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北総中央地区は、千葉県北部に広がる北総台地にあって、八

街市外６市にまたがる千葉県下有数の畑作主体の農業地帯であ

る。

また、当地区は首都圏に近接した農産物の供給基地としての

条件を具備している地域である。しかしながら、かんがい用水

としては、一部地域で地下水や台地からの浸出水が利用されて

いるのみで、大半は天水に依存していることから、天候に左右

される不安定な営農を余儀なくされている。北総中央農業水利

事業は、利根川河口堰及び霞ヶ浦開発を水源とし、船戸揚水機

場（水資源機構）から汲みあげられた農業用水を、北総東部用

水幹線水路に設置した取水口２箇所から取水し、地区内に導・

配水する送水路及び幹支線用水路を新たに建設するもので、揚

水機場２箇所、調整水槽19箇所、調整水槽まで導水する幹支線

用水路、地域用水路線の整備と関連事業で整備される末端用水

路により、北総台地に跨る3,267ha（畑2,859ha、水田408ha）の

地域の農業用水の安定供給と農業経営の安定化・近代化を図る

ものである。

さらに、地区内の農業用水が従来から有している防火用水と

しての機能の維持・増進を図るものである。

（主要工事計画）

  取水口２箇所、揚水機場２箇所、送水路22.4km、

 幹・支線用水路46.4km、末端用水路78.3km、

 調整水槽19箇所

（工期）

 昭和63年度～平成27年度予定

 文  責  ＡＲＩＣ情報編集委員会事務局

 写  真  平田 雄二

 参考文献  関東農政局北総中央農業水利事業所
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北総中央農業水利事業

船戸揚水機場
利根川からの農業用水を揚水する施設。
水資源機構が管理。

富里揚水機場
第２取水口から２号送水路を通ってきた用水は、富里揚水機場の貯水槽（貯水量
28,900m3）に貯められ、本機場のポンプで幹線用水路、支線用水路に圧送する。
揚水量：2.32m3/s、実揚程：14m、ポンプ型式：横軸両吸込渦巻、口径：φ700×２台、
φ400×１台

12 号調整水槽
八街市滝台地区に用水を供給する畑地
かんがいの基幹的施設である。地区内
の調整水槽として最初に設置されたも
ので、平成 16 年３月に完成した。PC 
構造で、規模は、高さ 14.42m､ 直径
24.80m、容量約 4,900m3 である。アオ
コの発生を抑制するよう屋根をかけて
遮光を行った。

滝台地区第４加圧機場及び散水状況
12 号調整水槽からの用水を加圧し、ほ場へかん水する。

地域用水機能
地域用水機能として防火用水に
使用されている。
（写真は放水訓練）

ウォータースタンド
受益農家は、12 号調整水槽横に設置されたウォータースタンド
で利根川から導水した用水を車に積んだタンク等に無料で給水
することが出来、営農の状況に応じた水利用が可能となった。



  

  

  

  

