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1．はじめに 

アフリカ・リビアの砂漠地帯では強風の影響により

通信用鉄塔の倒壊が問題となっている。この倒壊を防ぐ

ために既存鉄塔に対して山形鋼柱材を補強し耐力を向

上させる必要がある。しかし砂漠地帯であることとから

重機等の使用が難しく，また主柱材表面の亜鉛めっきに

損傷を与えることのない簡便で施工性の高い補強方法

が必要である。ここに既存の通信用鉄塔の主柱材に溶接

あるいは削孔等による損傷を与えることのない，取付金

物により補強材を固定する手法を考案した。このような

主柱材に損傷を与えない山形鋼柱材の補強に関する研

究としては，小野らによる主柱材の接合部に補強材を付

き合わせボルトで接合する方法 1)，あるいは玉井らによ

る炭素繊維プレートを用いる方法 2)等の数例を見るに

過ぎない。 
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よって本研究では，組立補剛を施した山形鋼試験体

を用いて中心圧縮の曲げ座屈実験を行い，細長比および

補強範囲に関して無補強材との比較によりその補強効

果について検討する。 
2．補強方法 

本研究では図－1・2 に示すように，山形鋼の内側フ

ィレット部分に平鋼を取付金物を用いて接触させる手

法により補強を行う。取付金物はボルトにより平鋼とと

もに主柱材を挟み込むことにより固定している。本補強

方法は補強材である平鋼を接合部にも配することがで

き，主柱材に対し連続的な補強が可能となるとともに，

特に山形鋼の弱軸に対して有効となる。 
3．試験体 

本実験で使用する試験体は山形鋼L－100×100×10
（SS400），補強材は平鋼PL－6×110（SS400）である。

山形鋼および平鋼の機械的性質を表－1に示す。また試

験体長を 300mm として平押しを行った短柱圧縮実験

の最大圧縮耐力も併せて同表に示した。 
実験因子は細長比，補強範囲，取付金物の設置間隔

および座屈方向で，表－2にその概要を示す。細長比は

式(1)で示す一般化細長比 で，弱軸曲げでは0.8，1.0，

1.2で支点間長さLはそれぞれ1272，1590，1908mm
となる。強軸曲げでは支点間長さを弱軸曲げの ＝1.0，
1.2 と同じとしたことから一般化細長比は 0.51，0.61
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図－1 試験体断面詳細 
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図－2 試験体詳細 



 

となる。 

表－1 機械的性質 

 tσy 
(N/mm2)

tσu 
(N/mm2)

cσu 
(N/mm2)

ε 
(%)

山形鋼 
（主柱材） 

303.4  439.8 330.7 25.7 

平 鋼 
（補強材） 

347.2  462.2 ― 28.0 

tσy：降伏応力度 tσu：引張強さ ε：伸び率 
cσu：短柱圧縮実験による最大圧縮耐力 
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図－3 実験装置 

なお試験体長さL’ はナイフエッジ長さの290mmを

引いた値である。 
一般化細長比： NeNyc /=λ ･････････(1) 

ここに  22 / LEINe π=
降伏軸力： yANy σ=  
断面積（公称値）：A=19cm2 
断面2次モーメント（公称値）：Iu=278cm4，Iv=72cm4 

ヤング係数：E=20500kN/cm2 
補強範囲は図－2 のように部分補強と全補強があり，

各々に取付金物の間隔は狭いものと広いものを設定し

た。補強材の長さをLrとして，試験体全長に対する補

強材長さの比をLr/L’として表－2に記してある。なお

部分補強の補強材長さは，試験体全長（L’）の1/2であ

る。また全補強の補強材は，補強材に直接載荷力が導入

されないように，試験体全長よりも短くしてあり，エン

ドプレートと補強材の隙間である無補強区間は，75mm
を基準として設定し，

cλ =1.0 では無補強区

間が 10mm について

も行っている。取付金

物の長さは125mmで，

M16 の高力ボルトに

よりトルク 100N･m
で平鋼の補強材ととも

に締め付けた。取付金

物の取付位置は各細長

比で補強材両端部と中

心に等間隔で配し， cλ =1.0の取付金物の間隔が狭い場

合と =1.2 ではさらに中心と端部の中間位置にも配

している。部分補強では，取付金物は全補強と同一か両

端のみとした。表－2に全試験体の取付金物の数量を示

す。 

cλ

4．実験方法 
実験装置を図－3 に示す。実験は 1000kN 構造物載

荷システム(UH－1000kNI)を用いた中心圧縮の曲げ座

屈実験である。すなわち，試験体の両端に厚さ 25mm
のエンドプレートを溶接し，そのエンドプレートにナイ

フエッヂを持ったピン支持装置にボルト締めで固定し，

表－2 試験体一覧および実験結果 

座屈 L 
(mm) 

