を実行した． 

き裂の変形モードⅠおよびⅡに対する応力拡大係数KⅠおよびKⅡをき裂先端の微小範囲内の最

小ポテンシャルエネルギーから FEM 解析によって求めた．それらの応力拡大係数より前章の

式（4.1）に示した最大接線応力範囲基準 5-10）に従い，き裂進展方向の角度の変化量 δθn を求

めた．この角度の変化量 δθn の算出では，時計回りの角度を正とした． 

初期き裂は y 軸に対して平行であるが，き裂の進展によって y 方向と x 方向の両方に変化

することから，y 軸を基準として，式（5.1）のとおりき裂の進展方向 θn を各時点でのき裂進

展角度の変化量 δθn の累積により求めた． 

FEM 解析では荷重を応力範囲として与えていることから，FEM 解析で得られる応力拡大係

数を応力拡大係数範囲とみなす．また，本節の FEM 解析は立体要素を用いているため，板厚

方向に各応力拡大係数は一定ではないが，今回のき裂進展解析においては，KⅠ，KⅡともに板厚

方向の各節点での値を平均して用いた． 

 

 

図 5.21 き裂進展過程の概要 

 

θn＝θn-1  δθn (n=1,2,3…)  ただし，θ0=0 (5.1) 

 

本節での検討における疲労き裂の伝播速度は，式（4.2）に示したパリス則による疲労き裂

速度表示式 5-3）に従うものとし，下限界応力拡大係数範囲は ΔKth=0，材料定数 C および n は，

最安全設計曲線の値を用いてそれぞれ 2.0×10-12，2.75 とした．また，応力拡大係数範囲は，式

（4.3）に定義したモードⅠとⅡの混合モードにおける等価応力拡大係数範囲 ΔK とした 5-11）． 
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き裂進展解析では，き裂進展前の等価応力拡大係数範囲 ΔK が一定のまま，角度 θn で y 方

向に対して 5mm 分き裂が進展すると仮定し，き裂進展長さ an を決定した．式（5.2）から式

（5.4）にき裂先端位置の x-y 方向の変化量とき裂進展長さを示し，応力の繰り返し数 N は，

式(4.2)のき裂進展速度から dNn を算出し，き裂半長さが 15mm から 80mm に達するまでの回

数を累積して求めた．なお，本節で検討するき裂進展解析では，第 4 章において考慮したき

裂先端部に生じる有効残留応力の影響については考慮していない． 

 

Δxn＝xn - xn-1= 5tan θn  (n=1,2,3…) (5.2) 

Δyn＝yn - yn-1=5 (n=1,2,3…) (5.3) 

an＝ 5 cos θn⁄ (5.4) 
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5.4.3 CFRP 板のはく離の影響 

 

疲労き裂に対する当て板接着補修において，き裂先端近傍の高い応力分布の範囲から徐々

に当て板がはく離する場合があることが確認されている 5-12）～5-14）．実際の橋梁での適用を考

えた場合，何らかの影響により CFRP 板のはく離が生じる可能性も想定する必要があると考

えられる．そこで，本節では，CFRP 板が完全に接着されている場合に加え，より安全側の評

価を行うため CFRP 板の一部がはく離した場合の検討も併せて行った． 

き裂の直上に当て板を接着した場合，図に示すようにはく離範囲は楕円形になると考えら

れている 5-12），5-13）．き裂の先端が CFRP 板の範囲内にあると，はく離領域の先端はき裂の先

端よりもき裂進展方向の前方にあり（ρ＞0），き裂先端が CFRP 板の外側にあるとき裂先端

を通る楕円の範囲がはく離領域となる（ρ=0）と報告されている．本節でもこれと同様に，す

べてのき裂半長さに対してき裂先端が CFRP 板の範囲内にある場合はき裂の先端位置から y

方向に平行に ρ=5mm の範囲をはく離範囲として設定し，CFRP 板の範囲から外側にき裂の先

端がある場合は ρ=0mm とした．また，文献 5-12）～5-14）を参考に楕円の長短軸比は 5 とし

た． 

第 2 章の実験結果から，接着層が薄い場合のはく離は，鋼板と接着層の間で起きる可能性

が高いことから，このはく離範囲においてウェブ PL と接着層の界面がはく離するものとし

て，この範囲を解析モデルの結合条件から除いて FEM 解析を実施した．また，解析ではき裂

の進展に伴って，はく離範囲も更新してモデルを作成した．はく離を考慮した解析モデルを，

CFRP 板の板厚が 2mm と 4mm の場合をそれぞれモデル CT2DE，モデル CT4DE とした． 

 

 

図 5.22 接着剤のはく離範囲 
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5.4.4 応力の発生状況 

 

FEM 解析結果の一例として，き裂半長さが ay=30mm の場合における最大主応力の結果を

図 5.23 から図 5.25 に示す．図 5.23 はモデル G，図 5.24 はモデル CT2，図 5.25 はモデル CT2DE

の結果をそれぞれ示している．各図は解析モデルのうち，ガセット PL 端部付近を抽出したも

ので，最大主応力の分布と主応力線図である． 

 

（1）CFRP 板を接着していない無補強モデル（モデル G） 

 

ウェブ PL の材質を引張強さ 400N/mm2 級と想定した場合，図 5.23 よりモデル G ではき裂

先端の広い範囲で降伏点 235N/mm2以上の高い応力が生じていることが分かる．また，まわし

溶接の止端部付近で生じている応力は小さく，主応力線図からウェブ PL の応力はき裂先端部

を迂回してガセット PL 付近へと応力の向きが変化している． 

 

 

図 5.23 モデル G の応力分布（き裂半長さ ay＝30mm） 
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（2）はく離を考慮せず CFRP 板を接着したモデル（モデル CT2） 

 

図 5.24 よりモデル CT2 ではウェブ PL のき裂先端付近に生じる応力はモデル G に比べて小

さく，降伏点以上の範囲も非常に小さくなっていることが分かる．また，CFRP 板の接着範囲

内にあるき裂が溶接止端から離れ，ウェブ PL を y 方向へ進展している部分においても，き裂

に沿って 100N/mm2 程度の応力が生じており，き裂先端側よりもガセット PL 側の方が高い応

力となっている．これは，き裂の上に接着した CFRP 板によってウェブ PL に作用している応

力がき裂を跨いで伝達していることによるもので，架橋効果と呼ばれており 5-15），き裂の開

口変位を抑制するように作用していることが分かる．主応力線図からも，モデル G の結果に

比べてき裂近傍にまで x 方向の応力が生じていることが確認できる． 

CFRP 板と接着剤にもき裂に沿って高い応力が生じており，図に示した CFRP 板の下端側の

方がき裂の先端側よりも応力は高くなっている．ウェブ PL に x 軸方向の応力が作用した場

合，ガセット PL の中心である y=0 において，き裂の開口量が最も大きくなり，き裂の先端が

ある y 方向に向かうにしたがって開口量は減少する．このため，CFRP 板を接着している範囲

において下端側が大きく開口しようとするのを抑制するように作用することから，CFRP 板の

下端が最も架橋効果が高くなり，CFRP 板と接着剤の応力が高くなったと言える． 

 

 

図 5.24 モデル CT2 の応力分布（き裂半長さ ay＝30mm） 
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（3）はく離を考慮した CFRP 板を接着したモデル（モデル CT2DE） 

 

図 5.25 より，はく離を考慮したモデル CT2DE ではウェブ PL のき裂先端付近に生じる応力

は，モデル CT2 に比べるとわずかに大きいものの，モデル G に比べると小さく，降伏点以上

の範囲も小さくなっている．しかし，CFRP 板の範囲内にあるき裂部分では，接着剤のはく離

を考慮しているため，そのはく離範囲に沿ってウェブ PL の応力は減少しており，20N/mm2 以

下になっている．接着剤のはく離を考慮することによって，この範囲ではウェブ PL から CFRP

板への応力伝達が行われず，架橋効果が低減されることになり，き裂の開口変位を抑制する

作用が小さくなっていると考えられる．このため，き裂先端での応力はモデル CT2 よりも大

きくなる． 

また，CFRP 板と接着剤の応力もはく離範囲に沿って応力が低減しており，モデル CT2 と

同様に CFRP 板の下端側の方がき裂の先端側よりも応力は高くなっている．CFRP 板の応力

は，モデル CT2 と同等程度の大きさが生じており，はく離範囲分だけ x 方向に広がった分布

となっている．一方，接着剤の応力は，はく離範囲内が 20N/mm2 以下となっており，それ以

外の範囲でも最大の応力は 60N/mm2 以下となり，モデル CT2 においてき裂の直上で生じてい

た 100N/mm2程度の高い応力の領域は発生していない． 

ここで，文献 5-16）から 5-18）において，CFRP 板を接着した鋼板のはく離荷重に関する研

究が行われており，はく離が生じる際の接着剤の評価方法が検討されている．それらの研究

では，接着剤に生じるせん断応力と面外方向の応力（ピール応力）から主応力を算出し，はく

離が発生するときの主応力により，はく離の発生を予測する手法を評価している．文献 5-18）

において，曲げ試験および一軸引張試験それぞれの結果をまとめた平均値として，はく離が

生じるときの主応力を 64.6N/mm2 に想定している．ただし，軸方向力が作用する鋼板の両面

に CFRP 板を接着した試験結果で，本節でのき裂を跨ぐような鋼板が不連続となる突合せ部

の結果のみをみると，はく離時の主応力は 80.2N/mm2 から 95.1N/mm2 となり，平均値と比べ

て高くなっている．文献 5-18）で使用されている接着剤はエポキシ樹脂であり，その他の諸

条件も異なるため単純に比較することはできないが，モデル CT2 における接着剤の応力がモ

デル CT2DE よりも高くなっていることから，はく離を考慮した本解析結果の方がより安全側

の評価であると考えられる． 

本項では，CFRP 板の厚さが 2mm，き裂半長さが ay=30mm の場合の結果を示した．その他

の条件による解析結果においても，はく離を考慮した場合の接着剤の応力は，考慮していな

い場合の応力よりも小さく，すべての条件で 80N/mm2 以下であった． 
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図 5.25 モデル CT2DE の応力分布（き裂半長さ ay＝30mm） 
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5.4.5 き裂進展の解析結果 

 

（1）等価応力拡大係数範囲の検討結果と考察 

 

