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要旨：本論文では，1柱 1杭方式の根巻き鋼管を用いた複合構造形式の高架橋接合部に対して，鉄筋定着体を

用いることを提案する。本提案により，高架橋建設時に経済性や施工性が向上することが期待できる。提案

構造の耐荷性能を確認するため，縮小モデルによる載荷試験を行い，有限要素法を用いた詳細な非線形解析

との比較によりその耐荷メカニズムを検討した。さらに，解析モデルを応用することにより，実験では載荷

不可能な実物大モデルに対しても解析を行い，スケール効果に対する考察を行った。本考察の結果，鉄筋比

ではなく，定着体のサイズや鉄筋径によっても傾向が変化することを明らかにした。 
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1. はじめに 

 近年，鉄道構造物では，立体交差化工事が盛んに行わ

れているが，RC ラーメン高架橋 1）の建設において，狭

隘な場所での施工が強いられるケースが多い。また，耐

震設計やそのツールが整備されてきており 2），狭隘な箇

所での過密配筋が問題となることも多い。そのような中

で，RC ラーメン高架橋の建設工事において，施工性・

経済性の観点から，さらなる合理化が求められている。

この背景に対応して，柱－杭接合部において地中梁を省

略し，1 柱 1 杭方式の複合構造形式の接合部が提案され

ている 3）。しかし，本接合部の課題としては，小さな断

面内で作用する力を円滑に伝達する必要があるため，地

中埋め込み部の根巻き鋼管長が大きくなることや，杭－

柱接合部の配筋量が過密となり，コンクリート充填性や

かぶり確保に関して施工が困難であることが挙げられる。 

従来，十分な定着長やフックを用いて鉄筋の定着を確

保していた構造部に対して，鉄筋端部に定着体を使用し，

杭－柱接合部構造の合理化を図ることを提案されている

（図－１）4）。従来の接合方法では，鉄筋引き抜きに対

する定着を確保するために，鉄筋の定着長分以上の根巻

き鋼管の長さが必要となり，その結果，材料費が多くな

ることや地盤の掘削量が増加し施工費が増大するなどの

影響が出ていた。今回使用する定着体は，この鉄筋の定

着長を短縮する目的で使用する。この定着体により，引

き抜きに対する耐荷力を低下させないままに鉄筋の定着

長が短縮できれば，根巻き鋼管の使用量を減少させるこ

とができるとともに，地盤掘削量の低減にも効果がある

と考えられる。また，フックを使用した構造との比較で

は，過密配筋の解消にも効果がある可能性がある。鉄筋

に対する定着体の効果は，従来から多くの実績を有する

が，柱－杭接合部に根巻き鋼管を使用することを想定し 

 

 

 

図－１ 提案構造の概要とその効果 

（寸法値は主鉄筋に D32を使用した場合） 

 

た構造に定着体を用いる検討を行った事例は少ない 5）。 

そこで，本研究では，このような構造体の設計を行う

上で必要な鉄筋引き抜きに対する耐荷メカニズムを把握

するために，定着体の有無や鉄筋付着の有無に着目して

実施された実物の約 1/4 スケールの供試体における終局

載荷試験 5）に対応する，詳細な 3次元非線形有限要素解

析（FEM解析）をそれぞれ実施し，耐荷力算定に向けた

考察を行った。本研究の新しい点は，縮小モデルで行っ

た実験の再現解析モデルを用いて，実物大モデルの解析

を実施し，1/4 モデルと実物大モデルの幾何学的スケー

ル効果に関する考察を行っている点にある。なお，実際

の杭-柱接合部では曲げが作用することが知られている

が，ここで扱う実験・解析は，定着体の効果を確認する

目的で実施されたものであり，実際の耐力については曲

げ載荷試験（交番載荷試験）により今後検討を行う予定

である。 
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(a) 供試体の側面概要と載荷方法 

 

(b) 供試体の断面図 

図－２ 既設鋼橋支点部の複合構造化概要 

（単位:mm） 

 

 

写真－1 載荷試験状況 

 

2. 定着体を使用した接合部に関する引き抜き実験概要 

引き抜きに対する載荷試験は，根巻き鋼管を含めた柱

－杭接合部を模擬した約 1/4 スケールの縮小供試体を使

用し，鉄筋に軸引張力を作用させることにより行ってい

る（図－２）。実際の RC高架橋基部における耐震設計で

は，曲げやせん断に対する挙動が作用することが知られ

ている 2）。しかし，鉄筋の定着長に関しては，曲げやせ

ん断による挙動に対しても，設計上は鉄筋に作用する引

き抜き力として引張軸力に対しての設計となっている。

よって，定着体としてはこの引張軸力に対して抵抗力を

発揮することを期待していることから，この複合構造体

としての耐荷メカニズムを把握する目的で，接合部に対 

  

