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添筋重ね継手を有するＲＣ梁の付着割裂強度に関する実験研究

渡辺 英義＊１・是永 健好＊１・服部 敦志＊２・原 孝文＊２
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1.　はじめに

　重ね継手は種々の鉄筋継手工法のなかで最も基本的

な工法であり，その簡便さから主に壁筋やスラブ筋な

どの細径鉄筋の継手に多用されてきた。また，近年で

は高強度鉄筋や太径鉄筋の重ね継手に関する研究たとえば

2)～ 5)も数多く行われ，梁や柱の主筋継手への適用も進

められており，建築学会からは「重ね継手の全数継手

設計指針(案)・同解説 1)」（以下，全数継手指針(案)と

略す）も刊行されている。

　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

り，ほとんどの研究はこの方式を対象として行われて

きたたとえば 6)～ 9)。また，最近では，主筋を梁せい方向の

上下に重ね合わせる「縦重ね継手」や突き合わされた

主筋間に添筋を配置する方式（以下，添筋重ね継手と

称する）についての検討も積極的に行われている。こ

の縦重ね継手や添筋重ね継手は，過密配筋の防止や主

筋芯を同一にできることなどの利点を有するため，特

にプレキャスト化工法や鉄筋先組み工法に適しており，

品質確保や施工の合理化に有効であると考えられる。

しかしながら，これらの配筋ディテールに着目した研

究は，縦重ね継手については桜田ら 10)，市之瀬ら 11)，田

畑ら 12)
 
,

 
14)，松崎ら 13)，西村ら 15)などによって，添筋重

ね継手については増田ら 16)，今井ら 17)
 
,

 
18)，熊谷ら 19)に

よって行われているものの，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，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，さらに角陸 20)や藤井ら 21)

と同様に重ね部分を非閉鎖型のU字筋で割裂補強した

場合の基本性状を把握することを目的として曲げ実験
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を実施した。本論では実験の結果を報告し，このよう

な重ね継手を有するRC梁部材の長期荷重時のひび割れ

性状や付着割裂強度の評価法を検討する。

2.　実験内容

2.1　試験体

　試験体一覧を表－１に，試験体形状および重ね継手

部の配筋詳細を図－１に示す。試験体は純曲げ区間を

有する単純梁であり，純曲げ区間内の下端主筋に上述

の添筋重ね継手を設けている。断面はひび割れ幅や付

着性状に及ぼす寸法効果の影響を排除するため，梁幅 b

×梁せい D = 600× 900 mmの実大断面とし，主筋は 4-

D41(USD685 , pt = 1.10％)，純曲げ区間内の横補強筋は

U12.6-   -@200(異形 PC鋼棒 , pw = 0.42％)とした。本

実験では，増田ら 16)や熊谷ら 19)の研究と同様に，スパ

ン中央に要求される鉄筋量を考慮して添筋の断面積を

主筋の断面積よりも減らし，さらに断面積に対する周

長を大きく確保して付着状態を改善することを意図し，

主筋D41に細径の添筋D22を 2本束ねて配筋している

(添筋断面積は主筋断面積の約58％，添筋4×2-D22の

みの pt = 0.66％)。

　実験パラメータは，重ね継手の有無，重ね長さ，主

筋突合せ部の配置，U字筋の配筋，コンクリート強度，

添筋降伏強度とし，試験体数は16体である。No.1は重

ね継手なしの基準試験体であり，その他の試験体の添

筋断面積と等しくなるように主筋の配筋を 4 - D 3 2

(SD345, pt = 0.65％)とした。重ね長さ l
 sは添筋の公称径

d bを基準として l
 s = 20 d bと 30 d bとした（主筋の公称

径を基準とした場合，11 d bと 16 d b）。主筋突合せ部の

配置は図－１に示すように純曲げ区間の中央に集中さ

せた場合と中央から150 mmずつ分散させた場合の2通

りとした。前者は重ね継手部分をできるだけ短くする
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ことを，後者は主筋突合せ部へのひび割れの集中を防

