
24-1

大成建設技術センター報　第41号(2008)

スパン中央に添筋重ね継手を有する
プレキャストＲＣ梁の構造性能
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1.　はじめに

　最近の高層RC造集合住宅の建設では施工の効率化を

目的として各種のプレキャスト（以下，PCaと略す）化

工法が盛んに適用されており，PCa部材の接合位置の検

討や鉄筋継手工法の選定が重要な要因となっている。

　種々の鉄筋継手工法のうち，重ね継手は最も基本的な

工法であり，簡便で施工性に優れているという利点を有

する。梁主筋の重ね継手では，主筋同士を横補強筋の辺

上で水平に重ね合わせる「水平重ね継手」が一般的であ

るが，最近では主筋を梁せい方向に重ね合わせる「縦重

ね継手」や突き合わされた主筋間に添筋を配置する「添

筋重ね継手」についての検討も行われている。これらの

方式の重ね継手は，過密配筋の防止や主筋芯を同一にで

きることなどの長所を有しており，特にPCa化工法に適

していると考えられる。

　著者らは，梁スパン中央での主筋の継手を「添筋を用

いた縦重ね継手」とし，さらに重ね部分を非閉鎖型のU

字筋で割裂補強した場合の曲げ実験を行い，長期荷重時

の性状や付着割裂強度の評価法を文献 1)に報告してい

る。この実験は上記の添筋重ね継手の基本性状の把握を

目的としており，多くの既往の研究と同様に，単純梁の

純曲げ区間内に重ね継手を設けた試験体で実験を行って

いる。しかしながら，師橋・桜田 2)や西村ら 3)などの多

くの既往の研究が指摘しているように，純曲げ区間内で

の性状と実際の地震時の逆対称曲げせん断応力状態での

性状は異なっている可能性がある。また，曲げモーメン

ト勾配を有する実験では重ね継手は材端のヒンジ領域内

に設けられていることが多く，今井ら 4)や熊谷ら 5)の研

究のようにスパン中央に設けられた場合の実験データが

十分に蓄積されているとはいえない。

　本研究では，両端部がPCa化され，スパン中央の後打
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ち部に上記の添筋重ね継手が設けられたRC梁の地震時

の構造性能を把握することを目的として曲げせん断実験

を実施した。本報では実験の概要と結果を述べ，文献1)

に引き続いて上記の添筋重ね継手の設計法について検討

した結果を報告する。

2.　実験内容

2.1　試験体

　試験体一覧を表－１に，試験体の形状と配筋を図－

１に示す。試験体は，試験区間両端のPCa部をフルPCa

化した矩形断面 9体と，ハーフ PCa化しスラブ付きと

した T形断面 2体の計 11体である。試験区間の断面は

梁幅 b×梁せい D = 300× 450 mm，せん断スパン比は

a /D =2.5であり，T形断面では図－１ (b)に示すように

ハーフ PCa部の高さ 300 mm，スラブ厚 115 mm，片側

のスラブ幅 300  mmとしている。No.1 ～ 7 は主筋を

USD685，PCa部のコンクリート強度を Fc 60とした試

験体，No.8～ 11は主筋を SD490，PCa部のコンクリー

ト強度をFc 42とした試験体であり，引張主筋4+2-D22

( pt = 2.01％)は全試験体共通である。PCa部の横補強筋

は U6.4-   -@100(異形 PC鋼棒 , pw = 0.4％)を基本と

し，No.11のみハーフPCa水平接合面のせん断強度を十

分に確保するために横補強筋の間隔を60 mm( pw = 0.67

％)としている。各試験体のPCa鉛直接合面には図－１

(b),(c)に示すように幅 200 mm，深さ 15 mm，付け根部

長さ120 mmのシヤーキーを設け，さらに接合面近傍の

横補強筋を増量している。P C a 接合面の処置は，

No.10,11の水平接合面には木ごてによるならし面に目

荒しを行っているが，鉛直接合面にはシヤーキーを設

けたこと以外の特別な処理は行っていない。

後打ち部では図－１ (c)に示すように，すべての主筋を

スパン中央で 10 mmのあき間隔を設けて突き合わせ，

一段目主筋間に添筋を配置して添筋重ね継手し，二段
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目主筋はカットオフしている。添筋の重ね長さ l
 sと配

