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1.　はじめに

プレテンション方式プレキャストプレストレストコン

クリート（以下、PCaPC）梁において、緊張材として従

来のPC鋼より線に代わり、高強度異形鉄筋を用いる工

法がある。本工法ではこれまでにSD490鉄筋を用いた例

はいくつかあるものの、USD685鉄筋を用いた例はない。

より高強度で径種の豊富なUSD685鉄筋を用いることで、

大容量のプレストレスの導入が可能となり、大スパン架

構や梁せいを低くおさえる工法が可能となる。

上記の背景により、まず、USD685鉄筋に対するリラク

セーション試験を実施し、USD685鉄筋の緊張材としての

適用性を検討した。さらに、USD685鉄筋を緊張材に用い

た実大試験体を製作し、長期載荷実験、その後の曲げ破

壊実験を実施し、プレストレス導入時の付着性状および

長期的な構造性能の把握を試みた。

2.　リラクセーション試験

2.1　試験概要

リラクセーション試験は、本工法を対象とした

USD685鉄筋2径種（D32、D41）および比較のためのPC鋼

より線（7本よりφ15.2）の合計3種類に対して実施し

た。図-1に試験方法を示す。試験は構造棟の反力壁を

用い、反力壁の一端に支圧板、ロードセル、定着具

（USD685鉄筋：ロックナット、PC鋼より線：アンカー

ヘッド）を、他端に支圧板、定着具、緊張ジャッキを

設置し、この緊張ジャッキにより所定の緊張力

（0.7Pu、Pu：引張強度）を載荷した後、試験片を反力

壁に固定することで実施した。また、PC鋼より線では

ジャッキ側のアンカーヘッドをERタイプ（ねじ切りタ

図-1　試験方法
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図-2　リラクセーション値の推移

Fig.2  Time-dependent relaxation value

図-3　鋼材ひずみの推移
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表-2　プレストレス導入時の材料試験結果

Table 2 Material property at prestressing

表-1　試験体一覧

Table 1 List of specimen
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注）*1：弾性変形ロス分（0.76）×
　　　　有効プレストレス率（0.80）

図-4　設計での断面応力

Fig.4 Design stress of beam section

図-5　試験体形状・配筋（No.2）

Fig.5 Dimensions of specimen (No.2)
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図-6　試験体詳細

Fig.6 Detail of specimen (No.2)
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イプ）とすることで、くさび定着によるセット損失を