(a) A体（定着体使用，鉄筋付着有） 

 

 

(b) B体（定着体未使用，鉄筋付着有） 

 

 
(c) C体（定着体使用，鉄筋付着無） 

図－３ 供試体の種類（単位:mm） 

 

する軸引張試験により耐荷力の検討を行うこととした。 

供試体の種類は，3 種類を設定し，A 体：定着体を使

用した供試体，B体：定着体を使用しない供試体，C体：

定着体を使用するが，シース管（内径φ20）を用いて鉄

筋とコンクリートの付着を切った供試体，とした（図－

３）。鋼管長 240mmは，定着体なしでは鉄筋の定着長が 

柱側鉄筋 

杭側鉄筋 

接合部 

柱側鉄筋 

杭側鉄筋 

接合部 
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D19 
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図－５ 有限要素解析モデルの概要（A体の例） 

 

確保できずに付着が破壊する形式として設定している。

ここに，鉄筋は SD345（降伏強度 451MPa），鋼管（3.2mm

厚）は SS400（降伏強度 373MPa）を用いている。定着

体には，ねじ形をした異形鉄筋に対して，M18ナット・

平ワッシャーを取り付けたものを使用している。供試体

の鉄筋には，ひずみゲージを複数取付け，載荷試験時に

計測を行った（図－４）。なお，RC橋脚や基礎杭との剛

性比較により，本接合部は設計上，剛体部位として扱わ

れることが多く，変形については考慮されないことが多

いため，本実験では供試体全体での軸方向変位について

は計測を省略している。なお，本実験では，定着体の有

無，鉄筋付着の有無により，両者の効果がどのように接

合部の引張による耐荷力に影響を及ぼすのかを，それぞ

れ把握することも目的としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－１ コンクリートの材料諸元 

 

 

3. 有限要素法による実験再現解析 

載荷試験に対応して，3 次元非線形有限要素解析を実

施した。使用した解析ツールは，汎用有限要素解析：

Final6)を使用した。モデル化にあたっては，対称性を利

用して 1/2 モデルとし，コンクリート，鋼管，定着体を

ソリッド要素でモデル化し，鉄筋はビーム要素でモデル

化するものとした（図－５）。コンクリートの材料構成側

は，実験結果に基づき設定した。コンクリートの材料諸

元を表－1に示す。なお，鋼材のモデル化にあたっては，

鋼材の設計降伏点を折れ点としひずみ硬化を E/100（弾

性時のヤング係数を E とする）で考慮している。また，

コンクリートの非線形構成側は，引張に関してはコンク

リート標準示方書モデル 7)を，圧縮に関しては修正

ahamad のモデルを使用した。また，A体,B体においては，

鉄筋とコンクリートは節点を共有し，ずれは生じないと

仮定した。C体においては，シース管はモデル化せずに，

鉄筋とコンクリートの節点を非共有にすることで付着が

ないことをモデル化した。なお，鋼管とコンクリート，  

弾性係数 ポアソン比 圧縮強度 引張強度

N/mm2 － N/mm2 N/mm2

A体，C体 2.95×104 0.2 27.4 2.4

B体 2.95×104 0.2 25 2.4

図－４ ひずみゲージ取付位置（A～C供試体共通，単位:mm） 

（A-A，B-B，C-Cは，断面図の切断面を示している） 

図-6 で表示する

変位測定位置 
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図－６ 荷重－変位関係（解析結果） 

 

表－2 最大耐荷力の比較 

 
 

および，定着体とコンクリートの付着は界面要素（接触

要素）を用いて，支圧側は応力伝達，剥離側は応力非伝

達となるようにモデル化している。A体,B体における鉄

筋とコンクリートの境界モデルは，節点を共有し固定す

るモデルとしており，付着ばねモデルは用いていない。 

 