炭素繊維プレート緊張材を用いた構造物の補強工法（アウトプレート工法） P.31～39

炭素繊維プレート緊張材 緊張ジャッキ（240kN型用）

【 適用事例：ポストテンション方式PC単純T桁橋 】

補強完了状況

【 適用事例：３径間連続RC箱桁橋 】

アウトプレート設置完了

【 適用事例：単純鋼合成鈑桁橋 】

緊張作業完了状態 ポリウレタン塗装による仕上げ

【 適用事例：プレテンション方式単純中空床版橋（旧建設省ホロー桁） 】

モルタル充填状況 炭素繊維プレートの緊張前状況



１．はじめに

橋梁における耐荷力の向上のための曲げ補強方法は、

コンクリート部材の引張縁に鋼板や炭素繊維連続シート

等の補強材を配置するか、外ケーブルによるプレストレ

スで補強している例が多い。どちらの方法も構造物の損

傷状態に対して必要な補強量を求め、経済性に配慮した

上で構造物の設計条件と合致した方を選択している。

一方、純粋な曲げ補強の性能のみに着目すると、プレ

ストレスを導入する補強方法の方が、死荷重状態から耐

荷力ならびに変形を改善でき、優れているのではないか

と考えられる。しかしながら、本来、構造物の補強にプ

レストレスが必要な場合においても、比較的外ケーブル

の容量が大きいため、定着部に高い耐力が要求され、全

体の装置も大型となることから、簡易な引張補強材のみ

で補強することのできる工法開発が必要と思われる。

このような状況の中で、コンクリート構造物の補強用

のために耐腐食抵抗性の高い炭素繊維プレートを緊張材

として用いるプレストレス導入工法が開発された。本工

法は、１本あたりのプレストレス量は小さいが、定着部

に対する負荷が小さいため、既設橋の補強に適したプレ

ストレス導入工法である。

この緊張材は、一本毎に約1.5mの直径で巻かれた状態

で梱包され、現場に搬入される（写真－１）。緊張材は、

（図－１）に示すように、炭素繊維プレートの両端に鋼

製定着体を工場生産時に設け、定着用膨張材料を用いて

一体化している。現在、炭素繊維プレート緊張材は、引

張耐力別に２種類ある。

本報では、本工法の適用事例について報告する。

２．炭素繊維プレート緊張システムの開発

（１）緊張材の材料特性

（表－１）に引張耐力が異なる２種類の炭素繊維プレ

ート緊張材の材料特性（設計値）を示す。

炭素繊維プレートは、工場で炭素繊維とエポキシ樹脂

から、プルトルージョン法による引抜き成形で製造され

る。炭素繊維プレートがガラス繊維ならびに不織布で被

炭素繊維プレート緊張材を用いた構造物の
補強工法（アウトプレート工法）

立神　久雄　　　樋上　登志夫　　　塘　和寿

アウトプレート工法研究会

緊張材の呼称 240kN型 360kN型

補 強 繊 維
高強度カーボン
・ガラス繊維

高強度カーボン
・ガラス繊維

幅 （mm） 50.0 75.0
厚さ （mm） 3.0 3.0
公称断面積 （mm2） 150 225
引張耐力 （kN） 240 360
引張弾性率 （MPa） 1.20×105 1.20×105

純リラクセーション 6.0％

（表－１）緊張材の設計用値

（図－１）鋼製定着体（緊張材の端部）

（写真－１）炭素繊維プレート緊張材
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覆されており、プレートの総厚は３mmである。炭素繊

維プレート緊張材の有効プレストレス量は、PC鋼材と

同様に引張耐力の60％としている。

（２）緊張システム

本工法の緊張システムの概要を（図－２）に示す。定

着装置は、緊張材の定着体、固定プレート、固定アンカ

ーならびに定着用のボルト・ナットで構成され、定着装

置に炭素繊維プレートの引張耐力相当の荷重が作用して

も有害な変形が生じないように設計されている。コンク

リート構造物では、固定アンカーに樹脂アンカーを用い

て鋼製の固定プレートを取り付け、緊張材にプレストレ

スを導入後、緊張材の定着体をこの固定プレートに機械

的に定着している。

緊張材がプレート形状であることから、緊張後コンク

リート面に接着樹脂で接着し易くなり、さらに緊張材の

中間には、約３mの間隔で中間定着体を設けることによ

り、既設の構造物と一体化を図っている。接着樹脂と中

間定着体を併用することにより、炭素繊維プレート緊張

材の剥離が防止あるいは遅延され、平面保持の仮定によ

り終局時における炭素繊維プレートの引張応力度の増加

量は付着のない場合より増加し、補強部材の曲げ耐力は

向上すると考えられる。

しかし、現状では、定着部のコンクリートをはつらず

に緊張する場合や接着するコンクリート面に不陸ならび

にたわみが有るため、定着部付近で炭素繊維プレートを

偏向させ、コンクリート面から30mm程度離して緊張材を

配置する場合も多い。

この場合の接着樹脂は、完全な接着効果を期待できな

いが、偏向部では接着樹脂を間詰材として用い、緊張材

と構造物との一体性を確保している。

（写真－２）に240kN型用の緊張ジャッキを示す。緊張

ジャッキは、接着するコンクリート面と緊張材の偏心量

を最小にすることを目標に開発した。小さい偏心量であ

れば、緊張材とコンクリート面の接着樹脂が薄くなり、

接着効果が向上する。さらに、定着部に作用するプレス

トレスによる曲げモーメントが小さくなることから、定

着部に対する負荷が低減する。

したがって、緊張ジャッキは、プレストレスの機械的

損失は大きくなるが、緊張材に直接プレストレスを導入

する爪部と電動ポンプからの圧力を伝達するシリンダー

部を偏心させた構造を採用した。この緊張ジャッキの開

発により、緊張材をコンクリート面より30mm程度離れ

た位置で緊張し定着が可能となった。（表－２）に緊張ジ

ャッキの性能を示す。

（写真－２）緊張ジャッキ（240kN 型用）

緊張材の呼称 240kN型 360kN型
容　量 （kN） 250 400
最大ストローク （mm） 50 65
圧　力 （MPa） 65.0 62.9
受圧面積 （mm2） 38.48 63.62
本体重量 （kg） 約20.0 約34.0
ブロック重量 （kg） 約　6.1 約11.0