調整した。各鋼材とも試験片中央位置にひずみゲージ

を表裏２枚を貼付した。

参考として、プレストレストコンクリート設計施工

規準・同解説（以下、PC規準）に記されるリラクセー

ション試験方法を付録に記す。

2.2　試験結果

図-2にリラクセーション値の推移を示す。試験は、PC

規準に示される1000時間の2倍以上である2200時間にわ

たり実施した。その結果、最終的なリラクセーション値

はUSD685鉄筋で約6％、PC鋼より線で約4％であった。ま

た、PC規準に示される1000時間後の値は、USD685鉄筋で

約4.5％、PC鋼より線で約3％であり、USD685鉄筋のリラ

クセーション値はPC鋼より線よりのそれよりも幾分大き

めな値となるものの、同じ緊張材であるPC鋼棒のJIS規

格値（4％）とほぼ同等であり、USD685鉄筋の緊張材と

しての適用性を確認できた。

図-3に鋼材ひずみの推移を示す。いずれの鋼材のひ

ずみも試験期間中低下することなく、ほぼ一定値を示

した。

3.　実大試験体概要

表-1に試験体一覧を、図-4に設計で考慮した断面応

力を、図-5に試験体形状・配筋（No.2）を、図-6に試

験体詳細を示す。試験体は実大スケール2体であり、そ

の上端に幅1,000mmのスラブを有している。試験体の断

面形状は幅×せい=300mm × 750mm（PCaPC 部 300mm ×

615mm）、長さは18,200mm（PCaPC部15,000mm）である。

両試験体とも梁下端に２段で配置した4-D41を緊張材と

兼用している。緊張材に高強度異形鉄筋を用いると鉄筋

の付着強度が高いため、定着長さが短くなり、本試験体

のように比較的幅の狭い梁に大容量の緊張力を導入する

と定着領域での付着割裂破壊が懸念される。そこで、本

実験では梁端部の補強方法をパラメータとして、No.1で

は従来どおり無補強とし、No.2では梁両端部に付着割裂

補強を施すことにした。補強方法は、試験体が左右対称

であることを利用して、左端では①アンボンド処理

（L=200mm）と②スパイラル補強（L=1000mm）を、右端で

は上述の①、②に加え、③梁下端を端部のみ300mmから

500mmに拡幅した。

試験体の製作はPC工場で行い、5MN可動アバットによ

り鉄筋を緊張した後、コンクリート強度が60N/mm２以上

であることを確認した後、プレストレスを導入した。

表-2にプレストレス導入時の材料試験結果を示す。
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写真-1　PCaPC梁端部ひび割れ状況（No.1）

Photo 1 Crack pattern at prestressing（No.1）
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図-7　鉄筋のひずみ分布

Fig.7 Strain distribution of reinforcement

図-8　コンクリートのひずみ分布

Fig.8 Strain distribution of concrete
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4．プレストレス導入時の性状

4.1　ひび割れ性状

写真-1 に No.1 のプレストレス導入完了時における

PCaPC梁端部ひび割れ状況を示す。No.1の両端部では１

段筋位置を起点とした、梁下端に向かう斜めひび割れが

発生し、最終的に下端のかぶりコンクリートが剥落し、

付着割裂破壊を生じた。一方、付着割裂補強を施した

No.2では、両端ともにひび割れは生じなかった。

4.2　鉄筋とコンクリートのひずみ分布

図-7にプレストレス導入時における鉄筋のひずみ分布

を示す。両試験体ともプレストレスの導入に伴い、ひず

みが減退する定着領域が拡がった。導入完了時にはNo.1

ではひび割れの発生により、No.2ではアンボンド区間に

より端部でのひずみの減少が顕著となるものの、両試験

体とも試験体中央位置では良好にプレストレスが導入さ

れている。No.2のアンボンド区間を除く、鉄筋とコンク

リートの相対すべり量が０となる、必要定着長さは１段

筋、２段筋ともに約400mm（9.8ｄ、ｄ：鉄筋径）であっ

た。また、プレストレスの導入に伴い、材軸方向の弾性

変形に起因するひずみの低下が生じた。梁中央位置での

その値は、鉄筋とコンクリートの弾性ひずみは等しいと

仮定し、材軸方向力の釣合い式から求まる計算値（１段

筋：約850μ、２段筋位置：約650μ）とほぼ一致した。

図-8にプレストレス導入におけるNo.2の1段筋高さ位

置のコンクリートひずみ分布を示す。プレストレスの導

入に従い、コンクリートの圧縮ひずみは徐々に大きくな

り、導入終了時で約800μとなった。この値は先に述べた

１段筋の弾性ひずみ量とほぼ等しい。

4.3　付着応力-すべり関係

文献1）に示される、付着応力とすべり量の算出方法

を図-9に示す。付着応力はひずみ測定位置間の応力差

により求め、すべり量は鉄筋ひずみ分布と鉄筋位置のコ

ンクリートひずみ分布より、各位置における鉄筋とコン

クリートの伸び量の差として求めた。

付着応力は式（１）により算出した。

　τi=（Δ Ti-Δ Ti+1）／(Δ x・φ） （1）

　ここに、τi：i位置での付着応力

  　　 ΔTi：i位置での緊張材減少張力

        Δ x：ひずみゲージ間隔

         φ：緊張材周長

端部からの距離が100mm、300mm、500mmの3点の付着

応力（τ）－すべり（S）関係を図-10に示す。No.1の
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図-9　付着応力とすべり量の算出方法

Fig.9 Calculation method of bond stress and slip
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図-10　付着応力―すべり関係

Fig.10 Bond stress-slip relationships
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表-3　コンクリートの材料試験結果

Table 3 Material property of concrete

PCa部（Fc70） 梁後打ち部、スラブ（Fc24）

σB cE(×104) σｔ σB cE(×104) σｔ

(N/mm２) (N/mm２) (N/mm２) (N/mm２) (N/mm２) (N/mm２)

28 79.5 3.55 3.78 29.0 2.67 2.36

56 84.6 3.68 4.28 31.3 2.78 2.7
No.2

材令
（日）

写真-2　長期載荷実験状況

Photo 2 Long-term loading test

コンクリートブロック(ω=15kN/m)