筋量は全試験体共通であり，l
 sは文献 1)の実験結果よ

り，添筋の径 d bを基準として l
 s = 20 d b（主筋の径を基

準にした場合は 12 d b）とした。配筋量はスパン中央に

必要な鉄筋量を4章で述べる方法によって事前検討し，

さらに断面積に対する周長を大きく確保し付着状態を

改善することを意図して，主筋D22に対し添筋D13を

2本束ねて配筋している(添筋断面積は一段目主筋断面

積の約 66％，添筋強度は必要量の検討結果に十分な余

裕を持たせて USD685としている)。主要な実験パラ

メータは後打ち部のコンクリート強度と横補強筋比，

重ね継手部のU字筋補強量であり，これらを表－１に

示すように組み合わせて後打ち部の継手性能を変化さ

せた。後打ち部のコンクリート強度はFc 30とFc 60，横

補強筋比はPCa部と同じpw = 0.4％と横補強筋間隔を50

mmとした pw = 0.8％の各 2水準である。U字筋 D6は，

pw = 0.4％の試験体には図－１(c)に示すように横補強筋

間を 4等分するように 25 mm間隔で，pw = 0.8％の試験

体には横補強筋間を 2等分するように 50 mm間隔で配

筋している。U字筋の配筋方向は，文献 1)では内向き

と外向きの両方の実験を行っているが，本実験ではす

べて外向きとした。

2.2　使用材料

　コンクリートの材料試験結果を表－２に示す。使用

したコンクリートはいずれも粗骨材最大寸法 20 mmの

図-１　試験体の形状と配筋および加力方法
Fig.1  Specimen configurations and details of lap splices

表-１　試験体一覧
Table 1  List of specimens and test parameters

表-２　コンクリートの材料試験結果
Table 2  Material properties of concrete

表-３　鉄筋の材料特性
Table 3  Material properties of reinforcement
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普通コンクリートであり，水セメント比は Fc 30では

57.5％,Fc 42では 46.8％,Fc 60では 38.0％とした。表－

２中の各値は実験期間中に現場封緘養生のテストピー

スを用いて行った材料試験結果の平均である。鉄筋の

材料特性を表－３に示す。各鉄筋とも明確な降伏棚を

有しており，表－３中の降伏ひずみは降伏強度をヤン

グ係数で除したものである。

2.3　加力・測定

　加力方法を図－１に示す。本実験では長期荷重を作

用させた状態で地震荷重に相当する曲げせん断力を漸

増載荷した。長期荷重については，実建物の梁スパン

中央に想定される最大の曲げモーメントをM = 100 kN･

mと考え，M / b D 
2が等しくなるように 1/2縮小試験体

での弾性時の中央部曲げモーメントの目標値を図－１

(a)に示すように定め（純曲げ区間両端の200 kNジャッ

キの目標荷重：45 kN），実験中は常にこの目標値となる

ように制御した。地震荷重は，試験区間に逆対称の曲

げせん断力が作用するようにスタブ両端部を 2000 kN

複動ジャッキによって加力し，部材角 R =± 1/500を 1

回,± 1/200,± 1/100,± 1/50,± 1/33を各 2回ずつ計

9回の正負交番繰り返し載荷を行った後，最後にR =＋

1/25まで押しきった。測定は，せん断力 Q，部材角 R，

PCa接合面のずれ変位，主筋，横補強筋，添筋のひずみ

について行い，ひずみの測定では特に後打ち部の重ね

継手部を重点的に測定した。

3.　実験結果

3.1　せん断力－部材角関係とひび割れ発生状況

　せん断力－部材角関係の実験結果を図－２に，ひび

割れ発生状況の一例を写真－１に，No.1～ 3および

No.10,11の正側包絡線の比較を図－３に示す。各図中

の破線Q yは応力中心間距離を 0.9 d ( d：有効梁せい)と

仮定した略算式による曲げ降伏時計算値である。

　各試験体ともR =± 1/500の加力で，梁端の PCa部に

曲げひび割れ，曲げせん断ひび割れ，せん断ひび割れ

が順次発生した。後打ち部のコンクリート強度がFc 30

の試験体にはスラブの有無や U字筋補強量によらず，

図-２　せん断力－部材角関係の実験結果
Fig.2  Test results of load - displacement relationship

写真-１　ひび割れ発生状況の一例
Photo 1  Crack patterns
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写真－１ (d-1)に示すように R =± 1/200の加力で後打