図 5.26 に CFRP 板の板厚ごとの y 方向のき裂長さに対する等価応力拡大係数範囲 ΔK を示

しており，図 5.27 にそれら等価応力拡大係数範囲の変化量 δΔK と y 方向のき裂長さの関係を

示している．各図には CFRP 板を接着した部材幅である 50mm 分の範囲も併せて示している．  

図 5.26 より，等価応力拡大係数範囲 ΔK は，モデル G ではき裂の進展にともなって，

1041N/mm3/2 程度から概ね線形的に増加していることが分かる．一方，図 5.26（a）よりモデ

ル CT2 およびモデル CT2DE は，初期き裂であるき裂長さ 15mm の時点で，ΔK はそれぞれ

742N/mm3/2 と 784N/mm3/2 で同等程度であったが，y 方向のき裂長さが増加するにしたがって

ΔK は減少していき，最小値となったあと増加に転じている．最小値となった時の y 方向のき

裂長さは，モデル CT2 が 55mm，モデル CT2DE が 40mm であった．図 5.26（b）より，CFRP

板の板厚が 4mm のモデルでも同様の結果であり，モデル CT4 が 55mm，モデル CT4DE が

45mm で ΔK が最小であることが分かる． 

図 5.27 より，モデル G では変化量 δΔK は，き裂進展初期の y 方向のき裂長さが 20mm から

30mm の間は増加したが，それ以降は 60 N/mm3/2 程度でほぼ一定でることが分かる．一方，

CFRP 板を接着した各モデルは，CFRP 板が接着している範囲内ではき裂の進展にしたがって

δΔK は増加し続けた．き裂が CFRP 板の接着範囲より外側に出ると δΔK は大きく増加し，モ

デル G と同等程度となった．ただし，はく離の考慮の有無により，この δΔK の増加するき裂

の位置がわずかに異なり，はく離を考慮した場合は，き裂が CFRP 板の外側に出てから 5mm

程度の一定の範囲では急激な δΔK の増加はなかった．また，CFRP 板の板厚が 2mm と 4mm

の場合で δΔK の値はほぼ同じであった． 

初期き裂からき裂が進展する過程の前半において，いずれのモデルも ΔK が減少し，その減

少量（変化量 δΔK の絶対値）はき裂の進展によって徐々に小さくなる．これは，前節の図 5.8

で示したウェブ PL の主応力線図をみると，ウェブ PL からガセット PL に向かって応力が伝

わるが，この応力の伝達量はガセット PL に近い方がより多くなるためと考えられる．一方，

ウェブ PL にき裂が生じると前項の図 5.24 や図 5.25 で示したようにウェブ PL の応力の一部

が，CFRP 板を介してき裂を跨いで伝達されていることが分かる．このとき，本来き裂がなけ

ればウェブ PL に生じていたはずの応力が CFRP 板へと伝達されることになるため，ガセット

PL に近い位置の方がより大きな応力を伝達することになる． 

また，き裂半長さが ay＝15mm である初期き裂に対して CFRP 板を接着すると 4.5mm 分の

みが CFRP 板で覆われているだけであるが，き裂が進展していくにしたがって，き裂半長さ

に対する CFRP 板で覆われているき裂の範囲の割合は相対的に大きくなり，CFRP 板がき裂の

開口を抑制する効果は大きくなる．つまり，き裂半長さが小さい範囲では，大きい場合に比べ

て CFRP 板の架橋効果が相対的に小さく，ガセット PL に近い位置の方がウェブ PL の応力の
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伝達量が多くなり，これらの理由から，き裂進展初期では ΔK が減少し，のちに増加に転じた

ものと考えられる． 

 

  

（a）CFRP 板の板厚 2mm の場合      （b）CFRP 板の板厚 4mm の場合 

図 5.26 y 方向のき裂長さと等価応力拡大係数範囲の関係 

 

 

図 5.27 y 方向のき裂長さと等価応力拡大係数範囲の変化量の関係 
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（2）き裂進展方向の検討結果と考察 

 

図 5.28 に CFRP 板の板厚ごとの y 方向のき裂長さに対するき裂進展方向 θn を示している．

この図にも，CFRP 板を接着した部材幅である 50mm 分の範囲も併せて示している． 

モデル G では，θn がき裂の進展にしたがい，y 軸方向である 0°に向かうようにわずかに増

減を繰り返しながら収束する傾向を示した．前節の図 5.8 に示したようにウェブ PL の主応力

の方向は，図の右側のガセット PL がない範囲では x 軸と平行な方向に向いているが，図の左

側のガセット PL がある範囲では，ウェブ PL からガセット PL に応力が伝達するため主応力

の方向が x 軸方向から反時計回りに回転した方向に右上がりの斜めになる．き裂の進展方向

は主応力方向に対して直角となることから，y 軸方向に対して反時計回りに回転した方向にき

裂が進展することになる．また，この x 軸に対する主応力の角度は，ガセット PL からの y 方

向の距離が長くなると小さくなるため，き裂が進展するにしたがって θn は 0°に近づいていく

ことと合致している． 

CFRP 板を接着したモデルでは，CFRP 板の板厚が 2mm の場合，板厚が 4mm の場合に比べ

て，初期き裂での θn は小さく，き裂の進展にしたがって θn の変化量も小さかった．つまり，

CFRP 板が 2mm の場合，初期き裂で θn が-3～-5°であり，き裂が進展すると最小で-8°程度まで

変化したが，CFRP 板が 4mm の場合，初期き裂での θn は-2°程度だったが，その後のき裂の進

展によって最小で-9°程度まで変化した． 

また，いずれの板厚の場合もはく離を考慮していないモデルに比べてはく離を考慮したモ

デルの方が θn の絶対値は小さくなり，角度が緩やかであった． 

図 5.26 に示した等価応力拡大係数範囲の結果と図 5.28 を比較すると，等価応力拡大係数範

囲 ΔK がモデル G に比べてより小さくなる，つまりき裂の進展抑制効果が高くなるほど θn は

小さいことが分かる．CFRP 板のはく離を考慮しない場合，ΔK は小さくなり，θn も小さくな

る．それとは逆に，CFRP 板のはく離を考慮すると，ΔK は大きくなり，θn も大きくなる． 

なお，き裂が CFRP 板の接着範囲を超えてからは，いずれのモデルも同等程度の変化量で

き裂の進展方向が 0°に向かうように増加した． 

  

（a）CFRP 板の板厚 2mm の場合      （b）CFRP 板の板厚 4mm の場合 

図 5.28 y 方向のき裂長さとき裂進展方向の関係  
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（3）応力の繰り返し数と y 方向のき裂先端位置に関する考察 

 

図 5.29 から図 5.31 に各モデルによる応力の繰り返し数 N と y 方向，x 方向のき裂先端位置

の関係および x，y 各方向のき裂先端位置の関係をそれぞれ示している．き裂進展解析では，

初期き裂であるき裂半長さが ay=15mm からき裂が進展し，ay=80mm に達するまでの応力の繰

り返し数を疲労寿命として定義した．各モデルの疲労寿命は，モデル G：84,408 回，モデル

CT2：985,996 回，モデル CT2DE：434,825 回，モデル CT4：1,587,529 回，モデル CT4DE：

756,736 回であった． 

図 5.29 より，モデル G では初期き裂の時点から加速的にき裂が進展した．CFRP 板を接着

したモデルにおいて，応力の繰返し回数と y 方向のき裂先端位置の関係は，応力の繰り返し

数に違いあるものの，どちらの板厚の場合でも同様の概形となった． 

はく離の考慮の有無によって y 方向のき裂先端位置に対する応力の繰り返し数に差が生じ

た．はく離を考慮していないモデルではき裂進展の途中で進展速度が顕著に低下し，き裂の

先端が CFRP 板の接着範囲を超えた 60mm より大きい位置では再び進展速度が増加した．一

方，はく離を考慮したモデルでもき裂の進展速度はわずかに低下したものの，その低下量は

はく離を考慮したものに比べて小さいため，き裂の進展にしたがい徐々に繰り返し数に差が

大きくなった． 

き裂が進展し，y 方向のき裂先端位置が 60mm を超えた，CFRP 板の接着範囲の外側に達し

てからも，き裂の進展速度は増加したものの，CFRP 板による架橋効果によりき裂の開口を抑

制し，急激なき裂の進展はなかった． 

 

  

（a）CFRP 板の板厚 2mm の場合       （b）CFRP 板の板厚 4mm の場合 

図 5.29 応力の繰り返し数と y 方向のき裂先端位置 
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（4）応力の繰り返し数と x 方向のき裂先端位置に関する考察 

 

図 5.30 より，モデル G では x 軸の負方向に対してき裂が最大で 0.8mm 程度進展している

ことが分かる．y 方向に 80mm までき裂が進展したときの各モデルの x 方向のき裂先端位置

は，モデル G：-0.715mm，モデル CT2：-5.994mm，モデル CT2DE：-4.467mm，モデル CT4：

-7.767mm，モデル CT4DE：-6.086mm である． 

CFRP 板を接着したモデルでは，どちらの板厚の場合でも同様の概形となり，はく離の考慮

の有無によって図の形状に差が生じた．はく離を考慮していないモデルではき裂が進展する

途中で進展速度がわずかに低下し，CFRP 板の接着範囲を超えたあたりで進展速度が増加し

た．一方，はく離を考慮したモデルでは，き裂の進展速度は概ね一定であった． 

CFRP 板の板厚の違いによる x 方向へのき裂長さを比べると，はく離の有無に関わらず，板

厚 4mm の方が板厚 2mm のモデルに比べて 1.3 倍程度長くなった．また，はく離の有無によ

る x 方向のき裂長さを比較すると，どちらの板厚の場合もはく離を考慮した方が，考慮しな

いモデルよりも同じく 1.3 倍程度長くなった． 

これらの結果から，CFRP 板の補強の程度が大きい，つまり CFRP 板の架橋効果が大きい方

が x 方向へのき裂進展長さが増加すると考えられる． 

 

  

（a）CFRP 板の板厚 2mm の場合       （b）CFRP 板の板厚 4mm の場合 

図 5.30 応力の繰り返し数と x 方向のき裂先端位置 
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（5）x-y 面内のき裂進展経路に関する考察 

 

図 5.31 に各モデルの x-y 方向のき裂先端位置の結果を示す．図にはき裂が進展し，き裂先

端が y 方向に 60mm に達するまでの応力の繰り返し数も併記している．前述した応力の繰返

し数と y 方向，x 方向それぞれの結果から，モデル G ではき裂の進展にともなって，x 方向へ

のき裂の進展量が増加後に減少に転じた．これは（2）き裂進展方向の検討結果と考察で述べ

た通り，き裂が進展することによって，ウェブ PL からガセット PL への応力の伝達量が小さ

くなることで主応力の方向が変化することで生じたものと考えられ，き裂の進展方向は最終

的には y 軸に平行に収束していくものと考えられる． 

CFRP 板を接着したモデルでは，前述のとおりはく離の考慮の有無により x 方向のき裂進展

量に違いが生じ，はく離を考慮することにより x 方向のき裂の進展量は小さくなった．また

CFRP 板の板厚が厚い方が x 方向へのき裂の進展量は大きくなった． 

図 5.28 でも示したように，き裂が CFRP 板の接着範囲を超えると，き裂の進展はそれまで

よりも y 方向に対する進展量が大きくなり，進展方向が 0°に向かうように変化しているこ

とが分かる．ただし，き裂進展方向の変化量は緩やかであった．いずれのモデルも y 方向の

き裂長さが 80mm まで進展する解析を実施したが，それ以降は徐々に x 方向の進展量は小さ

くなり，y 軸に平行になる方向にき裂が進展すると推測される． 

 