止することを意図している。U字筋 D13は通常の横補

強筋の間を 4等分するように 50 mm間隔で配筋し，図

－１に示すように外向きに配置したもの（以下，外向

き U字筋）と内向きに配置したもの（以下，内向き U

字筋）の 2種類のほか，比較のため，U字筋補強なしと

通常の横補強筋の間隔を75 mm(pw = 1.11％)としたもの

の 4通りの実験を行った。U字筋の添筋芯からの余長

は，外向き補強では 70 mm，内向き補強では 100 mmで

ある。コンクリート強度はFc 30とFc 60，添筋降伏強度

は SD345と SD390の各 2水準とした。

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粗骨材最大径 20 mmのレディーミ

クストコンクリートであり，Fc 30とFc 60の水セメント

比はそれぞれ 57.5％と 39.0％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，載荷履歴を図－２に示す。加

力は純曲げ区間の上部に設置した剛強な鉄骨梁の中央

に集中荷重 Pを載荷することによって行い，図－２に

示すように実建物で想定される最大長期荷重時(M = 200

kN･m)で 3回，添筋のみを考慮した長期許容曲げモー

メントMAL時で 3回，添筋降伏時で 3回の合計 9回を一

図-１　試験体形状と重ね継手部の配筋詳細
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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方向繰り返し載荷し，最後に押しきった。1～ 6サイク

ルのピーク荷重の設定には試験体の自重を考慮し，7サ

イクル以降の添筋降伏時の荷重は鉄筋の材料試験結果

と実験時のひずみ測定値に基づいて決定した。

　測定は，載荷荷重P，試験体中央での支点間相対変位

δ，純曲げ区間内のひび割れ幅および添筋と主筋のひ

ずみについて行った。ひび割れ幅の測定は純曲げ区間

側面の添筋と主筋の高さ位置でクラックスケールを用

いて各加力サイクルピーク時に行った。ひずみゲージ

は主筋突合せ位置を基準として純曲げ区間内に150 mm

間隔で貼付し，重ね継手部の添筋と主筋の測定位置を

同一としている。

3.　実験結果

　実験結果の一例として，No.2,3,11,12のP－δ関係，

4サイクルピーク時および加力終了時のひび割れ発生状

況，主筋と添筋のひずみ分布を図－３に示す。P－δ関

係中の破線 c Pyは添筋のみを考慮し応力中心間距離を

0.9 d (d：有効せい)と仮定した略算式による曲げ降伏時

計算値である。ひずみ分布は手前から2列目の結果であ

り，4および 7サイクルピーク時，両ピークのほぼ中間

時(P = 1100kN)，添筋降伏後のδ = 10 mm時の分布を示

している。

3.1　ひび割れ発生状況

　各試験体とも1～3サイクルでは，ひび割れが全く発

生しないか，あるいは発生した場合でも最大ひび割れ

幅は使用したクラックスケールの最小目盛 0.04 mm以

下であり，損傷は皆無であった。

　4サイクルでは全試験体の純曲げ区間に曲げひび割れ

が順次発生した。重ね継手なしの基準試験体No.1には

0.10 mm以上の主要なひび割れがほぼ等しい間隔で8本

図-２　載荷履歴
Fig.2  Loading history

図-３　実験結果(No.2,3,11,12試験体)
Fig.3  Test results
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発生し，最大ひび割れ幅 cr wmaxは0.25 mmであった。継