ち部にせん断ひび割れが発生した。一方，後打ち部 Fc

60の試験体にはR =±1/200の加力でこのせん断ひび割

れは発生しておらず（写真－１ (c-1)），ひび割れ発生状

況に違いがみられた。しかしながら，前者の各試験体

の R =± 1/200における後打ち部のせん断ひび割れ幅

は，ピーク時 0.25～ 0.30 mm，除荷時 0.10 mm程度であ

り，梁端の PCa部のせん断ひび割れ幅と比較しても同

等以下で，損傷が特に集中しているというわけではな

い。R =± 1/100の加力では，後打ち部Fc 60の試験体に

も上記のせん断ひび割れが発生し，試験区間全長にわ

たってせん断ひび割れがほぼ均等に分布していた。

　主筋を USD685とし後打ち部の継手性能を低く設定

したNo.1～ 4は，R =± 1/100の繰り返し載荷時に後打

ち部のひび割れの本数と幅が増加しはじめ，R =＋1/50

を目標とした加力中に写真－１ (a),(b)に示すように重

ね継手部分が付着割裂破壊して大きく耐力低下した。

これらの試験体では後打ち部内の引張側主筋近傍の付

着ひび割れが梁幅方向に貫通しており，破壊モードは

サイドスプリット型であった。後打ち部がFc 30の各試

験体の最大耐力はNo.1,2,3の順に高く，横補強筋やU

字筋による補強効果が確認できる。また，No.4の最大

耐力はNo.1と比較して1.4倍以上も高くなっており，付

着強度におよぼすFcの影響が大きいことが分かる。最

大耐力時の横補強筋のひずみは，後打ち部と PCa部で

有意な差はみられず 2000～ 3000μでほぼ一様に分布

しており，降伏には至っていない。

　No.1～4以外の主筋がUSD685の試験体はR =±1/50

の加力で，主筋がSD490の試験体はR =± 1/100の加力

で，それぞれ梁端部が曲げ降伏し，その後の繰返し載

荷でも安定した履歴性状を示していた。写真－１(c-2)，

(d-2)に例示しているように，後打ち部には R =＋ 1/25

時まで顕著な破壊は発生せず，損傷は材端部のヒンジ

領域に集中しており，後打ち部のパラメータの違いに

よる影響はみられなかった。

　各試験体の横補強筋のひずみは，曲げ降伏直後まで

は端部が多少大きく，そのほかの試験区間内ではほぼ

均等に分布しており，R =±1/50ピーク時の横補強筋ひ

ずみは主筋が USD685の試験体では 2000～ 2500μ程

度，SD490の試験体では 1500～ 2000μ程度であった。

R =±1/33以後は材端部の横補強筋のひずみが大きく増

加し，R =＋1/25の最終加力時には一部が降伏ひずみを

上回っていた。

3.2　主筋および添筋のひずみ分布

　正側の各加力サイクルピーク時における一段目主筋

と添筋のひずみ分布を図－４に示す。同図は手前から2

図-３　包絡線の比較
Fig.3  Comparison between load - displacement envelopes

図-４　主筋および添筋のひずみ分布
Fig.4  Distribution of measured strain along main bar and splice-bar
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列目の主筋と添筋の結果であり，上段は上端の，下段