   

（a）CFRP 板の板厚 2mm の場合     （b）CFRP 板の板厚 4mm の場合 

図 5.31 x-y 方向のき裂先端位置 
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（6）き裂進展の遅延効果 

 

y 方向のき裂長さとき裂がその長さに達するまでの，モデル G での応力の繰り返し数 NG を

基準とした各モデルの応力の繰り返し数 NCTの比 NCT/NGの関係を図 5.32 に示す．なお，横軸

の応力の繰り返し数の比NCT/NGは対数軸で表示している．いずれのモデルもき裂先端がCFRP

板の接着範囲内にある場合は，き裂が進展するにしたがい応力の繰返し数の比 NCT/NG が増加

し，き裂先端が CFRP 板から外に出ると，NCT/NG の増加は鈍化した． 

実際の橋梁における CFRP 板接着によるき裂の進展対策の適用を考えた場合，CFRP 板を接

着することによってき裂の進展を抑制する効果が期待でき，CFRP 板の架橋効果が大きいほど

き裂の進展抑制の効果も大きくなると考えられる．CFRP 板の板厚が厚いほど，また接着剤の

はく離が生じない方が、き裂の進展抑制効果は大きい．しかし，前項で述べた通り，接着剤の

はく離を考慮することで安全側の評価となる． 

ただし，CFRP 板を接着することによって，き裂の進展を遅らせることはできるが，き裂の

進展を完全に停止させることはできない．また，き裂が生じた箇所に CFRP 板を接着するこ

とで，き裂を覆うことになり，き裂の先端を確認することができなくなることにも留意が必

要と考えられる． 

前述のとおり，き裂はその後も徐々に進展すると考えられるが，き裂の先端が CFRP 板の

接着した範囲を超えたとしても，急激なき裂の進展は起こらないと想定される．しかし，それ

は CFRP 板が架橋効果を有する限りにおいてであり，部分的なはく離が生じても有効に CFRP

板が機能している場合に限られる． 

したがって，き裂部に CFRP 板を接着したあとも定期的に点検を実施し，き裂が CFRP 板

の範囲外まで進展していないこと，CFRP 板が完全にはく離していないことを確認しておくこ

とが重要であると考えられる． 

 

 

図 5.32 応力の繰り返し数の比 
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（7）疲労強度等級による評価 

 

前述のとおり，CFRP 板を接着することによって疲労き裂の進展を遅延する効果が期待で

き，その効果は CFRP 板の板厚やはく離の有無によって異なることが分かった．ここでは，

き裂進展の遅延効果を疲労照査で用いられる疲労強度等級に着目し，CFRP 板接着による強度

等級がどの程度改善されるかを評価する．文献 5-3）において，累積疲労損傷比を用いた疲労

照査の方法が記されており，ここではその方法によって面外ガセット継手の補修の有無によ

る疲労強度等級の比較を行う．ただし，平均応力，板厚の影響についてはともに考慮しない． 

橋梁における疲労安全性を評価する場合，図 5.33 に示す概念図のとおり，線形累積被害則

（マイナー則）がよく用いられる．概要は，ある部材に応力範囲 Δσi が作用したときの疲労寿

命を Ni とした場合，部材に繰り返し数が 1 回作用したときの疲労損傷比 Di を 1/Ni と評価す

る．応力範囲 Δσi の頻度が ni の場合には，疲労損傷比 Di は ni /Ni となり，式（5.5）に示す応

力範囲における疲労損傷比の和 D がある値に達したとき，疲労損傷が生じるものとして考え

られている．一般的にはマイナー則を用いた疲労照査では，D が 1 となったときに疲労破壊

が生じるものと考えられている． 

D＝∑
ni

Ni
(5.5) 

ここで， 

ni ： ある応⼒範囲レベル Δσi の頻度 

Ni ： 疲労設計曲線により求められる Δσi に対応する疲労寿命 

 

 

図 5.33 線形累積被害則の概念図 5-3） 

 

また，応力範囲と疲労寿命の関係（Δσ-N 曲線）は疲労設計曲線として次式で表される．  

Δσm・N＝C0 (5.6) 

C0＝2×1006・Δσf
m (5.7) 
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ここで， 

C0 ： 継⼿の等級によって定まる定数 

Δσf ： 200 万回疲労基本強度 

m ： 疲労設計曲線の傾きを表す係数で，直応⼒を受ける継⼿では 3 とする． 

 

本節では初期き裂として y 方向のき裂半長さを ay=15mm とし，応力範囲を Δσ0=100N/mm2

で一定として繰り返し載荷したと想定した場合，その後にき裂が進展する過程を解析によっ

て再現した．ここではき裂の先端が CFRP 板の接着範囲から出るまで，つまり y 方向のき裂

の先端位置が 60mm に達するまでの各モデルにおける応力の繰り返し数を比較する． 

基準となるモデル G における疲労損傷比を求める．モデル G は疲労強度等級が G 等級と分

類されており，き裂進展解析の結果からき裂の先端が y 方向に 15mm から 60mm まで進展す

るまでの繰り返し数 n100 は 70,197 回となる．図 5.34 に各強度等級における疲労設計曲線を示

し，モデル G のき裂進展解析の結果を同図に併記している．G 等級の継手において，応力範

囲 Δσが 100N/mm2 の場合，式（5.6）より疲労寿命 N100は 250,000 回となり，疲労損傷比 D100

は 0.281 となる． 

前述したように累積疲労損傷比を用いた疲労照査では，異なる疲労強度等級を有する継手

に対して，疲労損傷比が同じであれば，その継手における繰り返し作用する荷重によるダメ

ージは同等であると評価できる．そこで，G 等級以外の疲労強度等級に対して，応力範囲 Δσ

が 100N/mm2の場合における疲労寿命を式（5.6）および式（5.7）からそれぞれ求め，その疲

労寿命において疲労損傷比が D100=0.281 に相当する繰り返し数を求めると，表 5.8 のとおり

となる．  

き裂の進展経路を示した図 5.31 より，CFRP 板を接着した各モデルに対して，き裂の先端

が y 方向に 60mm となる位置における作用応力の繰り返し数を示している．この回数よりも

表 5.8 に示した n100 の繰り返し数が小さい場合，そのモデルはその疲労強度等級と同等以上の

疲労強度を有すると考えられる．よって，モデル CT2，CT2DE，CT4 および CT4DE はそれぞ

れ D 等級，E 等級，C 等級および E 等級と同等以上の疲労強度を有すると評価でき，接着剤

のはく離を考慮しない場合で 3 等級以上，考慮した場合でも 2 等級以上の疲労強度等級の向

上が期待できる． 
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図 5.34 疲労設計曲線とモデル G の解析結果 

 

表 5.8 疲労強度等級と損傷比相当の繰り返し数 

強度等級 Δσ =100N/mm2 

での疲労寿命 

N100（回） 

損傷比 D100=0.281 に 

相当する繰り返し数 

n100（回） 
名称 

200 万回基本疲労強度 

Δσf（N/mm2） 

A 190 13,718,000 3,854,758 

B 155 7,447,750 2,092,818 

C 125 3,906,250 1,097,656 

D 100 2,000,000 562,000 

E 80 1,024,000 287,744 

F 65 549,250 154,339 

G 50 250,000 70,197 

H 40 128,000 35,968 

I 32 65,536 18,416 
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5.4.6 せん断応力が付加した場合のき裂進展 

 

前項までの検討ではウェブ PL に対して，引張応力である x 方向の応力が作用する場合にお

ける疲労き裂の進展について検討を行った．実際の橋梁におけるガセット PL では引張応力に

加えてせん断応力が作用することも考えられることから，本項では x 方向の引張応力に加え

て，y 方向のせん断応力が作用した場合におけるき裂の進展について検討する． 

 

（1）き裂進展解析の概要 

本項では前項までと同様に FEM 解析によって求めた応力拡大係数からき裂の進展方向を

決定し，y 方向に 5mm 分ずつき裂を進展させ，再度モデルを作成しなおすことでき裂の進展

を再現した．FEM 解析に用いたモデルは，図 5.35 に示したとおり，x 方向と z 方向の対称性

を考慮した 1/4 モデルとした．荷重条件は，ウェブ PL の端部に x 軸の正方向に σ0=100N/mm2

の一様な軸方向応力，z 軸の正方向に τ0=10N/mm2 の一様なせん断応力を与えた．そのほか，

材料特性および要素サイズなどの条件は 5.4.1 と同様とした． 

CFRP 板を接着していない鋼板のみの解析モデルをモデル GSH とし，板厚 2mm の CFRP 板

を接着したモデルを CT2SH とした．なお，接着剤のはく離の影響については考慮しないもの

とした． 

図 5.36 に初期き裂と進展き裂の概要を示す．初期き裂は溶接ビードに沿って発生し，ガセ

ット PL の端部の位置で y 軸に平行にき裂が進展するものとし，ガセット PL の上部側（U 側）

では y 軸の正方向，下部側（L 側）では y 軸の負方向に，それぞれき裂半長さが ay=15mm と

なる位置まで達した時点から解析を開始した．以降，U 側と L 側ともに y 軸の正負それぞれ

の方向に 5mm 分ずつき裂が進展するものとしてき裂進展解析を実施した． 

き裂の進展方向は 5.4.2 の図 5.21 と同様に，き裂進展方向に対して式（4.1）および式（5.1）

から時計回りを正とした角度の累積によって決定した． 

以下にき裂進展解析の結果を示すが，各解析結果には前項における軸方向応力

σ0=100N/mm2 のみが作用するモデル G およびモデル CT2 の結果も併記し，本節におけるせん

断応力が付加した各モデルの結果を比較した． 
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図 5.35 解析モデル（1/4）の形状 

 

 

図 5.36 初期き裂と進展き裂の概要 
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（2）等価応力拡大係数範囲 

図 5.37 に y 方向のき裂先端位置と等価応力拡大係数範囲の関係を示す． 

モデル GSH の等価応力拡大係数範囲 ΔK は U 側，L 側ともにモデル G と同様にき裂の進展

に伴って単調に増加した．また，U 側では ΔK はせん断応力を付加していないモデル G と同

等の値であったが，L 側ではき裂が進展するにしたがってモデル G に比べて ΔK が少しずつ

大きくなった． 

モデル CT2SH の ΔK はモデル CT2 とほぼ同じ概形であり，き裂が進展するにしたがって

CFRP 板の接着範囲内では徐々に減少し，き裂先端が CFRP 板の範囲から出てからは単調に増

加した．また，U 側では CFRP 板の接着範囲内においてモデル CT2SH は CT2 に比べて ΔK が

わずかに大きく，L 側では CFRP 板の接着範囲外で CT2 よりも大きくなった． 

 