手ありの他の試験体にも，図－３に例示しているよう

に，加力点直下，主筋突合せ部，重ね継手端部の各位

置を中心として数本の曲げひび割れが発生しているが，

ひび割れの本数と cr wmaxは主筋突合せ部の配置とコン

クリート強度によって異なっており，他のパラメータ

の影響はほとんどみられなかった。詳細な結果は4章で

述べるが，実験計画時に想定したほど主筋突合せ部の

ひび割れが大きくなることはなく，いずれの試験体と

も 4サイクルピーク時の cr wmaxはNo.1の結果と同等か

それ以下であった。

　7サイクルでは，No.1以外のすべての試験体に主筋

突合せ位置を起点として添筋に沿った付着割裂ひび割

れが発生した。その後，No.2, 5 は添筋の降伏前に，

N o . 3 , 9 は添筋降伏後の 9 サイクル繰り返し時に，

No.4,6,12,14は最終の押し切り載荷時に，この付着割

裂ひび割れが顕著となって付着破壊した。これらの試

験体では，添筋位置あるいは添筋と主筋が接する位置

の近傍で付着割裂ひび割れが水平に貫通しており，付

着破壊モードはサイドスプリット型であった。上記以

外の試験体には大変形時まで顕著な破壊は発生してい

ないが，添筋降伏後は損傷が主筋突合せ部に集中する

傾向にあり，この位置のひび割れ幅がかなり大きく

なっていた。

3.2　包絡線の比較

　重ね長さ，主筋突合せ部の配置，コンクリート強度，

割裂補強の効果の各影響に着目して整理した包絡線の

比較を図－４に示す。

　重ね長さ l
 sの影響は，主筋突合せ部を分散配置し Fc

30とした試験体のうち，重ね継手部の補強なしの場合

(a)と pw = 1.11％とした場合(b)で比較できる。両図よ

り，当然のことながら l
 s = 20 d bよりも30 d bとした試験

体の方が最大耐力は高いこと，No.5やNo.9では添筋が

ほぼ降伏しているものの，直後に耐力低下や繰り返し

による変形の増大が発生していることが分かる。また，

主筋突合せ部を分散配置したもので No.10や後述する

No.4,6のように，ある程度の継手性能を有する試験体

では添筋のみではなく一方の主筋突合せ部に対する他

方側の主筋も曲げ抵抗に寄与したため，最大耐力が計

算値 c Pyを上回るケースもみられた。

　主筋突合せ部の配置の影響として，l
 s = 20 d b，重ね継

手部の補強なし，Fc 60を共通とした場合の比較を(c)

に，コンクリート強度の影響として，l
 s = 20 d bで主筋

突合せ部を集中配置し，重ね継手部を外向き U字筋補

強した場合の比較を(d)に示す。両図より，集中配置よ

りも分散配置した試験体の方がひび割れ発生後から添

筋降伏までの同一荷重時の変形が小さいこと，また，Fc

が高い試験体の方が，剛性，ひび割れ強度，最大耐力

が高く，継手性能に及ぼすFcの影響が大きいことが分

かる。

　割裂補強の効果として，l
 s = 20 d bで主筋突合せ部を

分散配置し，Fc 30とした場合の比較を(e),(f)に示す。

両図より，割裂補強を行った各試験体の最大耐力は補

強なしのNo.2の結果を大きく上回っており，補強効果

が確認できる。また，その効果はpw = 1.11％→外向きU

字筋→内向きU字筋の順に大きくなっており，両補強

は pw = 1.11％以上の効果を有していることが分かる。

4.　結果の検討

4.1　長期荷重時のひび割れ幅と曲げ剛性

　全数継手指針(案)には，重ね継手を有する部材にお

いても長期応力に対する設計は「鉄筋コンクリート構

造計算規準・同解説 22)」（以下，RC規準と略す）と同

様に許容応力度設計を行ってよいことが示されており，

理由として多くの実験研究から得られた以下の結果，

図-４　包絡線の比較
Fig.4  Comparison between load - displacement envelopes
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1)重ね継手部に生じる長期許容引張応力度時の曲げひ