は下端のひずみ分布である。図－４には曲げ降伏した

試験体の典型例として，主筋 USD685，後打ち部 Fc 60

とした矩形断面のNo.6と，主筋SD490，後打ち部Fc 30

とした矩形断面のNo.8および T形断面のNo.10の各結

果を示している。

　各試験体の添筋のひずみは R =1/500までは小さかっ

たが，前節で述べた後打ち部のせん断ひび割れの発生

に前後して増加しており，いずれの試験体においても

主筋突合せ部が最も大きく，また，長期荷重が作用し

ているため上端よりも下端の方が大きくなっている。

矩形断面の試験体では，この長期荷重の影響のほかに

は上端と下端で顕著な違いはみられないが，T形断面

ではスラブの影響によって上端の添筋や圧縮側主筋の

ひずみが下端よりも小さくなっている。後打ち部の継

手性能が低い試験体ではR =±1/100以後の付着劣化が

主筋や添筋のひずみ分布からも確認できたが，曲げ降

伏した試験体では大変形時まで両者のひずみは直線的

に分布しており，付着状態は健全であった。また，こ

れらの試験体では曲げ降伏と同時に添筋のひずみの増

加もほぼ頭打ちとなり，添筋は R =＋ 1/25の加力終了

時まで弾性範囲内であった。

　主筋および添筋のひずみから算出した試験区間内の

鉄筋力分布を図－５に示す。同図は図－４のひずみ分

布の結果にヤング係数と鉄筋断面積を乗じたものであ

り，重ね継手部ではひずみ測定位置が等しい主筋と添

筋の和を示している。図－５より，本報で対象として

いる添筋重ね継手を有する場合でも，主筋と添筋の両

方を考慮した鉄筋力分布は通常の梁と同様にほぼ直線

状に分布していること，曲げ降伏後の引張側端部には

曲げせん断ひび割れの影響によるひずみシフトを考慮

する必要があること，USD685のような高強度鉄筋を

用いた場合はスラブがない矩形断面においても曲げ降

伏時に梁端部断面（以下，危険断面）の圧縮主筋は圧

縮降伏していないこと，などが分かる。図中に示して

いる破線については次章で詳述する。

4.　結果の検討

4.1　主筋突合せ部の添筋応力度の推定

　主筋突合せ部の添筋は曲げ降伏後の終局限界時まで

弾性範囲内に収まっている必要がある。ここでは主筋

突合せ部の添筋に発生する応力度の推定法を検討する。

　せん断力と主筋突合せ部の添筋ひずみの関係を図－

６に示す。同図には曲げ降伏した試験体の典型例とし

て，主筋が USD685の No.6と SD490の No.8の結果を

示しており，上段は上端の，下段は下端の結果である。

また，図中には目安として R =± 1/200と R =± 1/50の

1回目ピーク時を△と○でプロットしている。図－６よ

り，主筋突合せ部の添筋ひずみは，R =1/200までは小さ

く R =1/100以後に増加し始めること，長期荷重の影響

によって下端の方が上端よりも大きくなっていること，

曲げ降伏後のR =1/50以降はほとんど増加していないこ

と，などが分かる。この結果と前章で述べた鉄筋力分

布の実験結果より，危険断面の圧縮主筋応力度σcを適

切に評価できれば，靱性保証型指針6)と同様に引張側端

図-５　試験区間内の鉄筋力分布
Fig.5  Distribution of stress along main bar and splice-bar
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部のひずみシフト領域を有効梁せい dと仮定すること