  

（a）U 側                  （b）L 側 

図 5.37 y 方向のき裂先端位置と等価応力拡大係数範囲の関係 

 

（3）応力拡大係数範囲 

図 5.38 と図 5.39 に y 方向のき裂先端位置とモードⅠの応力拡大係数範囲 ΔKⅠとモードⅡの応

力拡大係数範囲 ΔKⅡの関係をそれぞれ示す． 

図 5.38 より，モードⅠの応力拡大係数範囲 ΔKⅠは図 5.37 の等価応力拡大係数範囲とほぼ同じ

形状であった．これは第 4 章で示した式（4.3）から，ΔK が ΔKⅠと ΔKⅡの関係によって求まり，

き裂進展角度の変化量 δθn が小さい場合では ΔKⅠの値が支配的となることによる． 

図 5.39 より，モードⅡの応力拡大係数範囲 ΔKⅡはき裂が進展する初期の段階において，正

負どちらにも大きな値となり，き裂進展の中盤以降は 0に近い値となっていることが分かる．

この ΔKⅡは，後述するき裂進展方向 θn に影響を与え，図 5.39 における ΔKⅡの変化によって，

き裂進展の初期では θnの変化量 δθn が大きく，中盤以降では δθn の変化量が小さいことを示し

ている． 
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（a）U 側                  （b）L 側 

図 5.38 y 方向のき裂先端位置とモードⅠの応力拡大係数範囲の関係 

 

  

（a）U 側                  （b）L 側 

図 5.39 y 方向のき裂先端位置とモードⅡの応力拡大係数範囲の関係 

 

（4）き裂進展方向 

図 5.40 に y 方向のき裂先端位置とき裂進展方向の関係を示す． 

き裂進展方向 θn は式（4.1）に示した ΔKⅠ/ΔKⅡの関数によって表されるき裂進展方向の角度

の変化量 δθn の累積によって求まり，前述した ΔKⅡの値の変化に影響を受ける．ΔKⅡの正負の

符号により，δθn の正負が決定し，き裂進展方向 θn が増加または減少する． 

図 5.40（a）より，U 側ではいずれのモデルも，き裂進展開始時（y=15mm）より進展方向が

負の値となっていることが分かる．前項で述べた通り，モデルではその後に 0°の方向に収束

し，y 軸方向に進展し，モデル CT2 では-5°程度の角度に収束してき裂が斜めに進展した．一

方，モデル GSH では，き裂進展解析の開始時である y=15mm ではモデル G およびモデル CT2

と同等の θnであったが，y=20mm で θn がさらに負の方向に大きくなり，以降，モデル CT2 よ

り負に大きな角度の-9°程度で収束した．また，モデル CT2SH では y=15mm の時点で θn が-

8°程度であり，その後のき裂の進展に伴って，さらに負の方向に θnが増加し，CFRP 板の接

着範囲の端部付近である y=60mm から正の方向に変化した． 

図 5.40（b）より，L 側では，モデル G とモデル CT2 はき裂の進展に対して，U 側と正負が
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反転したき裂進展方向となっていることが分かる．一方，モデル GSH およびモデル CT2SH

では y=15mm で-15°程度と負の角度となり，モデル G およびモデル CT2 と正負が反対の方

向となった．その後，y=20mm でモデル GSH，CT2SH ともに θn は増加し，以降，-5°から-

10°の範囲で同等程度の角度で変化した． 

 

  

（a）U 側                  （b）L 側 

図 5.40 y 方向のき裂先端位置とき裂進展方向の関係 

 

（5）き裂進展経路 

図 5.41 にき裂進展解析によって求めたき裂進展経路である x 方向と y 方向のき裂先端位置

の関係を示す．なお，左の縦軸は U 側，右の縦軸は L 側の y 方向のき裂の先端位置をそれぞ

れ示しており，L 側については軸方向を反転して表記している． 

図より，U 側では前述したき裂進展方向によって，モデル GSH，モデル CT2SH ともに x 軸

の負の方向に進展した．モデル GSH の x 方向のき裂進展量はモデル CT2 よりも大きく，モデ

ル CT2SH はさらに大きかった．CFRP 板の接着端部付近である y=60mm の位置における x 方

向のき裂の進展量は，モデル G が-0.79mm，モデル CT2 が-4.85mm，モデル GSH が-7.13mm，

モデル CT2SH が-16.54mm であった．せん断応力と軸方向応力の比 τ0/σ0 が 0.1 のせん断応力

τ0 が付加されることによって，x 方向のき裂進展量が CFRP 板を接着しない場合は 9.0 倍，

CFRP 板を接着した場合は 3.4 倍になった． 

一方，L 側ではモデル G およびモデル CT2 が x 軸の負方向に進展するのに対して，モデル

GSH とモデル CT2SH ともに x 軸の正の方向に進展した．モデル GSH の x 方向のき裂進展量

はモデル CT2 よりも大きく，モデル CT2SH はさらに大きかった．CFRP 板の接着端部付近で

ある y=60mm の位置における x 方向のき裂の進展量は，モデル GSH が 6.57mm，モデル CT2SH

が 7.57mm であった． 

ここで，y 方向の各き裂先端位置におけるモデル G およびモデル CT2 を基準とした x 方向

のき裂先端位置の差の絶対値（|xGSH-xG|および|xCT2SH-xCT2|）を U 側と L 側それぞれで求め，x

方向のき裂長さの差とし，y 方向のき裂先端位置との関係を図 5.42 に示す． ただし，図の縦

軸は図 5.41 と同様，L 側の y 方向のき裂先端位置の軸方向を反転し，右の縦軸とした．モデ
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ル GSH とモデル CT2SH において，U 側と L 側で x 方向のき裂長さの差はおおむね同等とな

った．このことから，軸方向応力に加えてせん断応力が作用することによって，モデル GSH

およびモデル CT2SH では図 5.42 に示した長さの分のき裂が x 方向に付加したと考えること

ができる． 

 

   

図 5.41 x-y 方向のき裂先端位置       図 5.42 x 方向のき裂長さの差 

 

（6）応力の繰り返し数と y 方向および x 方向のき裂先端位置 

図 5.41 と図 5.42 に y 方向および x 方向のき裂先端位置と応力の繰り返し数の関係をそれぞ

れ示す．ただし，図 5.42 では L 側の解析結果を右の縦軸に示し，軸の方向を反転させている． 

図 5.43（a）の CFRP 板を接着していないモデル GSH とモデル G の結果より，y 方向のき裂

先端位置と応力の繰り返し数の関係において，いずれのモデルも同様に繰り返し数の増加に

ともなって y 方向にき裂が進展し，徐々にき裂が進展する速度が増加ていることが分かる．

これは，き裂が進展することによってウェブ PL の断面積が減少し，応力を伝達する有効断面

が減少するためであると考えられる．また，同等のき裂位置に達するまでの回数を比較する

と，モデル GSH はモデル G に比べて少ない回数となり，早くき裂が進展し，モデル GSH で

も L 側の方が U 側に比べて，き裂が早く進展した． 

図 5.43（b）の CFRP 板を接着したモデル CT2SH とモデル CT2 の結果より，き裂が進展す

る過程を y=15mm から 40mm を初期，40mm から 60mm を中期，60mm から 80mm 後期と 3 段

階に分けると，初期の段階ではき裂進展の直後から徐々に進展速度が低下し，中期ではほぼ

一定の速度で進展し，後期では再び速度が増加していることが分かる．これは，初期の段階で
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は CFRP 板の架橋効果によってウェブ PL の応力の一部がガセット PL に伝達されたためと考

えられ，5.3.3 で述べたように構造的な応力集中によってガセット PL に近い位置の方がウェ

ブ PL からの応力の伝達量は多くなるためである．その結果，特にき裂の進展量が小さい場合

において，き裂先端部への応力集中が大きくなり，5.4.5 と同様に等価応力拡大係数範囲も大

きくなったことでき裂の進展が早かったと考えられる．き裂進展の中期では，き裂の先端が

ガセット PL から離れるため，その影響が小さくなったと考えられ，同じく後期ではき裂の先

端が CFRP 板の接着範囲から外れ，CFRP 板の架橋効果が低減し，き裂進展が加速した．また，

き裂進展の後期において，U 側に比べて L 側の方がき裂の進展速度が大きくなった． 

図 5.44（a）より，モデル GSH では U 側，L 側ともに応力の繰り返し数とともに x 方向の

正負それぞれに単調に進展し，徐々に進展速度が増加していることが分かる．一方，図 5.44

（b）より，モデル CT2SH では，U 側，L 側ともにほぼ一定の速度で正負それぞれの方向にき

裂が進展していると理解できる． 

 

  

（a）モデル GSH              （b）モデル CT2SH 

図 5.43 y 方向のき裂先端位置と応力の繰り返し数の関係 

 

  

（a）モデル GSH              （b）モデル CT2SH 

図 5.44 x 方向のき裂先端位置と応力の繰り返し数の関係 
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（7）き裂半延長さ 

図 5.45 に応力の繰り返し数とき裂半延長さの関係を示す．ここで，き裂半延長さとは，5.4.2

の図 5.21 に示したき裂進展過程の概要において，各き裂長さ an を累積した長さで，図 5.41 に

おける x-y 平面上でのき裂長さである． 

図 5.45 より，いずれのモデルの結果も図 5.43 とおおむね類似していた．これは，x 方向の

き裂進展量に比べて y 方向のき裂進展量が大きいため，y 方向のき裂進展量がき裂の長さに対

して支配的であるためである．モデル CT2GH では U 側が L 側に比べて x 方向へのき裂進展

量が大きいことからき裂半長さわずかに大きくなった． 

 

  

（a）モデル GSH              （b）モデル CT2SH 

図 5.45 き裂半延長さと応力の繰り返し数の関係 
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5.5 まとめ 

 

