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DESIGN FOR FUTURE - YACHIYO ENGINEERING CO., LTD. 

新素材 CFRP を使用した鋼橋補強 

ハハイイカカーーボボンンドド工工法法  

八千代エンジニヤリング株式会社 は、総合建設コンサルタントとして数多

くの実績を有する『橋梁の調査・計画・設計・試験・施工管理』と同時に、供用後

の『調査・補修・補強等のメンテナンス』も含めた、構造物の一生にわたる高度な

技術サービスを提供いたしております。 

本資料のお問い合わせ先は・・・ 

〒161-8575 東京都新宿区西落合２－１８－１２ 

電 話 ： 03-5906-0174（代 表） 
ＦＡＸ ： 03-5906-0805（代 表） 

http://www.yachiyo-eng.co.jp

八千代エンジニヤリング株式会社 
 DESIGN FOR FUTURE YACHIYO ENGINEERING CO., LTD. 

ISO9001 ISO14001認証登録事業所 

もよりの支店まで お気軽にお問い合わせ下さい。 

本店・技術推進本部 

■東北支店 

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 1-6-18 

(日石東急ビル 4･6F) 

TEL 022-261-8344 

FAX 022-223-8995 

■北陸支店 

〒950-0088 新潟県新潟市万代 1-1-1 

(朝日生命新潟ビル 6F) 

TEL 025-243-5454 

FAX 022-243-5883 

■名古屋支店 

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 3-10-33 

(錦 SIS ビル 8F) 

TEL 052-232-2301 

FAX 052-232-2303 

■大阪支店 

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見 1-4-70 

(住友生命 OBP プラザ 9F) 

TEL 06-6945-9200 

FAX 06-6945-9300 

■広島支店 

〒732-0052 広島県広島市東区光町 1-13-20 

(ディア・光町 6･7F) 

TEL 082-568-8030 

FAX 082-263-9515 

■九州支店 

〒810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸 2-1-5 

(大濠公園ビル 4･5F) 

TEL 092-751-1431 

FAX 092-725-0581 

NETIS登録番号 TH-040021 



 

 

 

既設部材（応力超過） 詳細位置計測 既設材孔明け

既設部材に

ボルト孔明け

補強部材吊上・仮支持 HTボルト仮締・本締 補 強 完 了

補強鋼板

（孔明け済）
孔を一つずつ高力

ボルトで接合してゆく

吊上・仮支持

既設部材（応力超過） カーボン板の貼付 補 強 完 了

接 着

カーボン板

（工場にて必要枚数積層済）

『交通量・活荷重の増加に対応するため 桁を補強したい』 

『調査の結果，応力度が超過しているので 桁を補強しなければならない』 

でも 溶接や孔明をともなう増桁や鋼板補強工法はちょっと ･ ･ ･ 

そうお考えになったことはありませんか？ ■ Merit １ 炭素繊維強化樹脂板（CFRP 板）を使用 

■ Merit ２ 高強度接着剤による平易な部材接合 

従来の鋼板にかわり，重量約 1/5 の CFRP 板を補強材に使用． 

軽量なので持ち運び楽々，しかも補強材による死荷重の増加を懸念

することなく，大きな補強効果が期待できます． 

補強材は工場で基本厚 1.2mm×必要枚数の重合わせ製作後搬入． 

つまり必要断面に応じた自由な厚さ調整可能で，とても経済的です 

補強材の接合にはエポキシ系接着剤を使用．手間のかかるボルト接

合や溶接は完全に不要となります．所要工事日数が著しく短縮され

ますので，工程条件の厳しい補強工事に大きな効果を発揮します． 
当工法は接着補強効果試験および３０００万回の繰返載荷試験に

より接合効果･耐久性が確認されています．また年間温度差４０度

以上（冬期最低気温約―５度）の橋梁において３年を越える期間の

暴露試験を実施し，全く補強効果が低下しないことを確認していま

す（試験継続中！）． 

ハイカーボンド工法は，『炭素繊維強化樹脂板』により部材の超過応力を受持つ工法です 
接着剤により一体化するため，母材孔明工や溶接工が完全に不要となります 

写真 カーボン板貼付状況（塗装前）
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そんなときは ハイカーボンド工法 をご検討下さい

工期：小 

効率よく補強 

人力取回し可能な補強材 
(同効果の補強材を鋼製にすると約 40kg)

写真 接合用接着剤塗布状況 

鋼橋において一般的に用いられている鋼板補強工法では  

ボルト接合のための母材孔明け(断面欠損) 通過車両による大きな振動が発生する中での溶接など

重量の大きな補強材を，必ずしも望ましくない接合方法で一体化せざるをえないのが実情です． 

弊社では 多くの補修･補強設計を実施してゆく中で 

こうした橋梁の補強工法について より確実で簡便な方法を考案･検討してまいりました． 

そして ①確実な補強効果，②簡易な施工性，③施工工期の短縮，を３つの柱とし 

「炭素繊維強化樹脂板(CFRP)」を使用した画期的な新工法 

   『Hy-Car-Bond（ハイカーボンド）工法*』 を開発いたしました． 

鋼橋において一般的に用いられている鋼板補強工法では  

ボルト接合のための母材孔明け(断面欠損) 通過車両による大きな振動が発生する中での溶接など

重量の大きな補強材を，必ずしも望ましくない接合方法で一体化せざるをえないのが実情です． 

弊社では 多くの補修･補強設計を実施してゆく中で 

こうした橋梁の補強工法について より確実で簡便な方法を考案･検討してまいりました． 

そして ①確実な補強効果，②簡易な施工性，③施工工期の短縮，を３つの柱とし 

「炭素繊維強化樹脂板(CFRP)」を使用した画期的な新工法 

   『Hy-Car-Bond（ハイカーボンド）工法*』 を開発いたしました． 

* Hybrid Carbon and Metal Bonding Method：NETIS登録番号 TH-040021 

工期：大 

鋼板と同等以上の補強効果があるって聞いたんだけど・・・ホント？ 

もしも接着剤が剥がれたら 補強効果は当然なくなるよね？ 

その通りです！ 

炭素繊維強化樹脂板は弾性係数は鋼とほぼ同等 

また引張強度は鋼の約１０倍を有します． 

ですから，右グラフに示すように 

供試体曲げ比較試験(無補強･鋼板補強･CFRP 補強)でも 

鋼板補強と同等の補強効果が確認されました． 
注)右ｸﾞﾗﾌは CFRP 板厚 7.2mm,鋼板厚 8.0mm での比較のため 
やや CFRP が低い結果となっている(CFRP 厚は 1.2mm 倍数固定) 
同厚換算すると効果はほぼ等しくなる． 

ご心配は無用です 

自動車･飛行機･スペースシャトルにも 

接着剤が使用されていることをご存じですか？ 

本工法でも接着面の載荷破壊試験を実施し， 

右グラフのとおり，鋼材の弾性域以上までの範囲で 

充分な耐力を有することを確認しています． 

また繰返載荷試験･室外暴露試験により 

耐久性についても確認されています． 

注)繰返し載荷試験 3000 万回，室外暴露 3年 6ヶ月(継続中) 
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