によって，図－７に示す方法で曲げ降伏時の主筋突合

せ部の添筋応力度を推定できると考えられる。

　曲げ降伏した試験体の R =＋ 1/50ピーク時における

危険断面の一段目圧縮主筋ひずみの測定値と計算値の

比較を図－８に示す。同図の計算値は，圧縮縁コンク

リートの終局ひずみを 3000μとし，矩形断面ではACI

318規準の等価長方形応力ブロックの考え方によって，

T形断面ではe関数を用いた断面解析によって求めたも

のである。図－８より，主筋が SD490の場合でも危険

断面の圧縮主筋は降伏していないこと，測定値と計算

値は概ね等しく，上記の方法による圧縮ひずみの計算

結果にヤング係数を乗じることによってσcをほぼ適切

に評価できることが分かる。

　図－７の考え方と図－８によるσcの計算値を用いた

鉄筋力分布の評価結果を図－５中に破線で，主筋突合

せ部の添筋ひずみの計算値を図－６中に破線でそれぞ

れ示す。また，曲げ降伏した試験体の添筋の最大ひず

みの実験値と計算値の比較を図－９に示す。各図中の

下端の計算値には梁端部の固定度の低下を勘案し危険

断面位置をピン支点と考えた場合の長期荷重による鉄

筋力計算値（= M /  j，ここに j =有効梁せい× 7 / 8）を

考慮しており，図－９の実験値は正負の最大ひずみの

測定値を平均したものである。各図より，上記の方法

による主筋突合せ部の添筋ひずみの計算値は，下端に

ついては実験結果をほぼ精度良く，かつ，安全側に評

価していることが分かる。上端では計算値の余裕が大

きくなっているが，上端には長期荷重の影響を考慮し

ていないことが原因と考えられる。また，図－５の右

側上段や図－９から分かるように，T形断面の上端の

計算値は矩形断面の場合よりもさらに余裕が大きく

なっているが，原因としてスラブ筋の寄与やスラブコ

ンクリートのテンションスティフニングの影響が考え

られる。これらの影響を忠実に考慮することは現状で

はかなり困難であり，T形断面の上端の評価精度の向

上は今後の課題としたい。実設計時には実験を行った

パラメータの範囲であれば，矩形断面の場合と同レベ

ルの安全率を有するように計算結果を60％程度に低減

し添筋量を設定しても良いと考えられる。

4.2　重ね継手部の付着割裂強度の評価

　「重ね継手の全数継手設計指針(案)・同解説 7)」には

通常の水平重ね継手を対象とした付着割裂強度τ buの

評価式として，式 (1)～式 (4)（以下，角陸式）が示さ

れている。式(2)中のb i は割裂パターンを判定する尺度

であり，式 (3)中の k は割裂パターンの相違による横補

強筋の効果を表す係数，q s tは横補強筋の量を表す係数

である。割裂パターンがサイドスプリット型の場合はk

= 1.0で，q s tは式 (4)で定義される。式(4)中のNは重ね

継手の組数である。

　τ bu =τ co + τ s t　　　　　　　　　　　　　 (1)

　τ co = 0.197 ( 2.7 + 0.5 b i + 25 d b / l
 s )Fc

0.3　　  (2)

　τ s t  = 1.8 k  q s t  Fc　　　　　　　　　　　　  (3)

　 q s t  = pw b / ( N d b )　　　　　　　　　　　   (4)

　

図-６　せん断力－主筋突合せ部の添筋ひずみ関係
Fig.6  Relationship between load and strain of splice-bar

図-７　曲げ降伏時の添筋応力度の推定法
Fig.7  Estimate method of splice-bar stress at flexural yielding

図-８ 圧縮主筋ひずみの
測定値と計算値の比較

Fig.8  Comparison of tested and
calculated stress of main bar

図-９ 添筋最大ひずみの
実験値と計算値の比較

Fig.9  Comparison of tested and
calculated strain of splice-bar
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　文献 1)では，角陸式を基本とし，添筋が縦重ね継手

かつ束ね配筋されている影響とU字筋の補強効果を考

慮した付着割裂強度の評価法を提案している。しかし

ながら，この U字筋の補強効果は添筋で付着破壊した

試験体の実験結果に基づいて評価されており，U字筋

を外向きに配置した場合の主筋への補強効果が確認で

きていない。また，1章で述べている通り，文献1)の実

験は重ね継手を単純梁の純曲げ区間内に設けているた

め，地震時の応力勾配の影響も考慮されていない。以

下，本実験の結果を検討することにより上記の各影響

を考察し，文献 1)の知見とあわせて本報で対象として

いる添筋重ね継手の付着割裂強度の評価法を確立する。

(1)付着割裂強度の実験結果とU字筋の補強効果

　重ね継手部の付着強度実験値と後打ち部pwの関係を

図－10に示す。重ね継手部が付着破壊したNo.1～ 4で

は，主筋突合せ部を起点とする添筋に沿った付着ひび

割れは卓越しておらず，いずれも主筋を連ねる割裂面

で付着破壊していたため，図－10には主筋の結果を示

している。同図の (a)は後打ち部がFc 30の，(b)はFc 60

の結果であり，図中には角陸式による計算結果τ co＋

τs tを実線で示している。実験結果は，引張側の重ね継

手端部での主筋の最大引張力をひずみ測定値を補間す

ることによって求め，この引張力を周長と重ね長さで

除したものであり，最大値が確認されたNo.1～ 4の結

果を白抜で，そのほかの曲げ降伏した試験体の結果を

灰塗で示している。

　図－10より，U字筋補強なしのNo.1,2,4のτbu実験

値は角陸式による計算結果を十分に上回っていること，

外向き U字筋補強した No.3の pwを文献 1)で提案した

補強効果の有効係数ks t = 0.35と式(5)を用いて低減すれ

ば，実験結果はNo.1,2のほぼ延長線上にプロットされ，

外向きU字筋の場合でも主筋に対しての補強効果を添

筋の場合と同程度に期待して良いことが分かる。式(5)

中の xと awは通常の横補強筋の間隔と 1組の断面積で

あり，As tは割裂面を横切るU字筋の横補強筋間隔 x内

の全断面積である。

   pw’= ( aw + ks t  As t ) / ( b x )　　　　　　   (5)