L’ λc λ 
方向 (mm) 補強範囲

Lr 
(mm) 

La 
(mm) 

Lb 
(mm) 

Lc 
(mm) Lr/L’ 取付 

金物数 Nmax/Ny

無補強 － － － － － － 0.951 
部分補強 491 266.0 358.0 245.5 0.50 2 0.968 0.80 65.2 1272 982 
全補強 832 303.5 187.5 75.0 0.85 3 1.000 

－ － － 0.795 無補強 － － － 
396.0 2 0.900 

部分補強 650 
212.5

437.5 325.0 0.50 
3 0.899 

462.5 3 0.997 
1150 

231.0
187.5 75.0 0.88 

5 0.983 

1.00 81.5 1590 1300 

全補強 
1280 527.5 122.5 10.0 0.98 3 1.016 

無補強 － － － － － － 0.640 
部分補強 809 292.0 517.0 404.5 0.50 3 0.710 

弱 

軸 

曲 

げ 

1.20 97.8 1908 1618 
全補強 1468 311.0 187.5 75.0 0.91 5 0.967 
無補強 － － － － － － 1.063 

462.5 3 1.076 0.51 41.5 1590 1300 
全補強 1150 

231.0
187.5 75.0 0.88 

5 1.056 
無補強 － － － － － － 1.033 

部分補強 809 292.0 517.0 404.5 0.50 3 1.043 

強 

軸 

曲 

げ 0.61 49.8 1908 1618 
全補強 1468 311.0 187.5 75.0 0.91 5 0.987 

λc：一般化細長比    λ：細長比   L ：支点間距離  L’：試験体長さ   Lr：補強材長さ  Nmax/Ny：最大耐力 

 



 