び割れ幅がRC規準に示されている制限値（0.30 mm程

度）以下に収まっていること，2)長期荷重時の曲げ剛

性が重ね継手のない部材のそれと同等以上であること，

が挙げられている。ここでは本論で対象としている添

筋重ね継手の場合の長期荷重時の最大ひび割れ幅や曲

げ剛性について検討を行う。

　各試験体の4サイクルピーク時（添筋のみを考慮した

長期許容曲げモーメント時）の最大ひび割れ幅 cr wmax

とコンクリート強度σ Bの関係を図－５(a)に，主要な

ひび割れの本数とσBの関係を図－５(b)に示す。本検

討ではcr wmaxのみではなく，ひび割れ幅が0.10 mm以上

のものを主要なひび割れと考え，これらのひび割れの

本数も検討対象とした。図中の破線は基準試験体No.1

の結果であり，白抜は主筋突合せ部を分散配置した試

験体の，灰塗は集中配置した試験体の結果である。前

章で述べたようにNo.1の結果は，主要なひび割れの本

数が 8本，cr wmax = 0.25 mmであり，最大ひび割れ幅は

RC規準の制限値とほぼ等しかった。これに対して本論

の添筋重ね継手を有する場合は，図－５(a),(b)より，

σBが高い試験体の方が，また，集中配置よりも分散配

置した試験体の方が，cr wmaxは小さく主要なひび割れ本

数も少ないこと，主筋突合せ部の配置とσB以外の他の

パラメータの影響はほとんどみられないこと，すべて

の試験体の cr wmaxは No.1の結果と同等かそれ以下と

なっていることなどが分かる。

上記の結果はσ Bの差や主筋 D41が存在することによ

る曲げ剛性の違いに起因したものであることが容易に

予想できる。4サイクルピーク時のP－δ関係の割線剛

性とσ Bの関係を図－５(c)に示す。同図より，割線剛

性の結果は上述の通りに(a),(b)の結果と対応している

こと，すべての試験体の長期荷重時の割線剛性はNo.1

の結果を上回っていることが確認できる。これらの図

－５の結果より，本論で対象としている重ね継手の場

合でも添筋のみを考慮することとすれば，長期応力に

対する設計は，全数継手指針(案)に示されている一般

的な重ね継手の場合と同様に，許容応力度設計を行っ

て良いと考えられる。

4.2　付着割裂強度の評価

　全数継手指針(案)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，藤井式 23)を

基本に重ね長さと高強度コンクリートの影響を考慮し

た式(1)～式(4)（以下，角陸式）が示されている。式(2)

中のb i は後述する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

あり，q s tは式(4)で定義される。また，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 )σ B

0.3　　(2)

　τ s t  = 1.8 k  q s tσ B　　　　　　　　　　　　 (3)

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

　本論の重ね継手は，添筋を用いた 1)縦重ね継手であ

り，2)添筋が 2本の束ね鉄筋から構成され，3)重ね部

分を U字筋で補強している，ことの 3点を特徴として

いる。以下，これらの各影響を考察し，本論で対象と

している添筋重ね継手の付着割裂強度を角陸式を基本

として評価することを試みる。

(1)縦重ね継手の付着割裂面

　一般的な形状と配筋の梁断面に本論の添筋重ね継手

を適用した場合，割裂パターンはほとんどのケースで

サイドスプリット型になると考えられ，実際に実験で

観察された付着破壊モードもすべてサイドスプリット

図-５　長期荷重時の最大ひび割れ幅と曲げ剛性
Fig.5  Maximum crack width and flexural stiffness at long-term loads

(a)最大ひび割れ幅－σB 関係 (c)割線剛性－σB 関係(b)主要なひび割れ本数－σB 関係
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型であった。以下，割裂パターンをサイドスプリット

型に絞って検討を進める。

　全数継手指針(案)では縦重ね継手を等価な水平重ね

継手に置き換えて評価することにしているが，この置

き換えはかなり安全側の評価となることが容易に推測

できる。この点について，田畑ら 14)は，同径の鉄筋同

士の縦重ね継手におけるサイドスプリット型の割裂面

を図－６(b)のように考え，実験結果との比較検討に

よって同図の妥当性を示している。本検討でも田畑ら

の考え方に従って，図－６(c)に示すように割裂面を想

定することとする。ただし，本論で対象としている添

筋重ね継手では添筋と主筋でd bや鉄筋本数が異なるた

め，割裂面が主筋を連ねる場合もあわせて想定し，各々

のτ buを計算してクリティカルな方で付着割裂強度を

評価する。

(2)束ね配筋された添筋の取り扱い

　RC規準では，束ね筋は断面積の等価な 1本の鉄筋と

して取り扱うこととしている。一方，田畑・西原ら 24)