（表－２）緊張ジャッキの性能

（図－２）緊張システムの概要
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（３）補強概念

アウトプレート工法による補強概念を（図－３）に示

す｡本工法は、炭素繊維プレートにプレストレスを導入

して部材コンクリートに定着し、接着樹脂で接着するこ

とで、主に曲げ耐力の向上を図る補強工法である。また、

定着部に対する負荷が小さいため、定着に伴う支圧、割

裂、背面引張応力に対する補強が定着部に不要である。

本工法では、既往のプレストレス導入工法と同様にプ

レストレス力により、死荷重時による応力や変形を改善

することができ、ひび割れを積極的に制御することが可

能である。また、連続桁構造の中間支点では、プレスト

レスの不静定力を利用することにより、上面からの補強

に依存することなく、下面からの補強で補強効果を得る

ことができる。

（４）適用の現状

本工法の適用実績は、開発以来、コンクリート橋の補

強に適用された実績が43件、鋼橋の補強に適用された実

績が２件である。当初、本工法による補強対象は、既設

のRC構造物に適切なプレストレスを与えて補強するRC

橋と考えていた。事実、（写真－３）に示すような経年

劣化したRC橋に対して本工法を適用した結果、定着部

への負荷が小さく、高い補強効果を発揮している。

しかし、現状では、プレストレス導入材もしくはPC

橋の補強としても多く適用されている。特に、本工法は

１本あたりの導入可能なプレストレス量が小さいことか

ら、（写真－４）に示す比較的主桁１本あたりの補強量

が小さい多主桁構造のPC橋への採用が増えている。

以下に、適用例を示す。

３．適用事例

（１）ポストテンション方式PC単純T桁橋

１）橋梁概要

補強を行う橋梁（平和橋）は、１級河川菩提仙川に架

かるポストテンション方式PC単純Ｔ桁橋（1980年３月

竣工）である。本橋は大型車の交通量は増加しており、

交通環境は竣工当時と大きく変化している。そこで、建

設当時の活荷重（TL-20）をB活荷重へ対応させるため、

アウトプレート工法を採用し、主桁補強工事を行った。

以下に橋梁概要を示す。また、構造一般図を（図－４）

に、補強完成状況を（写真－５）に示す。

　

　

　

（図－３）補強作用のメカニズム

（写真－３）RC中空床版橋への適用

（写真－４）プレテンションPCI 桁橋への適用

（図－４）構造一般図

■民間開発の技術の紹介
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・構造形式：ポストテンション方式PC単純T桁橋

・橋　　長：30.600m

・桁　　長：30.540m

・支　　間：29.740m

・有効幅員：2.250m＋ 8.500m＋ 2.250m

２）施工概要

使用した炭素繊維プレート緊張材は、240kN型である。

施工フローを（図－５）に示す。

①鉄筋探査工及び定着体アンカー削孔工

定着体固定プレート用のアンカーボルト（M22）を６

本設置するため、RCレーダーにより鉄筋および主ケー

ブルの探査を行った。主ケーブル位置は、竣工当時の図

面が無かったため試削孔を行い確認した。

②アンカーボルト設置工

アンカーボルトは、樹脂アンカーを用いて設置した。

アンカーボルト設置後に定着体固定プレートを取り付け

るため、アンカーボルトの設置には精度が要求された。

そのため、4.5mmの鉄板で治具を製作して施工精度の向

上を図った。設置状況を（写真－６）に示す。ただし、

現在では桁底面をはつることなく、固定プレート設置し

ている。

③コンクリート表面処理工

緊張作業時にアウトプレートと躯体の摩擦による損傷

防止とエポキシ樹脂接着剤の接着力向上を図るためにコ

ンクリートサンダーによる表面処理を行った。表面処理

後には、エポキシ樹脂プライマーを塗布した。

（写真－５）補強完了状況

（図－５）施工フロー図

（写真－６）アンカーボルト設置状況

（写真－７）搬入荷姿

（写真－８）アウトプレート設置状況
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④定着体固定プレート設置工