CFRP 板接着による簡易な補修方法を実際の鋼道路橋への適用を目指し，解析的な検討を行

った．本章では鋼鈑桁橋において疲労き裂の発生が多数報告されている面外ガセット継手を

検討の対象部位とした．疲労強度等級が相対的に低いすみ肉溶接で接合した軸方向応力を受

ける面外ガセット継手を想定した．疲労き裂対策としての局所的な CFRP 板の当て板接着補

修方法について，FEM による線形弾性解析から溶接止端部の応力やき裂先端の応力拡大係数

を算出した． 

予防保全対策として面外ガセット継手の溶接止端に生じる高い応力集中を， CFRP 板を接

着することによって緩和することができると考えられることから，高強度タイプの CFRP 板

を用いた場合における，溶接止端の応力集中をホットスポット応力から評価した． 

また，すでに面外ガセット継手の溶接止端から疲労き裂が発生した状態から，事後保全対

策として CFRP 板を接着することによりき裂の進展抑制効果とき裂の進展経路の違いについ

て，第 4 章と同様の手法によってき裂進展解析を実施した． 

本章で得られた知見をまとめると以下のとおりである． 

（1）CFRP 板の部材長さをパラメータとした検討結果から，溶接止端の応力集中を緩和させ

るには，ウェブ PL と CFRP 板が完全合成したと考えることができる定着長さを確保す

る必要がある．必要定着長さ以上の部材長さの CFRP 板を接着しても，応力集中の低減

効果に差はなかった． 

（2）CFRP 板の部材幅をパラメータとした検討結果から，部材幅が大きいほど溶接止端の応

力集中を低減させる効果は大きくなるが，部材幅が増加する割合に比べて応力集中の低

減効果の増加割合は小さかった．ガセット PL 近傍におけるウェブ PL の応力分布が一

様ではないことから，ある幅の CFRP 板を接着したとき，ガセット PL に近い範囲の方

が応力集中の低減に寄与する効果が大きいためと考えられる． 

（3）CFRP 板を配置する位置を上方に変化させたときの検討結果から，ガセット PL に近い

位置にCFRP板を配置した方がより効果的に溶接止端の応力集中を低減することができ

るため，CFRP 板を上方に配置するにしたがって，応力集中の低減効果が減少した． 

（4）CFRP 板を配置する位置を前後方向に変化させたときの検討結果から，ガセット PL の

端部を基準としたとき，CFRP 板の部材軸方向の中心が基準から前後に 10mm ずつ移動

させた場合でも応力集中の低減効果は同等であった．CFRP 板の定着長さを除いた中央

部の範囲をウェブ PL に高い応力が生じている箇所に配置することで，応力集中の低減

効果を得ることができると考えられる． 

（5）CFRP 板の配置をガセット PL に対して平行な向きから回転させたときの検討結果から，

CFRP 板を回転させことによって応力集中の低減効果は減少し，回転角が大きくなるほ

ど低減効果も小さくなった．しかし，低減効果が減少する割合はわずかであり，回転角

度が 5°以内であれば，0°の場合に比べてホットスポット応力は 1%程度の差しか生じ
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なかった． 

（6）き裂進展解析の結果から，等価応力拡大係数範囲 ΔK は，CFRP 板を接着していないモ

デル G ではき裂の進展にしたがって増加していった．CFRP 板を接着したモデルでは，

いずれのき裂長さに対してもモデル G に比べて ΔK は低減し，き裂が進展する過程にお

いて初期の段階では ΔK は減少し，途中で増加に転じた． 

（7）き裂の近傍の接着剤のはく離を考慮することによって，考慮しない場合に比べて ΔK は

大きくなり，はく離を考慮することで ΔK が減少から増加に転じるときのき裂長さは短

くなった． 

（8）き裂の進展にともなう ΔK の変化量 δΔK は，モデル G ではほぼ一定であった．一方，

CFRP 板を接着した各モデルでは，はく離を考慮しなかった場合とした場合ともに CFRP

板の厚さによる違いはほとんどなくほぼ同等の値であった．また，き裂が進展し，き裂

の先端が CFRP 板の接着範囲を越えると，δΔK は CFRP 板の接着の有無，接着剤のはく

離の有無によらず，すべてのモデルでほぼ同等となった． 

（9）き裂の進展方向 θnは，モデル G では初期き裂の位置で負の方向に最も大きくなり，き

裂が進展するにしたがって θn は 0°に向かうように変化した．CFRP 板を接着したモデ

ルでは，き裂の先端が CFRP 板の接着範囲内にあるとき，θnは徐々に負の方向に増加し，

途中で減少に転じた．き裂の先端が CFRP 板の接着範囲を越えてからは，モデル G と同

様に θn が 0°に向かうように変化した． 

（10）CFRP 板を接着したモデルのき裂の進展方向 θn は，CFRP 板の板厚が厚いほど負の方

向に大きくなり，また接着剤のはく離を考慮しないモデルの方が，はく離を考慮したモ

デルに比べて同じく負の方向に大きくなった． 

（11）ウェブ PL の応力の作用方向を x 方向，面内の直角な方向を y 方向とすると，モデル

G では，き裂が y 方向に 15mm から 80mm に進展するあいだに x 方向の負の方向に最大

で 0.8mm 進展し，最終的に y 方向へ 80mm き裂が進展したとき，x 方向へは 0.715mm

（負の方向）進展した．CFRP 板を接着したモデルの x 方向（負方向）のき裂進展量は，

CFRP 板の板厚が 2mm と 4mm，接着剤のはく離の考慮の有無によって，4.5mm～7.8mm

程度であり，CFRP 板の板厚が厚いほど，接着剤のはく離を考慮したモデルほど x 方向

の進展量が大きくなった． 

（12）き裂進展解析において，モデル G を基準とした CFRP 板を接着したモデルの応力の繰

返し数の比 NCT/NG は，き裂の先端が CFRP 板の接着範囲内にあるあいだは概ね線形に

増加した．き裂の先端が CFRP 板の接着範囲を越えると NCT/NG の増加率は鈍化し，モデ

ルごとに概ね一定の値に収束した． 

（13）き裂進展解析の結果を用いて，モデル G の疲労損傷度を基準とした疲労強度等級によ

る評価を行った．疲労強度等級が G 等級であるモデル G において，き裂が y 方向に

15mm から 60mm まで進展するまでの間における疲労損傷度を求め，CFRP 板を接着し

た各モデルがそれと同等の損傷に相当する繰り返し数より，各モデルの疲労強度等級を
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評価した．接着剤のはく離の影響を考慮しない場合は 3 等級以上，はく離の影響を考慮

した場合は 2 等級，疲労強度等級が向上した． 

（14）ウェブ PL に作用する x 方向の軸方向応力 σ0 に加えて，y 方向のせん断応力 τ0 が付加

した場合におけるき裂進展解析を実施し，軸方向応力 σ0に対するせん断応力 τ0の比 τ0/σ0

は 0.1 で一定とした．ガセット PL の溶接止端部発生したき裂に対して，せん断応力の

作用方向側を U 側，反対側を L 側とすると，せん断応力を付加することによって U 側

では x 軸の負方向，L 側では x 軸の正方向にき裂が進展した． 

（15）せん断応力を付加することによって増加する x 軸方向のき裂の進展量は，軸方向応力

のみを与えた場合を基準として，U 側と L 側で正負が反転するものの大きさは同等程度

であった．また，CFRP 板を接着しない場合に比べて，接着した場合の方が x 軸方向の

進展量は大きくなった． 
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第 6 章 結論 

 

本論文は，鋼道路橋において生じている損傷のうち，腐食と疲労き裂を対象として，CFRP

板接着による簡易な補修対策によって長寿命化を図ることを目指し，既往の研究では検討さ

れていない種々の条件を明らかにした上で CFRP 板接着による補修方法の実用化について研

究し，それを取りまとめたものである． 

本研究では，比較的損傷等が軽微な段階で，速やかに簡易な補修を行うことで，鋼部材の耐

荷性能を回復する方法として CFRP 板をアクリル樹脂で接着する方法について実験および解

析的検討を行った．まず，CFRP 板を接着する際の定着長を短くすることを目的に，接着層の

厚さを薄くした場合に生じる力学的性状について検討した．次に，腐食鋼板への CFRP 板接

着による補修を想定し，腐食範囲が断面内で一様でない場合において，矩形の CFRP 板を貼

り付け，接着長さが異なる場合における耐荷性能について検討した．さらに，疲労き裂が生じ

た鋼板に対してき裂の進展を抑制するために CFRP 板を接着補修する場合の検討を行った．

切り欠きの方向を変化させ，き裂の進展方向に対して CFRP 板の繊維方向直交しない条件で

のき裂進展の抑制効果とき裂進展経路について，き裂進展解析によって検証した．そして，そ

の結果を参考に，実構造物として鋼鈑桁橋の面外ガセット継手部に CFRP 板を接着すること

によって，予防保全対策および事後保全対策の適用性について解析的検討を行った．以下に

各章の結論を総括する． 

 

第 2 章「接着層を薄くした CFRP 板接着鋼板の実験および解析的検討」では，鋼板に CFRP

板を接着する際の接着層の厚さを薄くした場合，鋼板と CFRP 板の間での応力伝達にどのよ

うな違いが生じるのかを試験および FEM 解析により確認した． 

本章で得られた結果を以下に示す． 

（1）本研究の鋼板と CFRP 板の引張剛性比の範囲では，接着層の厚さが 0.3mm から 0.02mm

程度のすべての試験体において，CFRP 板のはく離よりも鋼板の降伏が先行した．鋼板

が降伏したあとに CFRP 板の端部から中央部に向かって徐々にはく離が進展した．  

（2）接着層の厚さの違いによる CFRP 板端部でのひずみの分布状態に差がみられ，接着層

が薄くなるほどひずみの変化量が大きくなった．しかし，おもりの重さを 0.5kg と 5.0kg

と変えた場合であっても，接着層の厚さがある程度薄くなると，ひずみの変化量の差が

不明瞭であった． 

（3）CFRP 板のひずみの分布状況から，高強度タイプの試験体では中央部において鋼板と

CFRP 板が完全合成と考えられる程度のひずみが発生した．一方，高弾性タイプの試験

体ではいずれも完全合成よりも小さいひずみしか発生しておらず，FEM により接着長

さが不足していることを確認した． 

（4）高強度タイプの CFRP 板では接着層の厚さの違いによって鋼板と CFRP 板のはく離の
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形態に違いが生じた．接着層が厚い場合は，CFRP 板の端部で CFRP 板側の界面が先行

してはく離し，その後鋼板側の界面へとはく離が移行した．はく離範囲の割合は，鋼板

側の界面が 70％程度と大きかった．一方，接着層が薄い場合は全て CFRP 板側の界面で

はく離した． 

（5）高弾性タイプの CFRP 板を接着した場合の破壊形態は，すべての試験体において CFRP

板自体の層間はく離であった．接着層の厚さの違いによる差は，層間はく離する範囲の

大きさのみで，接着層が薄くなるほど層間はく離の範囲は大きくなった． 

（6）本研究の試験体のような幅方向に十分長くない形状を 2 次元モデルで FEM 解析する場

合，平面ひずみ要素とすると幅方向の拘束が小さいため解析精度が低下する．平面応力

要素とした方が幅方向の拘束が小さいため 3 次元でのソリッド要素での解析結果に近

くなる． 

（7）接着長さが 50mm の場合，高強度タイプの CFRP 板では接着層厚さが 0.25mm 程度の

範囲まで完全合成とみなせるが，高弾性タイプの CFRP 板では板厚が 1.2mm のとき，接

着層厚さを 0.15mm 以下に薄くしなければ完全合成とはみなすことができない． 

（8）高弾性タイプの CFRP 板を，接着層を薄くして使用する場合，CFRP 板端部における板

内部での応力差が大きくなり，高強度タイプに比べて層間はく離しやすくなる． 

（9）接着層厚さを薄くする場合，理論解析により接着長さを求める際に，CFRP 板のせん断

変形を考慮した換算接着厚さを使用することで，安全側に評価することができる． 

 