4. 実験結果と解析結果の比較 

4.1 荷重－変位関係 

解析結果のうち，コンクリート表面の鉄筋位置におけ

る荷重－変位関係を図－６（変位測定位置は図－５）に

示す。先述の通り，本実験においては，対応する荷重－

変位関係の計測は行っていないため，比較は行わないも

のとする。本結果からは，鉄筋降伏前の剛性は，鉄筋の

付着の無い C体については，A体，B体の剛性に比べて

低い値となっている。また，B体は，定着体がないため，

A 体の鉄筋が降伏するとみられる 900ｋN 載荷時よりも

低い荷重で，剛性が低下している。これは，比較的低い

荷重の段階で，鉄筋周辺のコンクリートがひび割れ，そ

の後，定着体がないため引張力が円滑に伝達されなくな

ったためと考えられる。  

また，実験における最大耐荷力と解析結果との比較を

表－２に示す。解析結果における最大耐荷力は，鉄筋の

降伏点に達した荷重と設定した。なお，B体については，

実験上は鉄筋の降伏が生じずに，鉄筋の引き抜き破壊と

なり，鉄筋とコンクリートとの付着ばねモデルを用いて

いない本解析では，終局耐力を再現できないと考えられ

るため，比較は行わないこととした。表－２より，Ａ体，

Ｃ体については，多少の差異はあるものの，およそ鉄筋

の降伏により最大耐荷力が決定していることが想定でき

る。 

解析上の荷重－変位関係は，鉄筋降伏後も荷重は増加

し続け，本図からは最大耐荷力を把握することはできな 

 

(a)A体外側鉄筋 

  

(b)B体外側鉄筋 

 

(c)C体外側鉄筋 

図－７ 荷重－鉄筋ひずみの関係比較 

 

 

かった。実験では，コンクリートから鉄筋が抜け出す形

で終局状態が発生しているが，鉄筋とコンクリートとの

付着ばねモデルを設定していない本解析ではそこまでは

再現できなかったと考えられる。 

 実験結果による最大耐荷力の比較から，A 体の耐荷力

は，B 体，C 体よりもそれぞれ大きいため，本構造の耐

荷性能としては，定着体支圧と鉄筋付着の両者の作用が

あることが推定できる。しかし，B 体，C 体の耐荷力を

足した場合，A 体の耐荷力を大きく上回ることから，単

純な累加ではないことが分かり，今後設計手法の検討が

必要である。 

4.2 荷重－ひずみ関係 

荷重と杭側鉄筋のひずみの関係図の比較を図－７に

示す。円形断面であるため，解析上の鉄筋のひずみは， 

実験結果 解析結果 終局要因
A体 1106 1030 鉄筋降伏
B体 796 - 鉄筋定着不足
C体 870 920 鉄筋降伏

最大耐荷力(kN)
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周方向にすべて同じ値となるはずであるが，実験結果は

多少のばらつきが生じたため，実験結果のひずみは平均

化して図示するものとした。また，初等計算理論として

鉄筋を純軸引張として計算した結果も併せて示している。

なお，実験における鉄筋の計測結果は，鉄筋降伏前の状

態では，それぞれにほぼ差はない状態であるが，鉄筋降

伏後は，ひずみ値が局所化し，それぞれで大きく異なる

結果となっている。 

 図－７より，実験結果と解析結果はほぼ一致している

ことが分かる。また，初等理論との比較では，A 体，B

体については，実験，FEM解析ともに当初は初等理論よ

りも大きな剛性を示しているが，荷重が増加しひび割れ

が発生した後は，鉄筋のみの剛性を考慮している初等理

論値と同等な剛性となっていることが分かる。したがっ

て，C 体では，当初よりコンクリートの合成効果が見ら

れないため，実験，FEM解析ともに初等理論とほぼ等し

い剛性となっていると想定できる。B 体においては，前

項では終局耐力は再現できなかったが，鉄筋の付着が切

れ，その挙動が卓越するまでの範囲であれば，ある程度

の精度で，鉄筋の荷重－ひずみ関係が解析できることが，

図－７より分かる。 

4.3 終局時のコンクリート内の応力分布 

実験での最大耐荷力時の解析結果における主応力方

向コンター図と，実験結果の内部破壊状況との比較を，

図－８，図－９に示す。実験結果は，試験終了後に鋼管

を取り外し，半円となるように切断して内部のひび割れ

状況を確認している。図－８では，実験上の終局荷重時

の解析値を示している。 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

表－3 1/4スケールと実物大の鉄筋量比較 

 

 

 

図－１０ 実物大と 1/4モデルの荷重－変位比較（A体） 

 

図－１１ 実物大解析による終局時主応力コンター図 

(A体，7000kN時) 

