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（２）耐久性
促進耐候性試験および温水浸漬試験前後の引張せん断接着強さ、並びに耐塩性に対する既存試験データか
ら、「ＣＦアンカー」の取り付けに用いられるエポキシ樹脂は、長期耐久性を有することが確認できた。

（３）耐火性
既存試験データから、施工された炭素繊維シートおよび「ＣＦアンカー」は、補強した部材の耐火性を損
なわないことが確認できた。

図４．「ＣＦアンカー」埋込部
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主な実績

適用範囲

「ＣＦアンカー」は、炭素繊維シートでコンクリート構造物の補強を行う場合の炭素繊維シート端部定着材料で
ある。表１にＣＦアンカーの適用例を示す。なお、補強部材のコンクリートの圧縮強さの適用範囲は、
21N/mm2以上とする。

2006年11月に建設技術審査証明書が交付されてから2021年1月末までに、道路橋脚や鉄道橋脚等で200件
以上の実績がある。
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表１．「ＣＦアンカー」の適用例
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注）図中の　　　：補強対象箇所
：炭素繊維シート
：ＣＦアンカー扇部
：ＣＦアンカー棒状部
：ＣＦアンカー埋込部
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炭素繊維シート端部の定着材料 CFアンカー
技術の概要

　道路・鉄道分野の橋梁や高架橋におけるコンクリート構造物（橋脚や桁など）の補強は、鋼板巻立てやコンク
リート増し打ち工法が一般的であるが、最近では桁や柱部材に対する外形寸法や重量の増加がほとんどなく、施
工が簡便な炭素繊維シートによる補強工法の適用が増えている。炭素繊維シートによる補強工法は、一般に部材
を閉鎖型に巻き立てるものであり、これが難しい場合には炭素繊維シート端部を鋼製ブラケットや鋼板とアン
カーボルトなどで定着する必要がある。「ＣＦアンカー」は、鋼製ブラケットや鋼板とアンカーボルトに替わる炭
素繊維シート端部定着材料である。「ＣＦアンカー」は、炭素繊維シートの原材料である炭素繊維ストランドを工
場で成形加工したものであり、取り付け方の違いにより、以下に示す貫通型と埋込型がある。
（１）貫通型

貫通型は、図１に示すように、障害物を挟んで分断された炭素繊維シート同士を連結する場合に用いる。
写真１に貫通型ＣＦアンカーを示す。

（２）埋込型
埋込型は、図２に示すように、障害物が厚く、貫通孔を空けることが困難な場合、あるいは図３に示すよ
うに炭素繊維シート端部をコンクリートに直接定着する場合に用いる。

（１）「ＣＦアンカー」の設計
「ＣＦアンカー」の接着耐力および定着耐力に影響を及ぼす因子をパラメータとした力学試験から、「ＣＦ
アンカー」扇部の設計接着耐力が、炭素繊維ストランド本数および扇部の平面寸法（扇長さ、扇幅）を考慮
して、また、「ＣＦアンカー」埋込部の設計定着耐力が、炭素繊維ストランド本数、埋込深さおよび埋込角度
を考慮してそれぞれ評価できることが確認できた。