試験体（No.2）

100mm位置でのτ－S関係は最大付着応力（τmax）まで

ほぼ比例関係を保ちながら増加するものの、τmax以降、

付着割裂ひび割れの発生により、付着応力が減少してい

る。No.2ではアンボンド区間である100mm位置での付着

応力は小さいものの、300mm 位置でのτmax は No.1 の

100mm位置とほぼ等しくなり、その値はNo.1で 16.5N/

mm2、No.2で16.8N/mm2であり、文献2）に示される、横

補強筋を考慮した付着強度計算値（7.6N/mm2）を大きく上

回る結果であった。

5.　長期載荷実験

5.1　実験概要

試験体は、前述のPCaPC梁に、梁後打ち部およびスラ

ブのコンクリートを打設して製作したNo.2を用いた。

写真-2に長期載荷実験状況を示す。実験はスラブ上面

に積載荷重ω=15kN/m相当のコンクリートブロックを載

せて実施した。載荷測定期間は168日である。なお、プ

レストレス導入から載荷測定開始までの日数は41日で

ある。変位測定箇所は両支点位置で各2箇所、梁中央位

置で2箇所、計6箇所である。表-3にコンクリートの材

料試験結果を示す。

5.2　長期たわみ性状

図-11に梁中央たわみの推移を示す。図中の点線は積

載荷重ω=15kN/m載荷時の弾性たわみ計算値（25.2mm）

である。積載荷重載荷時の梁中央たわみ実験値（26.4mm）

は、計算値と比較的良好な対応を示した。積載荷重載荷

後、梁中央たわみは徐々に増加するものの、その割合は

日数の経過とともに緩やかとり、載荷終了時点ではほぼ

頭打ちとなった。最終的なたわみ量は37.2mmであり、弾

性たわみに対する長期たわみ倍率で表すと、1.41 倍

（37.2/26.4）であった。

5.3　鉄筋およびコンクリートのひずみ分布

図-12に下端１段筋および上端筋のひずみ分布の推移

を示す。下端１段筋のひずみは積載荷重載荷後、その荷

重に応じた引張ひずみの増加が見られるものの、その

後、ひずみの増加はほとんど見られなかった。これらの

状況は下端２段筋においても同様であった。上端筋のひ

ずみは載荷終了以降においても、徐々に圧縮ひずみが増
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図-11　梁中央たわみの推移

Fig.11 Time-dependent deflection at middle span

図-12　鉄筋のひずみ分布

Fig.12 Strain distribution of reinforcement

図-13　コンクリートの高さ方向ひずみ分布

Fig.13 Strain distribution of concrete
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図-14　加力方法