一方向のみに曲げ座屈させる。ナイフエッジの取付位置

は補強前の山形鋼の図心と一致させている。荷重は試験

機より検出し，変位は支点間の 2 ヶ所で変位計により

材軸方向について測定した。またひずみの測定を主柱材

および補強材で行った。主柱材に取付金物が偶数個の場

合は試験体の中央に，奇数個の場合は中央の取付金物を

挟んで上下 2 カ所にひずみゲージを貼付した。補強材

には材軸方向とその直行方向のひずみを測定するため

に2軸ゲージを主柱材と同一の位置に貼付した。なお，

実験は同一条件の試験体を2体ずつ行っている。 

補強範囲と細長比の関係では，部分補強は座屈長さ

が短くなることにより最大耐力が上昇しており，細長比

が大きいほど補強効果が示された。しかし 75mm の無

補強区間を設けた全補強では，局部座屈により耐力が決

定したため，最大耐力は全ての細長比でほぼ同じ値とな

った。しかし無補強区間を 10mm とした全補強では，

試験体中央近傍で座屈を起こしたことから最大耐力が

他の試験体に較べ最大となっている。無補強に対する全

補強の最大耐力の上昇率は， cλ =1.0で25％， cλ =1.2
で 50％である。通信用鉄塔の主柱材の設計では，風荷

5．実験結果および考察  
5.1 最大耐力および破壊性状 

実験結果を表－2末尾に示す。取付金物の設置間隔に

よる耐力への影響は弱軸曲げ，強軸曲げともに間隔を広

くとっても耐力の低下は見られないことから，本実験の

範囲では500mm程度の間隔で十分と考える。 
図－4に最大耐力と補強範囲の関係を示す。図中には

短柱圧縮実験の結果を maxcσ として示す。実線で示し

た弱軸曲げでの補強範囲に関して比較すると， cλ =0.8
では補強無しに対し若干の耐力上昇は見られるが顕著

な補強効果得られなかった。これに対し cλ =1.0および

1.2では大きな補強効果が示された。特に各細長比とも

全補強においては N/Ny がほぼ 1.0 となり山形鋼の降

伏軸力と同等となっている。 

(a) 無補強 

図－5は弱軸曲げの破壊性状である。各細長比とも無

補強材は図－5(a)に示すように曲げ座屈を起こしてい

る。一方，部分補強では補強材の端部近傍で図－5(b)
に示すように局部座屈が発生している。全補強ではエン

ドプレートと補強材の隙間が 75mm の試験体では図－

5(c)のように部分補強と同様に，補強材の端部近傍で局

部座屈が発生している。しかしその隙間が 10mm の全

補強の試験体では，図－5(d)のように試験体中央の取付

金物の近傍で局部座屈が発生している。 

(b) 部分補強 
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図－4 最大耐力－補強範囲関係 
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図－5 破壊性状 
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重による転倒モーメントから算出される軸方向力が鉛

直荷重時の軸方向力の10倍以上となり，補強によって

の重量増加は取付金物を含んでも 1.5～2 倍程度である

ことから問題とならない。よって山形鋼主柱材の弱軸方

向への曲げ座屈には非常に有効な手法であることが確

認された。 
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図－6 履歴特性 (λc=1.2)  

次に図－4に破線で示した強軸曲げでは、補強材であ

る平鋼は弱軸曲げとなるため顕著な補強効果は示され

なかった。破壊性状は，部分補強は弱軸曲げを受ける場

合と同様に補強材の端部近くで局部座屈が発生し，全補

強では中央の取付金物の端部で座屈が発生している。無

補強は，弱軸曲げと同様に試験体中央での曲げ座屈とな

っている。 
5.2 履歴性状およびひずみ分布性状 

図－6に弱軸曲げを受ける cλ =1.2の履歴性状として

N/Ny－δ/δyを示す。δは支点間の材軸方向の縮み量で，

δy は降伏ひずみ（εy）に試験体長さ（L’ ）を掛けた降

伏変位である。これより初期剛性は全補強・部分補強と

もに無補強と同等で，補強材による初期剛性への影響は

現れていない。また座屈後の変形性状についてもほぼ同

様の挙動を示していることから，補強材は単に主柱材の

座屈拘束のみに働いていることが確認された。 
図－7 に主柱材および補強材の材軸方向の垂直ひず

みの履歴の一例を示す。主柱材のひずみは直線的に増加

し座屈時のひずみは 1500～2000μ程度であるのに対

し，補強材は100～200μ程度となっている。また補強

材のひずみの推移は，主柱材の座屈直後から増加してい

ることから，補強材は曲げ座屈の拘束のみに働いている

ことが履歴性状と同様にわかる。 
6．まとめ 

組立補剛された山形鋼主柱材の中心圧縮実験より以

下のことが明らかとなった。 
1）本補強方法は通信用鉄塔の山形鋼主柱材に対し，

接合部を含めた基部から上層部への広範囲にわ

たって連続的に補強することが可能となる。 
2）山形鋼の全長に渡って補強した場合には，弱軸曲

げを受ける場合と強軸曲げを受ける場合がほぼ

同等の最大耐力となった。 
3）履歴性状の初期剛性およびひずみ分布性状から，

補強材は主柱材からの軸力伝達はほとんどなさ

れず，主柱材の曲げ剛性の向上にのみ働いている

ことが明らかとなった。 
4）取付金物の間隔は，本実験の山形鋼では 500mm

程度で十分に耐力の確保が可能である。 
5）補強による塔体自重は無補強時の2倍程度となる

が，通信鉄塔では風荷重による転倒モーメントで

主柱材設計軸力が決定するため，重量増加は問題

とならない。 
6）75mm以上の無補強部分を有する試験体の破壊位

置は，補強材端部となっているが，無補強部分が

10mm の場合には試験体中央付近となっている

ことから，連続的な補強とした場合には，局部変

形の制御が可能となる。 
なお既に本実験結果に基づきリビアにおいて既存通

信用鉄塔の補強工事が行われている。 
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図－7 垂直ひずみ分布（全補強） 
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