 

図－８より，定着体を用いた A体，C体は，内外の定

着体間のコンクリートに大きな応力が生じていることが

分かる。本結果は，実験供試体の切断写真（図－９）に

(a)A体の主応力コンター        (b)B体の主応力コンター     (c)C体の主応力コンター 

(1106kN時）             （796kN時）           （870kN時） 

図－８ 終局時のコンクリート内部の解析結果 

 

 

 

 

 

(a)A 体              (b)B体             (c)C体 

図－９ 終局時切断面のコンクリート内部のひび割れ，破壊状況 
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おいても，内外の定着体間に大きなひび割れが生じて破

壊している状況とよく一致していることが分かる。また，

B 体については定着体がないため，コンクリート上下表

面ではなく内部に大きな応力が生じている。これは，実

験供試体の切断写真（図－９）においてもコンクリート

内部から盛り上がるように破壊している状況とよく一致

している。よって B体では，解析上，終局荷重値を算出

することはできなかったが，終局荷重時までの範囲では，

およそのコンクリート内部の応力分布も検討できると考

えられる。 

なお，A体と C体の相違点としては，A体では鉄筋と

コンクリートの付着があるために，コンクリート内部に

高い応力範囲が比較的広がっているのに対し，C 体はこ

の付着がないために内外の定着体間を結ぶ狭い範囲に高

い応力が集中している。本結果は，供試体写真（図－９）

のひび割れ発生状況でも同様な結果となっている。 

 

5. 実物大モデルの解析 

 縮小モデルによる解析モデルを応用し，実物大断面に

おける解析を行った。実験時に想定した縮小モデルと実

物大モデルの比較を表－３に示す。本表の通り，縮小実

験と実物大モデルでは，鉄筋比を揃えることにより設定

されており，定着体は M36ナットを想定している。解析

モデルでは，コンクリート要素サイズの依存を極力排除

する目的で，鋼管および，鋼管内コンクリートの要素数

が，1/4 スケールモデルと大きく変わらないように，要

素分割を行っている。また，そのほかの設定条件も，1/4

スケールモデルと同様としている。 

Ａ体相当の実物大モデルにおける荷重－変位関係図

を図－１１に示す。相似則が成立するとすれば，縮小モ

デルの耐荷力の 16 倍（Ａ体の場合：約 1100×16＝約

17600kN）となるはずであるが，この予測値と比べても

かなり低い値で終局状態となっていることが分かる。図

－１２は，実物大モデルにおける終局時の主応力コンタ

ーであり，縮小モデルの図－８(a)に相当する図である。

本図から，縮小モデルではコンクリート内部に応力が伝

達されていることが分かるが，実物大モデルではコンク

リート内部に応力があまり伝達されていない様子が分か

る。また，実物大モデルでは，定着体付近の局所的なコ

ンクリートが損傷し，終局を生じていることが分かり，

鉄筋降伏が卓越する縮小モデルとの傾向は大きく異なる。 

 本結果は，スケール効果として鉄筋比を一致させた場

合でも，定着体サイズや鉄筋径が相似でない場合は，破

壊メカニズムが大きく異なることを示していると考えら

れる。 

 

6. まとめ 

 論文では，合理的な新しい高架橋接合構造を提案する

とともに，軸引張実験と 3次元の非線形有限解析により

検討を行った。得られた結論を下記に示す。 

(1)鉄筋に定着体を用いた接合構造は，定着体を用いない

場合よりも引張最大耐荷力が大きくなる。解析結果に

おいても，定着体を用いると定着体間のコンクリート

で応力を伝達するが，定着体を用いない場合は鉄筋の

付着のみで応力を伝達することが再現できた。 

(2)鉄筋の付着を切った接合構造は，定着体間の狭い範囲

のコンクリートのみで応力を伝達し，剛性が低下する

ことにより結果として最大耐荷力は低下することが

分かった。 

(3)本構造形式に対する実物大モデルと縮小モデルのス

ケール効果の検討にあたっては，鉄筋比を合わせるだ

けでは不十分であることが分かった。本検討では，コ

ンクリートの支圧に対する定着体サイズや，鉄筋径に

対する定着長について検討する必要がある。 

本検討結果は，新しい構造形式の提案に対する基礎的な

検討であり，今後，軸方向圧縮力を含めた曲げに対する

検討や，本検討で得られたスケール効果再現に対する検

討が，今後必要になると考えられる。 
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