は，主筋を2本ずつ横方向と縦方向に束ねて配筋した梁

の実験を行い，束ね筋をRC規準の記述のようにせずそ

のままの諸元を用いて検討し，既往の方法と同様の考

え方によって付着割裂強度が評価できることを示して

いる。ここでは，添筋で付着破壊して最大耐力が確認

されている試験体のうち，U字筋補強を行っていない

試験体の実験結果を角陸式によって評価し，束ね配筋

された添筋の取り扱いについて考察する。

　上記の条件にあう No.2,5,6,9,12の付着割裂強度の

実験値と角陸式による計算値の比較を図－７に示す。

実験値は式(5)から算出し，応力中心間距離 jは添筋の

みを考慮した有効せいd× 7 / 8とした。式(5)中のMmax

は最大曲げモーメント，Σψは添筋の周長の和である。

　τ bu = Mmax / ( j×Σψ× l
 s )　　 　　　　　  (5)

図－７左側の(a)は RC規準に従って添筋 1組を等価な

1本の鉄筋とし(d b = 31.4 mm,ψ = 98.6 mm)，b iを図－

６(b)で算出した場合であり，右側の(b)は 2-D22をそ

のまま用い(d b =22 mm, ψ =2× 70 mm)，b iを図－６

(c)で算出した場合である。同図より，(a)の場合も安全

側の評価となっているが，(b)の場合の方が実験値と計

算値の適合性が良いことが分かる。本論の重ね継手に

おける添筋のような場合は，束ね鉄筋の等価な鉄筋1本

への置換は行わず，上記のようにそのまま取り扱った

方が良いと考えられる。

　また，前項(1)の最後で述べているように，添筋の検

討とあわせて割裂面が主筋を連ねる場合も考慮し，上

記の各試験体ではどちらの割裂面の付着破壊がクリ

ティカルであったのかの検討も行った。具体的には，添

筋をそのままとした上記(b)の場合と主筋のτbu計算値

を用い，式(5)を逆算することにより付着破壊時のMmax

を算出して両者を比較した。その結果，添筋のτ buか

ら定まるMmaxは主筋から定まるMmaxより小さく（86～

89％），添筋での付着破壊が支配的と判定され，実験で

観察された破壊性状と一致していた。これらの検討結

果より，角陸式と以上で述べた考え方によって，本論

の添筋重ね継手の付着割裂強度をほぼ評価できると考

えられる。

(3)U字筋の補強効果

　藤井式や角陸式は式(1)に示しているように，付着割

裂強度τ buを横補強筋のない場合の強度τ coと横補強

筋の効果による増分τs tの和として表現している。この

増分τ s tは，桜田・師橋ら 6),10)や田畑ら14)の実験によっ

図-６　サイドスプリット型の想定割裂面
Fig.6  Assumption of bond splitting patterns

図-7　付着強度の実験値と計算値の比較(U字筋補強なし)
Fig.7  Comparison of tested and calculated bond splitting strength

図-８　付着強度の実験値とpwの関係
Fig.8  Relationship between bond splitting strength and  pw
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て，pw =2.4％程度のかなりの高補強量まで直線的に増