定着体固定プレートと躯体接合面には不陸調整のた

め、また、定着体固定プレートのアンカーボルト用孔と

アンカーボルトとの隙間には緊張時に定着体固定プレー

トがずれを起こさないようにエポキシ樹脂シール材を充

填した。

⑤アウトプレート設置工

アウトプレートは、直径1.5mほどに巻かれ、パレッ

トに梱包された状態で搬入された。梱包材を含んだ全質

量は約30kgであった。荷姿状況を（写真－７）に示す。

アウトプレートの設置は、梱包した状態で足場上の木

製ターンテーブルにセットし、パレットを回転させなが

ら引き出し、折れやねじれが起きないように細心の注意

を払いながら定着体固定プレートにセットした。

また、アウトプレートと足場板との擦れによる損傷を

与えないように、足場板上に養生シートを全面に敷いて

作業を行った。設置状況を（写真－８）に示す。

⑥緊張工

アウトプレートの緊張は、油圧式ポンプと25ｔ型爪付

きジャッキを使用して両引き緊張で行った。爪付きジャ

ッキは反力台になるブロック（材質：アルミ合金、質量：

６kg）とシリンダー部分（材質：チタン、質量：20kg）

とに分かれているため桁下作業空間の少ない吊り足場上

での作業性は非常に良好であった。緊張ジャッキを（写

真－９）に示す。

緊張管理の方法は、伸び－荷重計示度管理とした。管

理限界は、伸びと荷重計示度の規定値に対して10％とし、

アウトプレート１本につき134kNの緊張力を導入した。

⑦定着体保護カバー設置工

GFRP製の定着体保護カバーをリベットアンカー（φ

4.8ステンレス製）を用いて取り付けた。また、定着部

を防錆する目的でグラウトを定着体保護カバー内に充填

した。保護カバー設置状況を（写真－10）に示す。

⑧仕上塗装工

アウトプレートおよび定着体保護カバーは、景観性の

確保、変色防止のため、ウレタン樹脂塗装を行った。

（２）３径間連続RC箱桁橋

１）橋梁概要

補強を行う橋梁（調布高架橋）は、供用後28年間が経

過した３径間連続２室RC箱桁橋である。本橋では、近年

の車両大型化に対応するため、B活荷重補強の実施を計

画しているが、事前の調査により、下床版に橋軸直角方

向のひび割れや漏水が、多数発生していた。さらに、交

通車両による主桁のたわみも大きく、剛性低下が明らか

であったため、耐荷力を向上するとともに、ひび割れを

抑制して主桁剛性を改善する必要があった。

そこで、アウトプレート工法をRC橋で初めて採用した。

本工事では、（写真－11）に示すように、炭素繊維プレ

ート緊張材（240kN型）を各径間の主桁下面に６本配置

した。

以下に橋梁概要を示す。

・構造形式：３径間連続RC箱桁橋（上り線、下り線）

・橋　　長：63.586m（上り線）、64.027m（下り線）

・支　　間：19.465 ＋ 23.829 ＋ 19.492m（上り線）

　　

　　

　　

（写真－９）緊張ジャッキ設置状況

（写真－ 10）保護カバー設置状況

（写真－ 11）アウトプレート設置完了
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　　　　　　19.609 ＋ 24.010 ＋ 19.608m（下り線）