第 3 章「腐食範囲の形状が異なる CFRP 板接着鋼板の耐荷性能に関する研究」では，鋼板の

中央部に平面形状の異なる腐食範囲を設け，断面欠損部にパテ材を充填したのち CFRP 板を

接着し静的引張試験を行った．鋼板の腐食範囲の形状が矩形のものを R シリーズ，平行四辺

形のものを P シリーズとし，それぞれのシリーズの鋼板に CFRP 板を接着したものを RC シ

リーズ，PC シリーズとした． 

本章で得られた結果をまとめると以下のとおりである． 

（1）鋼板の断面欠損を再現するため，複合サイクル試験機を用いて，土研法による腐食促進

サイクルで鋼板を暴露させた．腐食促進のサイクル数が，10 サイクル，30 サイクル，

50 サイクルのとき，多少のばらつきはあるものの鋼板の平均の片面での断面欠損深さ

はそれぞれ 0.2mm，0.4mm，0.6mm 程度であった． 

（2）断面欠損部に充填するためのエポキシ樹脂系接着剤のパテ材を 4 種類用意し，鋼板へ

の塗布量が厚い場合と薄い場合のそれぞれで引張せん断接着強さを評価した．高力ボル

トを用いた鋼板の当て板補修の不陸修正で使用するエポキシ樹脂が，ほかの 3 種類の接

着剤に比べて，塗布量が厚い場合と薄い場合の両方で相対的に高いせん断強さを有して

いた． 

（3）静的引張試験の結果から，いずれのサイクル数においても，RC シリーズ，PC シリー

ズともに CFRP 板のはく離よりも鋼板の降伏が先行した．鋼板が降伏するまでは荷重-
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変位関係は線形性を有しており，降伏荷重はいずれのシリーズの供試体も腐食していな

い鋼板のみの供試体 N と同等であった．鋼板が降伏するまでの範囲おいては，いずれの

サイクル数の場合も，RC シリーズと PC シリーズの間に差は見られなかった． 

（4）鋼板の降伏は供試体の軸方向の CFRP 板の端部から開始し，中央部に向かっていった

と推測され，鋼板の降伏に伴い CFRP 板がはく離したと考えられる．CFRP 板端部付近

のひずみの変化からはく離の発生を判断し，はく離発生荷重を決定した．RC シリーズ

ではサイクル数が増加するにしたがってはく離発生荷重とそのときの変位量は増加す

る傾向がみられたが，PC シリーズではそのような傾向は見られず，いずれのサイクル

数も同等の荷重と変位量であった． 

（5）CFRP 板の端部ではく離が発生し，供試体の中央に向かって進展した．はく離が進展す

る過程において，変位の増加に伴い荷重は徐々に減少し，はく離範囲が断面欠損部に達

したときに荷重が最も低下した．その時の荷重は，CFRP 板を接着していない断面欠損

した鋼板のみの供試体における降伏荷重と同等であった． 

（6）CFRP 板のはく離が開始してから荷重が最も低下するまでの変位量は，RC シリーズに

比べて PC シリーズの方が大きかった．これは，鋼板の断面欠損部と一般部の境界が RC

シリーズでは供試体の軸方向に対して直角であったが，PC シリーズでは 45°傾斜して

いたためと考えられる．RC シリーズでは，はく離の前縁が断面欠損部の境界を通過す

る区間が短かったのに対して，PC シリーズでは CFRP 板端部に近い断面欠損部が鋭角

である箇所から徐々に通過したため，長い区間を要した． 

（7）試験後の供試体表面の観察結果から，いずれのシリーズもサイクル数に応じて CFRP 板

のはく離の性状が変化した．CFRP 板のはく離位置は，鋼板とパテ材の界面でのはく離，

パテ材とアクリル樹脂との界面でのはく離のどちらかであった．サイクル数が多く，腐

食深さが深い場合は鋼板とパテ材の界面でのはく離の割合が大きくなり，パテ材と接着

剤との界面でのはく離の割合が小さくなった．また，RC シリーズに比べて PC シリーズ

の方が鋼板とパテ材との界面でのはく離の割合が大きかった． 

（8）静的試験での載荷初期の弾性範囲内における CFRP 板の応力について，試験結果と FEM

解析および理論解析による結果とを比較した．供試体の幅方向の中央における応力は，

RC シリーズ，PC シリーズともに，いずれのサイクル数においても試験結果と両解析結

果は概ね良好な一致を示していた． 

（9）PC シリーズにおいて，図 6に示した供試体側方部の L 側，R 側の CFRP 板のそれぞ

れの応力が，いずれのサイクル数の場合も試験結果と各解析結果で概ね良好な一致を

示した．また，鋼板と接着剤の応力において，FEM 解析と理論解析の結果も概ね一致

していた． 

（10）理論解析ではモデル化した供試体の幅方向の断面は一様であると仮定しているが，

PC シリーズにおいて実際の供試体は幅方向の断面は一様ではなく変化している．しか

し，供試体の側方部である L 側，R 側それぞれの断面を再現したモデルでは，部材軸
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方向の中心位置（y＝0）において，両者の鋼板の応力が完全合成の応力とほぼ一致し

ており，理論解析の境界条件である軸方向に対称であるとみなせることから，L 側と R

側のそれぞれで理論解析が適用することが可能であると考えられる． 

 

第 4 章「鋼板き裂の進展方向と繊維方向が直交しない CFRP 板接着鋼板のき裂進展解析」で

は，鋼板の中央に円孔と切り欠きを設けた試験体を用いて疲労き裂を作成し，CFRP 板を接着

することによるき裂の進展を抑制する効果を確認した．鋼板に設けた切り欠きの形状を変化

させ，き裂の進展経路にどのような違いが生じるかについて，試験と解析によって検討した．

鋼板に与える応力方向に対して，切り欠きを直角に設けた試験体を N シリーズ，45°傾けた

試験体を D シリーズとした． 

本章で得られた知見をまとめると以下のとおりである． 

（1）疲労試験の結果から，いずれのシリーズも鋼板のみの試験体ではき裂が試験体中央か

ら 15mm 程度進んだあと急激にき裂が進展して破断したが，CFRP 板を接着した試験体

では徐々に急激なき裂進展はなく，徐々にき裂が進展した． 

（2）鋼板に設けた切り欠きを載荷する応力の方向（y 方向）に対して 45°傾けた D シリー

ズの試験体では，切り欠きの先端から生じるき裂は載荷の初期では y 方向に対して直角

（x 方向）に進展し，すぐに斜めにき裂の進展する方向が変化した． 

（3）D シリーズの試験体において，載荷する応力範囲に関わらず，き裂が進展する方向は

概ね同等であり，載荷する応力方向のき裂進展量は CFRP 板を接着した試験体では

0.6mm 程度，鋼板のみの試験体では 1.2mm 程度であった． 

（4）有限要素法による線形弾性解析により各試験体を再現したモデルを作成し，解析的に

応力拡大係数を求め，パリス則に従いき裂進展解析を行った．D シリーズの応力範囲

100N/mm2 の試験体を除いて，x 方向へのき裂の進展では，試験結果と解析結果は概ね良

好な一致を示した． 

（5）D シリーズにおける y 方向へのき裂進展では，解析結果が試験結果に比べてき裂進展

量が小さく評価された．しかし，CFRP 板の接着の有無によるこの方向へのき裂進展量

の違いは試験結果と同じ傾向を示していた． 

（6）D シリーズにおいて，CFRP 板の有無によってき裂の進展方向に違いが生じたが，その

差が生じるのは載荷初期のき裂進展量が数 mm 程度の領域であり，その差が縮まらない

ことで y 方向へのき裂進展量に差が生じた． 

（7）D シリーズの y 方向のき裂進展量に試験と解析で差が生じた理由として，き裂先端に

おける鋼材の塑性化の影響が考えられたが，詳細については不明であり今後の検討すべ

き課題である． 

（8）CFRP 板を接着した D シリーズの応力範囲 100N/mm2の疲労試験では，載荷後の 100 万

回程度の間でき裂はほとんど進展せず，載荷を続けるとそれ以降の載荷でき裂が進展し

破断に至った．この事象は過大荷重によるき裂進展の遅延効果によるものと考えられる． 
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（9）CFRP 板の接着前後でき裂先端の残留応力に差が生じたことが，過大荷重によるき裂進

展の遅延効果と同様の効果を与えたと考え，N シリーズでは予備載荷を 100N/mm2，D

シリーズでは 120N/mm2 としたため，D シリーズの方が CFRP 板接着後のき裂進展の遅

延効果が大きかったと推察できる． 

（10）N シリーズでは残留応力の差によるき裂進展の遅延効果を評価する有効残留応力拡大

係数 Kres,eff を理論計算から求め，Kres,eff を考慮したき裂進展解析を行った．応力範囲

100N/mm2 では解析結果に差が生じたが，それ以外の応力範囲ではその差はわずかであ

った．試験結果との比較では応力範囲 100 N/mm2 の試験体において，き裂進展の遅延効

果を示す傾向がわずかにみられたが，それ以外の応力範囲ではみられなかった． 

（11）D シリーズでは，N シリーズの理論計算による方法を参照し，き裂進展経路に沿った

節点位置での残留応力を有限弾塑性解析から求めて Kres,eff を算出した．Kres,eff を考慮し

たき裂進展解析を行い，応力範囲 100N/mm2 におけるき裂進展の遅延を再現したが，試

験結果は解析結果よりも遅延効果が大きかった．き裂進展速度の比較から，接着層の厚

さが解析よりも試験体の方が小さい可能性が考えられ，き裂先端付近の CFRP 板の架橋

応力が効果的に働いたと考えられる． 

 

第 5 章「実構造物への適用の検討」では，CFRP 板接着による簡易な補修方法を実際の鋼道

路橋への適用を目指し，解析的な検討を行った．本章では鋼鈑桁橋において疲労き裂の発生

が多数報告されている面外ガセット継手を検討の対象部位とした．疲労強度等級が相対的に

低いすみ肉溶接で接合した面外ガセット継手を想定した．疲労き裂対策としての局所的な

CFRP 板の当て板接着補修方法について，FEM による線形弾性解析から溶接止端部の応力や

き裂先端の応力拡大係数を算出した． 

予防保全対策として面外ガセット継手の溶接止端に生じる高い応力集中を， CFRP 板を接

着することによって緩和することができると考えられることから，高強度タイプの CFRP 板

を用いた場合における，溶接止端の応力集中をホットスポット応力から評価した． 

また，すでに面外ガセット継手の溶接止端から疲労き裂が発生した状態から，事後保全対

策として CFRP 板を接着することによりき裂の進展抑制効果とき裂の進展経路の違いについ

て，第 4 章と同様の手法によってき裂新解析を実施した． 

本章で得られた知見をまとめると以下のとおりである． 

（1）CFRP 板の部材長さをパラメータとした検討結果から，溶接止端の応力集中を緩和させ

るには，ウェブ PL と CFRP 板が完全合成したと考えることができる定着長さを確保す

る必要がある．必要定着長さ以上の部材長さの CFRP 板を接着しても，応力集中の低減

効果に差はなかった． 

（2）CFRP 板の部材幅をパラメータとした検討結果から，部材幅が大きいほど溶接止端の応

力集中を低減させる効果は大きくなるが，部材幅が増加する割合に比べて応力集中の低

減効果の増加割合は小さかった．ガセット PL 近傍におけるウェブ PL の応力分布が一
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様ではないことから，ある幅の CFRP 板を接着したとき，ガセット PL に近い範囲の方