加することが明らかとなっている。本実験の試験体で

サイドスプリット型の割裂面を横切るU字筋の全断面

積を通常の横補強筋と同等に扱った場合はpw =2.96％と

なるが，U字筋の余長が短く pwに見合った拘束力を発

揮できていないことも予想され，補強量を低減して

τbuを評価する必要があると考えられる。以下，U字筋

の補強効果について検討を行う。

　添筋の付着割裂強度の実験値とpwの関係を図－８に

示す。同図は l
 s = 20 d bの試験体の結果であり，図中に

は前項の(1),(2)で述べた考え方を反映した角陸式によ

るτcoとτs tの計算値を破線で示している。＊付きのプ

ロットは添筋降伏後の大変形時まで荷重が増加し続け，

最大耐力が確認されていない試験体の結果であり，こ

れ以上の強度を有することを示している。図－８より，

割裂面を横切るU字筋の断面積をすべて考慮したpwで

τbuを評価した場合，実験値は計算値を大きく下回り，

補強効果を過大に評価していることが分かる。そこで

U字筋の補強効果の有効係数ks tを定義し，式(6)に示す

pw’を用いてτ buを評価することにした。式(6)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 )　　　　　　   (6)

実験結果より内向きU字筋の方が外向きよりも補強効

果が高いことが明らかになっているが，ks tの設定では

この影響は余力として考慮しないこととし，図－８に

示しているように最大耐力が確認されている試験体の

実験値が計算値を上回るよう一律に ks t = 0.35とした。

　以上，添筋に対する補強効果の評価法について検討

を行ったが，本実験では重ね継手端部を起点とする主

筋に沿った付着ひび割れが卓越した試験体はなく，主

筋に対する補強効果は確認できていない。内向き U字

筋の場合は主筋に対しても添筋と同等以上の補強効果

があると予想されるが，外向きの場合は主筋に対して

の補強効果があまり期待できない可能性も考えられる。

この点を明確にするためには，主筋を連ねる割裂面が

支配的な実験結果を検討する必要があろう。著者らは，

本論の実験とあわせて，梁スパン中央に同様の添筋重

ね継手を設けた場合の曲げせん断実験も実施している。

次報ではこの実験結果を報告する予定であり，上記の

点については次報で引き続いて検討を行うこととする。

5.　まとめ

　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，重ね部分をU字筋で割裂補強したRC梁の基本

性状を把握することを目的として曲げ実験を実施した。

主筋と添筋の径や強度の組み合わせは実験を行った範

囲に限定されるものの，以下に示す知見を得た。

(1)本論で対象としている添筋重ね継手の場合でも，長

　  期荷重時のひび割れ幅はRC規準に示されている制

　  限値以下であり，長期応力に対する設計は，一般的

　  な重ね継手の場合と同様に，許容応力度設計を行っ

　  て良いと考えられる。

(2)通常の水平重ね継手を対象として提案された角陸式

　  を基本とし，添筋を束ね配筋した影響と U字筋の

　  補強効果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。

参考文献

  1)日本建築学会：重ね継手の全数継手設計指針(案)・同解
   説，1996.2
  2)田中礼治，但木幸男，大芳賀義喜：高強度鉄筋SD50の重
   ね継手に関する実験的研究，日本建築学会構造系論文報告
   集 No.405，pp.19-29，1989.11
  3)角陸純一：高強度鉄筋コンクリート部材中の重ね継手の性
   状に関する研究，日本建築学会構造系論文報告集 No.453，
   pp.123-130，1993.11
  4)角陸純一：高強度コンクリート中の重ね継手の付着割裂強
   度に対する横補強筋の影響に関する研究，日本建築学会構
   造系論文集 No.455，pp.167-174，1994.1
  5)角陸純一：高強度太径壁筋重ね継手の付着割裂強度に関す
   る研究，日本建築学会構造系論文集 No.456，pp.51-58，
   1994.2
  6)桜田智之，師橋憲貴，田中礼治：重ね継手の付着割裂強度
   に及ぼす横補強筋および中子筋の効果に関する実験的研
   究，日本建築学会構造系論文集 No.465，pp.119-128，
   1994.11
  7)市之瀬敏勝，村田憲治：RC部材の重ね継手解析，日本建
   築学会構造系論文集 No.481，pp.81-88，1996.3
  8)東　健二，大村哲也，香取慶一，林　静雄：曲げモーメン
   ト勾配を考慮した梁端重ね継手の強度に関する実験研究，
   日本建築学会構造系論文集 No.484，pp.93-100，1996.6
  9)師橋憲貴，桜田智之：梁危険断面位置における高強度コン
   クリート全数重ね継手の付着割裂性状に関する実験的研
   究，日本建築学会構造系論文集 No.547，pp.137-144，
   2001.9
10)桜田智之，師橋憲貴，西原　寛，田畑　卓，田中礼治：太
   径鉄筋を用いた全数重ね継手の付着割裂強度に関する研
   究，日本建築学会構造系論文集 No.478，pp.153-162，
   1995.12
11)國安早映，坂田弘安，市之瀬敏勝，加藤三晴：RC梁の重ね
   継手実験，コンクリート工学年次論文報告集，Vol.18，
   No.2，pp.485-490，1996