・有効幅員：12.459 ～ 10.830m（上り線）

　　　　　　　　　　10.450m（下り線）

・活 荷 重：TL-20　 （補強前）

　　　　　　B活荷重（補強後）

２）設計概要

プレストレスの補強量は、既往の死荷重とB活荷重に、

プレストレスによる軸力、偏心モーメント、ならびに不

静定力を加算した断面力に対して、通常のRC部材と同様

な設計手法で算出した。ただし、中央径間では、他径間

と同本数のアウトプレートでは、曲げ耐力が不足し、道

路上に対するコンクリートの剥落対策も講じる必要があ

ることから、炭素繊維シート接着工法を併用した。

３）載荷および振動実験概要

本橋の損傷評価と補強効果を確認するために、補強前

後で実橋載荷および振動実験を実施した。

本橋の載荷および振動実験は、既知重量の45tonラフ

タークレーンを使用し、所定の位置への載荷および下り

線上を50km/hで走行させることにより、静的および振

動性状の計測を行った。

４）振動解析

本橋の載荷および振動実験に先立ち、３次元FEMモデ

ルおよび３次元梁理論モデルによる固有値解析を行っ

た。ここで、健全時の剛性評価は建設図書を元に主桁寸

法および曲げ剛性を決定した。ひび割れ調査の結果、ひ

び割れ深さは100mm～150mm程度であったことから下床

版側コンクリートの100mmおよび150mmを無視した断面

を損傷時の剛性とした。

５）損傷評価と補強効果

橋梁上部工の損傷の有無を診断する手法として、構造

物の振動特性を評価する手法がある。これは、構造物の

完成時など健全であると評価できる状態で常時微動観測

もしくは起振機試験や車両走行試験を行う実橋振動実験

で確認しておいた振動特性を、点検時などに実橋振動実

験で確認した振動特性と比較して、全体剛性の変化や損

傷位置の推定を行うものである。一般に、損傷が進行し

て主桁の剛性低下があれば、①固有振動数の低下、②固

有振動モードの変化、③減衰定数の増加などの変化が現

れる。

アウトプレート工法による補強前後の実橋振動実験か

らは、曲げ１次モードの固有振動が特定でき、補強前の

固有振動は4.4Hzであり、補強後の固有振動は5.2Hzとな

り、主桁の補強効果が確認された。（図－６）に３次元

FEM解析により求めたモード図を示す。また、（表－３）

に固有振動数の実験値と解析値の比較を示す。

健全時を想定したFEM解析値・梁理論解析値とアウ

トプレート工法による補強後の実験値の固有振動数を比

（図－６）3次元 FEM解析結果

（a）曲げ１次モード：5.393 Hz

（b）曲げ 2次モード：6.996 Hz

（表－３）固有振動数の比較
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較すると両者はほぼ一致しており、補強後は健全時程度

の主桁剛性が確保できたと考えられる。

（３）単純鋼合成鈑桁橋

本工事は、昭和44年に架橋された新湊川橋（西行き）

の耐震補強工事とB活荷重に対応させるための補強工事

である。本橋は、橋長28.400m、支間27.660m、全幅員

23.210mで、構造形式は単純鋼合成鈑桁橋である。B活

荷重に対応させるための補強には、フランジ増設補強工

法、外ケーブル補強工法および炭素繊維プレート緊張材

補強工法の比較が行われ、経済性および桁下空間におよ

ぼす影響の小ささから、炭素繊維プレート緊張材補強工

法が採用された。鋼主桁の補強には、全主桁7本に、容

量360kNの炭素繊維プレート緊張材を２層設置して補強

が行われた。

以下に橋梁の概要を示す。また、（図－７）に断面図を、

（図－８）に橋梁一般図を示す。

・橋 梁 名：新湊川橋（西行き）

・路 線 名：主要地方道　神戸明石線

・橋梁形式：単純鋼合成鈑桁橋

・橋　　長：28.400m　　　　・支　　間：27.660m

・有効幅員：17.900m＋4.450m　・斜　　角：78°20′00″

１）補強工法の選定

本橋の当初設計の活荷重はTL-20で設計されていたた

め、B活荷重に対する耐荷力照査が必要となった。また、

本橋のA1橋台の起点側では、阪神高速道路（株）の工

　　　　　　

　　　　　　　　　　

　 

　　　　　　

 

 

（図－９）補強工法の種類

（図－７）断面図 （図－８）橋梁一般図

（写真－ 12）調整板の設置 （写真－ 13）緊張作業状況
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事が実施されており、現状の車線構成は暫定なものとな