１）「ＣＦアンカー」扇部の設計接着耐力 Pbd1
　　　Pbd1＝0.66･τp･cos2(α／2）･Abe  
　　　　ただし、Le≦Lo、かつ、Lo≦rLの場合
　　　　　　Abe＝{(BL－dcs )･(2･Lo－Le)／rL＋2･dcs }･Le／2
　　　　Le≦Lo≦Le＋rL、かつ、rL≦Loの場合
　　　　　　Abe＝BL･(Lo－rL)＋{(BL－dcs)･(Lo－Le)／rL＋dcs＋BL}･(rL－Lo＋Le)／2
　　　　Le＋rL≦Loの場合
　　　　　　Abe＝BL･Le 
　　　ここに、 τp： 含浸接着樹脂の引張せん断接着強さ（12.8N/mm2）
　　　　　　 α： 扇要の角度（°）
　　　  Abe： 接着有効面積（mm2）
 Le： 扇接着有効長さ（125mm）
 Lo： 扇長さ（mm），50mmの倍数
 rL： 扇の要から扇接着限界目付量WLとなる位置までの距離
  （＝{(1000･ncs･acs･ρf )／WL－dcs}･Lo／(Bo－dcs)）（mm）
 ncs： 炭素繊維ストランドの本数, 10の倍数
 acs： 24K炭素繊維ストランド1本あたりの断面積（＝0.87mm2)
 ρf： 炭素繊維密度（＝1.8g／cm3）
 WL： 扇接着限界目付量（840g／m2）
 dcs： 「ＣＦアンカー」を束にした時の直径（＝1.8･(ncs･acs)1/2）（cm）
 Bo： 「ＣＦアンカー」の配置間隔（mm）
 BL： 接着限界幅（＝1000･ncs･acs･ρf／WL ）（mm）
　　なお、「ＣＦアンカー」扇部の適用範囲は、炭素繊維ストランド本数40～130本、扇幅210～410mm、
　扇長さ200～550mmである。

２）「ＣＦアンカー」埋込部の設計定着耐力 Pbd2, Pbd3
　①入隅部へ施工される場合（図４(ａ)参照）
　　Pbd2＝Min{86･Lcs･(ncs･acs)1/2･cosθcs, 2645･ncs･acs･cos3θcs}
　　　ここに、 Lcs： 埋込深さ（mm）
 ncs： 埋め込まれた炭素繊維ストランド本数
 acs： 炭素繊維ストランド1本の断面積（＝0.87mm2）
 θcs： 埋込角度（°）
　　　なお、入隅部へ施工される「ＣＦアンカー」埋込部の適用範囲は、炭素繊維ストランド本数40～130
　　本、埋込深さ100～300mm、埋込角度0～50°である。　

　②平面部へ施工される場合
　　　炭素繊維ストランド本数80本からなる「ＣＦアンカー」を削孔径20mm、埋込深さ100～200mm、
　　埋込角度45°で平面部へ埋め込んだ場合（図４(ｂ)参照）
　　Pbd3＝96･Lcs･(ncs･acs)1/2　
　　　ここに、 Lcs： 埋込深さ（mm）
 ncs： 埋め込まれた炭素繊維ストランド本数
 acs： 炭素繊維ストランド1本の断面積（＝0.87mm2）
　　　なお、炭素繊維ストランド本数80本からなる「ＣＦアンカー」を削孔径20mm、埋込角度90°で平
　　面部へ100mm以上埋め込んだ場合（図４(ｃ)参照）の設計定着耐力は、95.3kNとする。

審査証明の結果

（１）「ＣＦアンカー」は、鋼材に比べて軽量であるため、その設置には従来工法で用いられる揚重機は不要であ
り、施工性および安全性に優れている。

（２）「ＣＦアンカー」扇部と炭素繊維シートとの接着は、炭素繊維同士の接着であるため効率が良く、かつ、「Ｃ
Ｆアンカー」を構成している炭素繊維ストランドの引張強さは、アンカーボルトに比べて大きく、直接定着
するため、「ＣＦアンカー」埋込用孔の寸法が従来工法に比べて小さくできる。

（３）「ＣＦアンカー」は、炭素繊維シートと同様に腐食しないため、従来工法で必要となる防食に対するメンテ
ナンスが不要である。

技術の特徴

図２．埋込型ＣＦアンカーの適用例（１）

図１．貫通型ＣＦアンカーの適用例 写真１．貫通型ＣＦアンカー（例）

（１）タイプ１＜扇部工場成形＞

（２）タイプ２＜扇部現場成形＞

図３．埋込型ＣＦアンカーの適用例（２）
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図３．埋込型ＣＦアンカーの適用例（２）
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