19-8

大成建設技術センター報　第40号(2007)

12)田畑　卓，西原　寛，松本智夫，鈴木英之：下端主筋を材
   端で全数重ね継手した梁部材の変形および付着性状，日本
   建築学会構造系論文集 No.491，pp.89-96，1997.1
13)星野恒明，片岡隆広，中野克彦，松崎育弘：曲げ塑性ヒン
   ジ領域に重ね継手を有するRC梁部材の塑性変形能に関する
   実験的研究，日本建築学会構造系論文集 No.497，pp.133-
   140，1997.7
14)田畑　卓，西原　寛，師橋憲貴，桜田智之：主筋を梁せい
   方向に重ねた全数重ね継手の付着割裂強度に関する実験的
   研究，日本建築学会構造系論文集 No.529，pp.143-150，
   2000.3
15)西村勝尚，江戸宏彰，高見信嗣，大住和正：U字型プレ
   キャスト部材を用い材端で全数縦重ね継手した梁部材に関
   する実験的研究，日本建築学会構造系論文集 No.577，
   pp.85-91，2004.3
16)増田安彦，吉岡研三，脇坂達也：突合せ式重ね継手を有す
   るハーフプレキャスト柱部材に関する研究，コンクリート
   工学年次論文報告集，Vol.14，No.2，pp.113-118，1992
17)斎藤　潔，山口輝彰，今井　弘：重ね継手を用いたプレ
   キャストコンクリート梁の耐震性能に関する研究，コンク
   リート工学年次論文報告集，Vol.16，No.2，pp.787-792，
   1994

18)ジャニエス ロドルフォ，カストロ ホワン ホセ，山口輝
   彰，今井　弘：シースを用いたプレキャストコンクリート
   構造用の重ね継手の継手強度に関する実験的研究，日本建
   築学会構造系論文集 No.469，pp.91-104，1995.3
19)熊谷仁志，金本清臣，戸澤正美，黒瀬行信：中央部に添筋
   重ね継手を有する鉄筋コンクリート梁の構造性能，日本建
   築学会大会学術講演梗概集C-2，pp.87-88，2003.9
20)角陸純一：異形鉄筋重ね継手の補強に関する研究，コンク
   リート工学年次論文報告集，Vol.10，No.3，pp.211-214，
   1988
21)神谷一彰，佐藤裕一，長友克寛，中村佳史，金　吉煕，藤
   井　栄：RC梁の主筋付着割裂破壊に対する非閉鎖型補強筋
  （その1～2），日本建築学会大会学術講演梗概集C-2，
   pp.289-292，2002.8
22)日本建築学会：鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説
   －許容応力度設計法－，1999.11
23)藤井　栄，森田司郎：異形鉄筋の付着割裂強度に関する研
   究　－第2報付着割裂強度算定式の提案－，日本建築学会
   論文報告集 No.324，pp.45-53，1983.2
24)田畑　卓，西原　寛，松本智夫，鈴木英之：束ね鉄筋の付
   着割裂強度に関する研究，構造工学論文集 Vol.43B，
   pp.211-219，1997.3