るが、計画車線は調整中で決定していないため、計画車

線・その１（５車線）、計画車線・その２（４車線）お

よび現状車線の３種類に対しての照査を行なった。その

結果、曲げ耐力の向上を図る補強が必要となり、（図－９）

に示す補強工法から選定することとなった。

選定の結果、（a）フランジ増設補強はHWLの余裕高

を侵し、（b）外ケーブル補強は既設護岸の切り下げが

必要になることから、経済性にはやや劣るものの桁下空

間に与える影響が極めて小さい（c）炭素繊維プレート

緊張材補強工法が採用されることとなった。

２）緊張材定着用固定プレートの設置

固定プレートの設置には、１層および２層ともトルシ

アボルトを用いて固定させた。（写真－12）に固定プレ

ートの設置状況と調整板の設置状況を示す。

３）炭素繊維プレートの緊張

炭素繊維プレートの緊張は、油圧式ポンプと専用の爪

付きジャッキを使用し、１層目の緊張が完了後、１層目

の上に２層目を設置して、全て片引きで緊張を行った。

（写真－13）に緊張状況を、（写真－14）に緊張作業完

了状態を示す。

４）定着装置の保護および炭素繊維プレートの仕上げ

緊張完了後に、定着装置に保護カバーを設置してグラ

ウト注入を行い防錆処理（写真－15）を施すとともに、

炭素繊維プレート部には、耐久性および耐候性を高める

ためにポリウレタン塗装（写真－16）を行った。

（４）プレテンション方式単純中空床版橋（旧建設省ホロー桁）

本工事は、昭和59年に架橋された北今市橋の拡幅工事

と、これに伴う橋面舗装厚の増加およびＢ活荷重に対応

させるための補強工事である。既設橋は「昭和50年制定 

建設省標準 プレテンション方式PC単純中空けた」によ

  

  　

　　

　　

　　

    

（写真－ 14）緊張作業完了状態 （写真－ 15）保護カバーの設置およびグラウト完了

（写真－ 16）ポリウレタン塗装による仕上げ

（図－ 10）断面図 （図－ 11）橋梁一般図
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る主桁断面が採用されており、主桁間の間詰めコンクリ

ートは床版部のみが充填されている構造であった。

補強方法は、主桁下面に設置した炭素繊維プレート緊

張材を用いたプレストレス補強であり、主桁間を間詰め

することによりアンカーボルトを設置し、固定プレート

を定着して緊張を行い所定のプレストレスを導入した。

以下に橋梁の概要を示す。また、（図－10）に断面図を、

（図－11）に橋梁一般図を示す。

・橋 梁 名：北今市橋

・路 線 名：主要地方道　奈良西幹線

・橋梁形式：プレテンション方式単純中空床版橋

・橋　　長：16.800m

・支　　間：16.100m

・全　　幅：17.300m（補強を行なう橋梁の拡幅後断面）

・斜    角：78° 00′00″

１）間詰め部へのモルタルの充填

主桁間の間詰めには、高チクソトロピー性モルタルを

使用して間詰め（写真－17）を行った。今回の工事は

供用しながらの工事であり、橋面上に排気孔を設けられ

ないため、通常のセルフレベリングタイプの充填材では

空隙ができることが予想されたため注入充填性に優れる

高チクソトロピー性モルタルを使用した。

２）緊張材定着用固定プレートの設置

本橋の既設主桁内には、光ケーブルが通過しているた

め、緊張材の定着用固定プレートは間詰め部に設置した

アンカーボルトを用いて既設橋に固定させたが、プレー

トの形状が大きく、150kgを超えることから、人力によ

る設置が困難であった。そこで、固定プレートを３分割

（写真－18）し、それぞれを別々に設置した後、ボルト

で接続して一体化する構造とした。

３）炭素繊維プレートの緊張

間詰め部のモルタル充填後、主桁下面に360kN型の炭

素繊維プレート緊張材を９本設置し緊張作業（写真－

19）を行った。１本当たりの有効緊張力は203kNである。

４．おわりに

本工法は、１本あたりの補強容量は小さいが、比較的

簡易な装置で実施できるプレストレス導入工法である。

現在では、補強容量が小さい点を補うため、２枚の緊張

材を重ねて配置する方法も開発し、適用範囲が広がりつ

つある。しかしながら、既設構造物には様々な仕様があ

るため、本工法は、安全性を確保した上でその仕様と合

致した使用性の改善が重要である。

本工法は、ドーピー建設工業（株）、新日鉄住金マテ

リアルズ（株）日鉄コンポジット社、（株）国際建設技

術研究所の共同で開発を行ったが、工法研究会（アウト

プレート工法研究会：http://www.outplate.com/）を設

立し工法の普及に努めている。

最後に、本工法の適用に際し、多大なご協力を頂いた

各工事の関係各位に厚くお礼申し上げます。

（写真－ 17）モルタル充填状況

（写真－ 18）３分割した固定プレート

（写真－ 19）炭素繊維プレートの緊張前状況
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