が応力集中の低減に寄与する効果が大きいためと考えられる． 

（3）CFRP 板を配置する位置を上方に変化させたときの検討結果から，ガセット PL に近い

位置にCFRP板を配置した方がより効果的に溶接止端の応力集中を低減することができ

るため，CFRP 板を上方に配置するにしたがって，応力集中の低減効果が減少した． 

（4）CFRP 板を配置する位置を前後方向に変化させたときの検討結果から，ガセット PL の

端部を基準としたとき，CFRP 板の部材軸方向の中心が基準から前後に 10mm ずつ移動

させた場合でも応力集中の低減効果は同等であった．CFRP 板の定着長さを除いた中央

部の範囲をウェブ PL に高い応力が生じている箇所に配置することで，応力集中の低減

効果を得ることができると考えられる． 

（5）CFRP 板の配置をガセット PL に対して平行な向きから回転させたときの検討結果から，

CFRP 板を回転させことによって応力集中の低減効果は減少し，回転角が大きくなるほ

ど低減効果も小さくなった．しかし，低減効果が減少する割合はわずかであり，回転角

度が 5°以内であれば，0°の場合に比べてホットスポット応力は 1%程度の差しか生じ

なかった． 

（6）き裂進展解析の結果から，等価応力拡大係数範囲 ΔK は，CFRP 板を接着していないモ

デル G ではき裂の進展にしたがって増加していった．CFRP 板を接着したモデルでは，

いずれのき裂長さに対してもモデル G に比べて ΔK は低減し，き裂が進展する過程にお

いて初期の段階では ΔK は減少し，途中で増加に転じた． 

（7）き裂の近傍の接着剤のはく離を考慮することによって，考慮しない場合に比べて ΔK は

大きくなり，はく離を考慮することで ΔK が減少から増加に転じるときのき裂長さは短

くなった． 

（8）き裂の進展にともなう ΔK の変化量 δΔK は，モデル G ではほぼ一定であった．一方，

CFRP 板を接着した各モデルでは，はく離を考慮しなかった場合とした場合ともに CFRP

板の厚さによる違いはほとんどなくほぼ同等の値であった．また，き裂が進展し，き裂

の先端が CFRP 板の接着範囲を越えると，δΔK は CFRP 板の接着の有無，接着剤のはく

離の有無によらず，すべてのモデルでほぼ同等となった． 

（9）き裂の進展方向 θnは，モデル G では初期き裂の位置で負の方向に最も大きくなり，き

裂が進展するにしたがって θn は 0°に向かうように変化した．CFRP 板を接着したモデ

ルでは，き裂の先端が CFRP 板の接着範囲内にあるとき，θnは徐々に負の方向に増加し，

途中で減少に転じた．き裂の先端が CFRP 板の接着範囲を越えてからは，モデル G と同

様に θn が 0°に向かうように変化した． 

（10）CFRP 板を接着したモデルのき裂の進展方向 θn は，CFRP 板の板厚が厚いほど負の方

向に大きくなり，また接着剤のはく離を考慮しないモデルの方が，はく離を考慮したモ

デルに比べて同じく負の方向に大きくなった． 

（11）ウェブ PL の応力の作用方向を x 方向，面内の直角な方向を y 方向とすると，モデル
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G では，き裂が y 方向に 15mm から 80mm に進展するあいだに x 方向の負の方向に最大

で 0.8mm 進展し，最終的に y 方向へ 80mm き裂が進展したとき，x 方向へは 0.715mm

（負の方向）進展した．CFRP 板を接着したモデルの x 方向（負方向）のき裂進展量は，

CFRP 板の板厚が 2mm と 4mm，接着剤のはく離の考慮の有無によって，4.5mm～7.8mm

程度であり，CFRP 板の板厚が厚いほど，接着剤のはく離を考慮したモデルほど x 方向

の進展量が大きくなった． 

（12）き裂進展解析において，モデル G を基準とした CFRP 板を接着したモデルの応力の

繰返し数の比 NCT/NG は，き裂の先端が CFRP 板の接着範囲内にあるあいだは概ね線形

に増加した．き裂の先端が CFRP 板の接着範囲を越えると NCT/NG の増加率は鈍化し，

モデルごとに概ね一定の値に収束した． 

（13）き裂進展解析の結果を用いて，モデル G の疲労損傷度を基準とした疲労強度等級によ

る評価を行った．疲労強度等級が G 等級であるモデル G において，き裂が y 方向に

15mm から 60mm まで進展するまでの間における疲労損傷度を求め，CFRP 板を接着し

た各モデルがそれと同等の損傷に相当する繰り返し数より，各モデルの疲労強度等級を

評価した．接着剤のはく離の影響を考慮しない場合は 3 等級以上，はく離の影響を考慮

した場合は 2 等級，疲労強度等級が向上した． 

（14）ウェブ PL に作用する x 方向の軸方向応力 σ0 に加えて，y 方向のせん断応力 τ0 が付加

した場合におけるき裂進展解析を実施し，軸方向応力 σ0に対するせん断応力 τ0の比 τ0/σ0

は 0.1 で一定とした．ガセット PL の溶接止端部発生したき裂に対して，せん断応力の

作用方向側を U 側，反対側を L 側とすると，せん断応力を付加することによって U 側

では x 軸の負方向，L 側では x 軸の正方向にき裂が進展した． 

（15）せん断応力を付加することによって増加する x 軸方向のき裂の進展量は，軸方向応力

のみを与えた場合を基準として，U 側と L 側で正負が反転するものの大きさは同等程度

であった．また，CFRP 板を接着しない場合に比べて，接着した場合の方が x 軸方向の

進展量は大きくなった． 

 

今後の課題として，以下の内容が挙げられる． 

まず，本研究では 1 方向性の CFRP 板を用いた検討を行った．CFRP 板は建設分野以外でも

広く利用されており，炭素繊維の配向を変化させることによって CFRP 板の異方性を調整す

ることが可能である．このため，1 方向以外の配向性を有する CFRP 板を用いることで，補修

対象とする構造物の範囲を広げることが期待できるため，複数の配向性を持つ CFRP 板を接

着した場合における力学特性を明らかにすることが課題となる． 

また，本研究では高強度タイプの CFRP 板を使用したが，第 2 章において高弾性タイプの

CFRP 板を用いた際に CFRP 板内部の層間はく離が生じることを確認した．層間はく離は炭素

繊維に対してマトリックス樹脂の強度が低いために起こり，高弾性の炭素繊維の性能を十分

発揮できていないと考えられる．このため，層間はく離が生じにくいマトリックス樹脂の改
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良することで，より高い補強効果が得られることが期待されるため，層間はく離が生じる条

件を解明し，それに適したマトリックス樹脂を選定することが課題として考えられる． 
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付録 A 当て板接着補修された断面欠損を有する鋼板の応力算出式 
 

ここでは，理論解析で用いた応力の計算式を示す．また，理論解析モデルの各断面を図

A.1 に示す． 

σs y =
1

λ
A1 cosh cdy +ξd σsn 0 ≤ y ≤ ld

B1 cosh c y-ld +B2 sinh c y-ld +ξ σsn         ld ≤ y ≤ l 
(A.1) 

σc y =

⎩
⎨

⎧
bsts

2bctc
1-ξd-A1 cosh cdy σsn 0 ≤ y ≤ ld

bsts
2bctc

1-ξ-B1 cosh c y-ld -B2 sinh c y-ld σsn         ld ≤ y ≤ l 
(A.2) 

τ y =

⎩
⎨

⎧
cdbsts
2bc

A1 sinh cdy σsn 0 ≤ y ≤ ld

bsts
2bc

B1 sinh c y-ld +B2 cosh c y-ld σsn         ld ≤ y ≤ l 
(A.3) 

ここに， 

λ=
tsd

ts
(A.4) 

cd=
bcGa

bshd

2

1-ξd

1

Estsd

(A.5) 

ξd=
1

1+ 2Ecbctc Esbstsd⁄
(A.6) 

c=
bcGa

bsh

2

1-ξ

1

Ests
(A.7) 

ξ=
1

1+ 2Ecbctc Esbsts⁄
(A.8) 

hd=h+
ts-tsd

2
(A.9) 

h=ta+
tc
3

Ga

Gyz
(A.10) 

Ga=
Ea

2 1+υa
(A.11) 

l=ld+ln (A.12) 

A1=
Z

cosh cdld
(A.13) 

B1=ξd - ξ + Z (A.14) 
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B2=
cdhd

ch
Z tanh cdld (A.15) 

Z=

1-ξ
cosh cln

-ξd+ξ

1+
cdhd
ch tanh cln tanh cdld

(A.16) 

 

Es : 鋼板のヤング係数 

Ec : CFRP 板のヤング係数 

ts : 一般部の鋼板の板厚 

tsd ： 断面欠損部の鋼板の板厚 

bs : 鋼板の幅 

bc ： CFRP 板の幅（bc≦bs） 

tc ： CFRP 板の板厚 

ta ： 接着層の厚さ 

σsn ： 一般部の鋼板の y 方向の応力 

h : CFRP 板のせん断変形を考慮して修正した 3-7)一般部の接着剤の厚さ 

Ga : 接着剤のせん断弾性係数 

Gyz : CFRP 板の yz 平面のせん断弾性係数 

Ea ： 接着剤のヤング係数 

νa : 接着剤のポアソン比 

ld ： 断面欠損の半長さ 

ln ： 一般部の CFRP 板の片側長さ 

y ： 断面欠損中央からの距離 
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（a）軸方向の断面（1/4 のモデル） 

 

  

（b）幅方向の断面（一般部）        （c）幅方向の断面（断面欠損部） 

図 A.1 解析モデルの断面 
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付録 B 線形破壊力学による応力拡大係数の算出式 

 

ここでは線形破壊力学に基づき開口形の変形様式であるモードⅠの変形応力拡大係数につ

いて理論的検討を行い，N シリーズの試験体の結果と解析結果とを比較する． 

 

（1）無補強の場合の応力拡大係数 

 

CFRP 板を接着していない無補強の中央き裂を有する有限板に一様な引張応力が作用する

場合の応力拡大係数 KⅠの近似式は，線形破壊力学 B-1）によって次式のとおり提案されている． 

KI=σ0F0√πa (B.1) 