　図－ 10 中には，前節で検討した鉄筋力分布を用い，

長期荷重の影響も考慮して計算した曲げ降伏時の重ね

継手部主筋の付着応力度（図－11 中の設計τ b ）を主

筋強度ごとに破線で示している。曲げ降伏した試験体

の実験結果はこの計算値とほぼ等しく頭打ちになって

おり，曲げ降伏する場合の最大付着応力度は上記方法

で推定できると考えられる。実設計時には上記を設計

用付着応力度とし，τ buとの比較検討によって破壊

モードを判定すればよいであろう。

(2)応力勾配が付着割裂強度におよぼす影響

　図－10より，文献1)で得られた純曲げ区間内での結

果と比較して，曲げせん断応力状態での付着強度の実

験結果は，角陸式による計算値に対してかなり大きな

安全率を有していることが分かる。この結果は師橋・桜

田2)や西村ら3)などが指摘している応力勾配の影響であ

ると考えられ，本実験のように高強度鉄筋を用いた比

較的短スパンの梁には大きな曲げモーメント勾配が生

じるため，この効果が大きいと推測される。以下，応

力勾配が付着強度におよぼす影響を検討する。

　師橋・桜田は応力勾配の影響を重ね継手部に生じる

s

uu

図-10　付着割裂強度の実験値と後打ち部 pwの関係
Fig.10  Relationship between bond splitting strength and  pw

図-11　主筋の設計用付着応力度
Fig.11  Design bond stress of main bar

図-12  応力勾配の影響の評価
Fig.12  Estimate method of

stress gradient influence

図-13 τbuの実験と計算の比較
Fig.13  Comparison of tested

and calculated bond strength
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応力の余裕によるものと考え，その余裕分を純曲げ実

験の結果から得られたτ bu評価式に加算して考慮する

手法を文献2)に示している。また，西村らは文献3)で，

応力勾配の影響をトラス機構のコンクリート圧縮束に

よる拘束力と関連付けて定量化している。両手法とも

実験結果を精度良く評価できているが，ここでは評価

法がより簡便な師橋・桜田の考え方にしたがって検討

を進めることとする。師橋・桜田の考え方における「応

力勾配による余裕」は図－ 12 中のハッチ部分であり，

重ね継手端部の主筋応力度σ主筋  (bu)とΔσ(bu)の関係を

設定する必要があるが，曲げ降伏以前の付着破壊時の

両者の関係を計算することは容易ではない。本報では

付着破壊時の応力勾配と図－11の曲げ降伏時の応力勾

配が等しいと仮定し，図－11中右上に示しているΔσ

とσ主筋 の関係を拡張して用いることとした。この仮定

と師橋・桜田の考え方による応力勾配の影響を考慮し

た付着割裂強度は，図－12中の式によって評価される。

　上記によって応力勾配の影響を考慮した付着割裂強

度の計算結果を図－10中に追記して示す。また，重ね

継手部が付着破壊したNo.1～ 4の実験値と計算値の比

較を図－13に示す。図－13の上端の計算値には，靱性

保証型指針に示されている付着強度の低減係数αt を考

慮している。両図より，応力勾配の影響を考慮するこ

とによって実験値と計算値の適合性は向上しているこ

と，実験結果は計算値に対して1.3倍程度の安全率を有

しており，重ね継手部の付着割裂強度をほぼ適切に評

価できていることが分かる。以上では逆対称曲げせん

断応力状態で主筋が付着破壊する場合を検討したが，

スパン長さや主筋と添筋の径の組み合わせによっては

添筋が付着破壊する場合も有り得る。文献 1)と本論の

検討結果から，この場合の性状も推測できると考えら

れるが，実験的に検証されていないため，上記の点に

ついては今後の課題としたい。

5.　まとめ

　両端がプレキャスト化され，スパン中央の後打ち部

に添筋を用いた縦重ね継手が設けられたRC梁の曲げせ

ん断実験を行い，重ね継手部の設計法を検討した。得

られた知見を以下に示す。

(1)スパン中央に添筋重ね継手を設けた場合においても

　  十分な継手性能を確保すれば，梁端部に曲げ降伏ヒ

　  ンジを計画し，R =1/25程度までの変形能力を期待

　  することができる。

(2)梁端部が曲げ降伏するために必要な添筋の配筋量の

　  設計法を構築した。提案した手法によって曲げ降伏

　  時に主筋突合せ部の添筋に発生する応力を精度良く

　  推定することができる。

(3)一般的な水平重ね継手を対象とする角陸式を基本と

　  し，逆対称曲げせん断応力状態でのU字筋の補強効

　  果と応力勾配の影響を考慮できるように修正した付

　  着割裂強度の評価法を提案した。