Fig.14 Test set-up

曲げひび割れ幅（mm）

部材角 1 2 3

R(rad） ピーク 除荷 ピーク 除荷 ピーク 除荷

1/200 0.04 × 0.04 ×

1/100 0.10 × 0.10 × 0.15 ×

1/50 0.55 0.25 0.35 × 0.50 0.10

1/30 1.10 0.45 0.90 0.45 0.70 0.30

注）×：目視で確認不能

表-4　ひび割れ幅の推移

Table 4 Measured crack width

回転すべり支承

V6門型
回転すべり支承

100tfジャッキ

回転すべり支承

5,400

17,000600 600

5,800 5,800

加したが、その割合は日数の経過とともに緩やかとな

り、載荷終了時ではほぼ頭打ちとなっている。

図-13に梁中央位置でのコンクリートの高さ方向ひず

み分布の推移を示す。積載荷重の載荷により、梁上端で

は圧縮側に、梁下端では引張側にひずみが移行し、ひず

み勾配は緩やかとなった。その後、載荷日数の経過とと

もに梁上端の圧縮ひずみは徐々に増加するものの、梁下

端でのひずみの増加はほとんど見られなかった。

6．曲げ破壊実験

6.1　実験概要

長期載荷実験が終了したNo.2に対し、曲げ破壊実験

を実施し、曲げ破壊耐力等の構造性能を確認した。

図-14に加力方法を示す。加力は単純梁形式の対称２

点集中載荷による、変位漸増の一方向繰返し載荷とし

た。載荷履歴は部材角R=1/500radで1回、1/200rad、1/

100rad、1/50radで各々2回繰返した後、最後に耐力が

確認されるまで押し切ることとした。変位、ひずみの測

定箇所は長期載荷実験のそれと同様である。実験時のコ

ンクリート圧縮強度はPCa部で88.9N/mm2、後打部スラ

ブで36.0N/mm2である。

6.2　破壊性状

初ひび割れはの発生は、R=1/200rad時の梁下端中央位

置の曲げひび割れであり、加力の進展とともに徐々に支

点方向に広がった。その後、R=1/100radで梁幅300mmの

支点位置近傍にせん断ひび割れが発生した。最大変位

は、加力用ジャッキおよび変位計のストロークの関係か

ら加力の継続が困難となったδ=282mm（R=1/30rad）で

あり、この変形時においても梁上端に顕著な圧壊は確認

されなかった。

梁中央位置付近で発生した、比較的大きな曲げひび割

れ3本に対し、ひび割れ幅の測定を実施した。その結果

を表-4に示す。測定された曲げひび割れ幅はR=1/100rad

ピーク時で0.1～0.15mm、除荷時では目視で確認できな

い状態であった。また、R=1/30radの大変形時において
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図-15　梁中央たわみの推移

Fig.15 Moment-deflection relationships

（ａ）下端１段筋

（ｂ）下端２段筋

図-16　鉄筋のひずみ分布

Fig.16 Strain distribution of reinforcement

もピークで0.7～1.1mm、除荷時で0.3～0.45mmであっ

た。

6.3　荷重－たわみ関係

試験体自重による曲げモーメントを考慮した梁中央

モーメント－たわみ関係を図-15に示す。図中には設計

荷重およびPC規準に示される曲げ破壊耐力計算値も示

している。また、曲げひび割れ発生時、１段筋および２

段筋の降伏時も併せて示している。荷重－梁中央たわみ

関係はR=1/200rad時の曲げひび割れの発生により、徐々

に剛性が低下し、R=1/100rad以降の１段筋と２段筋の降

伏により荷重の増加は緩やかとなった。また、最大荷重

の実験値は、PC規準に示される曲げ破壊耐力計算値と良

好な対応を示した。

6.4　鉄筋のひずみ分布

図-16に各サイクル1回目ピーク時での下端１段筋の

ひずみ分布を示す。図中にはUSD685鉄筋の降伏ひずみ

も示している。下端１段筋のひずみはR=1/50rad時には

梁中央付近で降伏ひずみを超え、R=1/30rad時にはほぼ

純曲げ区間全域で降伏ひずみに達した。この傾向は下端

２段筋においてもほぼ同様であった。

7.　まとめ　

緊張材に高強度異形鉄筋（USD685）を用いたPCaPC梁

の開発を目的に、USD685鉄筋のリラクセーション試験、

実大試験体を用いたプレストレス導入時のひずみ測定、

約半年間にわたる長期載荷実験および曲げ破壊実験を実

施し、下記の知見を得た。

1)USD685鉄筋の1000時間後のリラクセーション値は約

4.5%であり、PC鋼棒JIS規格値（4.0%）とほぼ同等で

あり、緊張材としての適用性を確認できた。

2)USD685鉄筋のプレストレス導入時の必要定着長さは約

400mm（10d、d:鉄筋径）である。

3)端部にアンボンド区間を設け、鉄筋周囲にスパイラル

筋を配置することは、付着割裂破壊の抑止に効果があ

る。ただし、緊張材に高強度異形鉄筋を用いる場合に

は、その付着力の高さから、付着割裂破壊に対する検

討が重要となる。

4)積載荷重ω=15kN/mに対する、168日後の弾性たわみ

に対する長期たわみ倍率は1.41倍である。

5)積載荷重載荷後の鉄筋およびコンクリートのひずみ

は、圧縮ひずみは緩やかに増加するものの、引張ひず

みの増加はほとんど見られない。

6)長期載荷実験実施後の曲げ破壊耐力実験値は、PC規準

に示される計算値と良好な対応を示す。

【 付録 】

常温で試験片を適当な間隔でつかみ、載荷速度を１

分間に200±50N/mm２の割合で引張強さの70％に公称断

面積を乗じた荷重（載荷荷重）をかけ、その荷重を120

±2秒維持したのち1000時間つかみ間隔をそのままに保

持して荷重の減少を測定する。そしてもとの載荷荷重

に対するその減少した荷重の百分率をリラクセーショ

ン値とする。
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