F0= 1-0.025ξ2+0.06ξ4 sec π ξ 2⁄ (B.2) 

ξ= 2a bs⁄ (B.3) 

 

σ0 : 作用応力 

F0 : 遠方に一様引張が作用したときの補正係数 

a : き裂半長さ 

bs : 鋼板の板幅 

   

 

（2）CFRP 板を接着した場合の応力拡大係数 

 

中央き裂を有する鋼板に CFRP 板を接着した場合の応力拡大係数 KⅠ（状態 0）は，B.1 に示

した重ね合わせの原理に基づき，状態 1 に近似できる B-2）．以下にその概要について述べる． 

CFRP 板が接着されたき裂を有する鋼板に一様な引張応力 σ0 が作用すると（状態 0），CFRP

板の定着部を除いた一般部ではCFRP板と鋼板の合成断面とみなすことができる．このとき，

一般部の鋼板における公称応力 σn は低減されており（状態 1），次式で与えられる． 
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状態 0      状態 1     状態 2     状態 3 

図 B.1 重ね合わせの原理 

σn=
Estsbs

Estsbs+2Eataba
σ0 (B.4) 

Es  ： 鋼板の長手方向の弾性係数 

Ea ： CFRP 板の長手方向の弾性係数 

ts  ： 鋼板の板厚 

ta ： CFRP 板の板厚 

ba ： CFRP 板の板幅 

   

ここで，状態 1 でのき裂の直上では，CFRP 板が鋼板の応力を負担するため，CFRP 板がな

い場合よりもき裂の開口が抑制される．この CFRP 板に伝達される鋼板の応力を架橋応力 σbr

とし，この架橋応力 σbr がき裂の開口を抑制するように作用していると考えられる（状態 1）． 

次に図 B.2 に示すように CFRP 板が接着され，かつき裂が存在する範囲を n 個に分割した

微小区間に対して，き裂前縁での変位の適合条件を用いることにより，架橋応力 σbr を導出で

きる．各位置 xi における架橋応力 σbr は以下の式で与えられる． 

 
図 B.2 架橋応力の計算モデル 



B-3 
 

σbr=
tsκ

2ta
E+G

-1

η-κ σn (B.5) 

ここに， 

κ=
chta
Ge

ξ0

tanh cl
+

1-ξ0

sinh cl
 (B.6) 

η xi =
2

Es
a2-xi

2⋅ sec
πa

bs
 (B.7) 

g xi, xj =g'(-xi, xj)+g'(xi, xj) (B.8) 

c=
Ge

h

2

1-ξ0

1

Ests
 (B.9) 

ξ0=
Ests

Ests+2Eata
 (B.10) 

g'(xi, xj)=
2

πEs
b2-xi cosh-1 a2-b2xi

a|b2-xi|
- b1-xi cosh-1 a2-b1xi

a|b1-xi|
 

   + a2-xi
2 sin-1 b2

a
- sin-1 b1

a
×

sin-1 B2 - sin-1 B1

sin-1 b2 a⁄ - sin-1 b1 a⁄
(B.11) 

Bk= sin πbk bs⁄ sin πa bs⁄      k=1, 2⁄ (B.12) 

b1=xj-Δx  (B.13) 

b2=xj+Δx (B.14) 

E : 単位⾏列 (n×n) 

G : g(xi, xj)を n×n ⾏列表記したもの 

σbr，σn : それぞれ，位置 x（図 B.2）での架橋応力および公称応力であり，n 次元の

変数ベクトルと定数ベクトル 

η, κ : n 次元の変数ベクトルと定数ベクトル 

Ge : 接着剤のせん断弾性係数 

h : 接着剤の厚さ 

a : き裂半⻑さ 

l : CFRP 板の半⻑さ 

xi，xj : 当て板が接着され，かつき裂が存在している範囲を 2Δx の間隔で n 分割し

たときのき裂先端からの距離（図 B.2）．第 4 章では n=30 とした． 
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上記の式より，図B.1 における状態 0 での鋼板の応力拡大係数KⅠ
(0)は，公称応力 σnと架橋応力 σbrを

考慮した状態1の応力拡大係数KⅠ
(1)に近似できる．さらに，重ね合わせの原理から，状態1の応力拡大

係数KⅠ
(1)は，状態 2 の公称応力 σnが作用する場合の応力拡大係数KⅠ

(2)と状態 3 の架橋応力 σbrが作用す

る応力拡大係数 KⅠ
(3)の差により求めることができる．したがって，中央き裂を有する有限幅の鋼板に

CFRP板が接着された場合の応力拡大係数KⅠ
(0)は，以下の式で与えられる． 

KI
0  ≅ KI

1 = KI
2 - KI

3   (B.15) 

KI
2 =Fw⋅σn√πa (B.16) 

KI
3 =Fw⋅Fg⋅σn√πa (B.17) 

Fw= sec πa bs⁄ (B.18) 

Fg=
2

π

σbr,i*

σn
⋅fg xi

N

i=1

(B.19) 

fg xi = arcsin
xi+Δx

a
- arcsin

xi-Δx

a
(B.20) 

σbr,i*=
0    if σbr,i<0

σbr,i   if σbr,i≥0
(B.21) 

 

ここに，Fwはき裂進展方向に板幅が有限であることの補正係数，Fgは形状補正係数である． 

以上より，式（B.15）の中央き裂を有する有限幅の鋼板にCFRP板を接着した場合の応力拡大係数KⅠ

（0）は次式のとおりとなる．ただし，本式の適用範囲は，0≦2a/bs≦0.5である． 

KI
0 ≅σnFw 1-Fg √πa (B.22) 
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付録 C 過大荷重によるき裂先端の残留応力 

 

ここでは，図 C.1 に示した CFRP 板接着前後における残留応力 σres を求め，その差から求ま

る有効残留応力 σres,effを求める． 

 

  

（a）過大荷重を考慮しない    （b）CFRP 板接着前の    （c）過大荷重を考慮した 

 CFRP 板接着後の応力分布    過大荷重による応力分布    CFRP 板接着後の応力分布 

図 C.1 き裂先端の応力分布の変化 

 

（1）線形破壊力学による理論解 

 

文献 C-1）において，き裂が存在する有限幅の鋼材に当て板を接着した場合のき裂先端の残

留応力 σres を算出する方法として次式が提案されている． 

σres=F σy=σY -F σy=2σY (C.1) 

F σy

σy a≤x≤a+ω

2σy

π
tan-1 x

x2- a+ω 2

ω 2a+ω

a
         a+ω≤x

(C.2) 

ω σy =a sec
πF0σ0

2FYσy
-1 (C.3) 

FY=FwFs (C.4) 

ここに， 
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σ0 : 作用応力 

σY : 降伏応力（第 4 章の表 4.1 より 306N/mm2 とする） 

ω : き裂先端の降伏域 

F0 : 遠方に一様引張が作用したときの補正係数 

FY : き裂表面に表面力が作用したときの補正係数 

Fw : き裂進展方向に板幅が有限であることの補正係数で付録 B の式（B.18）に

よる 

Fs : き裂が自由表面を有する場合の補正係数 

本研究のき裂は自由表面を有さないため Fs=1 とする 

   

式（C.1）の左辺第一項は引張荷重が作用したときのき裂先端の応力分布を表し，同じく式

（C.1）の左辺第二項は荷重の除荷によるき裂の先端応力分布の変化を表し，両者の差を取る

ことで荷重を載荷，除荷後の残留応力 σres を算出できる．  

ここで，F0は遠方に一様引張が作用したときの補正係数であり，CFRP 板が接着していない

鋼材のみの場合は付録 B の式（B.2）であり，CFRP 板を接着した場合の補正係数 F0 は次式で

表される．  

F0=FnFw 1-Fg (C.5) 

ここに， 

Fn=
Estsbs

Estsbs+2Eataba
(C.6) 

 

また，き裂先端の残留応力はき裂先端の降伏域 ωに依存しているが，この降伏域 ωは文

献 C-1）の Dugdale の結合力モデルにより計算でき，その概念図を図 C.2 に示す． 

 

     

（a）き裂先端に生じる塑性域            （b）結合力モデル  

図 C.2 結合力モデルの概念図 
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き裂先端の降伏域 ωの範囲が塑性化しており，長さ 2(a+ω)のき裂に対して，一様な引張応

力 σ0 が作用したときの応力拡大係数を K0 とし，き裂の表面に結合力 σY が作用したときの応

力拡大係数を KYとする．このとき，き裂の先端（x= a+ω）では，応力拡大係数が 0 になる必

要があり，次式が成り立つ． 

K0+KY=0 (C.7) 

ここで，K0と KYは次式で表され，両式ともに a+ωの関数となる． 

K0=F0σ0 π a+ω (C.8) 

KY=-
2FYσY π a+ω

π
arccos

a

a+ω
(C.9) 

 

さらに，き裂先端が小規模降伏（a≫ω）であると仮定すると，式（C.7）から式（C.9）を整

理すると式（C.3）が得られる． 

 

（2）弾塑性有限要素解析による残留応力 

 

前述の理論計算による残留応力の妥当性を弾塑性有限変位解析により確認する． 

解析モデルは第 4 章の 4.3.1 有限要素法の解析モデルにおけるモデル N とモデル CN を流

用し，き裂長さ a=7mm のときを再現する．各部材の材料特性も同様の値を使用し，鋼板につ

いては，第 4章の表 4.1（a）に示した降伏応力 306N/mm2，引張強度に相当する応力 452 N/mm2，

破断伸びに相当する塑性ひずみ 0.29 をバイリニアの構成則として与え，移動硬化則を適用し

た．また，接着剤と CFRP 板は前述のとおり 8 節点のソリッド要素とし，鋼板については 4 節

点のシェル要素とした．き裂先端は特異性を精度よく評価するため 3 節点シェル要素に退化

させた特異要素を用いた．荷重は鋼板の上下端部に一様な軸力を載荷および除荷した． 

図 C.3 に式（C.1）による計算結果と FEM 解析によって求めたき裂先端の残留応力を示す．

（a）は鋼板のみの N シリーズ，（b）は CFRP 板を接着した CN シリーズである．いずれの

シリーズも 100N/mm2，120 N/mm2，140 N/mm2 の 3 種類の応力を載荷，除荷した結果を示す． 

いずれのシリーズも理論値と解析値は概ね一致しているといえる．また，載荷応力が大き

くなるに従い，残留応力が生じる範囲が広くなり，N シリーズではき裂先端から 3mm 程度の

範囲，CN シリーズでは 1mm 程度の範囲に残留応力が生じた．CFRP 板の接着によってき裂

先端の応力の発生が大きく低減することで CN シリーズにおいて残留応力の範囲が小さくな

ったと考えられる． 
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（a）N シリーズ  

 

 

（b）CN シリーズ 

図 C.3 き裂先端の残留応力（a=7mm） 
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