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要旨：鋼トラス橋の下床版を下弦材と一体化し SRC 床版とすることで設計の合理化を図ることが出来る。こ

の場合，鋼下弦材と RC 床版を一体として扱えるための横桁間隔，ひび割れの発生荷重，さらにはひび割れ

発生後の軸方向剛性について確認する必要がある。本稿では，コストダウンを目的に横桁間隔を広げた模型

試験体により実験的検討を行い，ひび割れ発生荷重の確認，軸力分担率の推移およびひび割れ発生後におけ

るコンクリートの軸力を負担する割合を明らかにした。 
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1. はじめに 

 鉄道橋における鋼トラス橋では，騒音の低減や制振に

よる乗り心地の向上などの理由から，コンクリート床版

が採用される場合が多い。この場合，下弦材とは別に配

置したコンクリート床版の軸方向剛性については考慮せ

ずにトラス主構の設計をすることが大半である。一方で，

コンクリート床版を下弦材と一体化させることで SRC

部材として軸方向剛性を考慮し，コストダウンや経済設

計を実現させる方法も提案されている 1)が例は少ない。 

コンクリート床板を下弦材と一体化した設計を行う場合，

①コンクリート床板を下弦材等と一体化して扱えるため

の仕様（横桁間隔等），②ひび割れ発生荷重，③ひび割れ

発生後の軸方向剛性の評価方法などが課題となる。そこ

で，鋼トラス橋の SRC 下床版を対象に，縮小模型試験体

を製作し，静的載荷試験を実施し実験的検討を行ったの

で，以下に述べる。 
 

2. 試験概要 

2.1 試験体 

図－1に試験体の概要を示す。本試験体は，鋼トラス

橋の SRC 下床版を切り出してきた試験体で，橋軸方向に

ついては 1/1，橋軸直角方向については 1/5 程度の縮尺率

となるように軸方向剛性を設定し製作した。 

試験対象となる SRC 床版部分は長さ 4.4m×幅 1.0m

（RC 部分）の SRC 板であり，両脇に主桁を模した溝型

鋼，下面に厚さ 9mm の底鋼板を有し，内部に鉄筋コン

クリートが充填された形状である。溝形鋼の両端部には

軸方向に引張力を加力させるためコンクリート充填角鋼

管（以下，反力梁）と一体となった鋼殻を溶接し，鉄筋

コンクリート中の鉄筋はねじ節鉄筋を用いており、この

鋼殻の内部でナットにより固定されている。スパン中央

から 1.0m の位置には横桁を配置し，橋軸直角方向の曲

げ剛性を確保させるとともに，内部に充填されるコンク

リートのずれ止め機構を持たせた。そのため，溝型鋼，

底鋼板，横桁にはスタットジベル等は配置していない。

床版には上下 2 段に軸方向鉄筋（D16）を配置し，下段
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図－1 試験体概要 

 

表－1 材料試験結果 

圧縮強度 割裂強度

（N/mm2）

静弾性係数

（N/mm2)
引張ひずみ

（μ）

27.71 2.64 28,740 91.7

(a)　コンクリート

 

下降伏点

(N/mm2)
降伏ひずみ

(μ)
弾性係数

（N/mm2)

D16 376.3 1,960 188,908

D13 388.4 2,067 187,376

底鋼板 PL9 278.7 1,300 208,501

形鋼ウェブ 247.0 1,247 204,232

形鋼フランジ 288.4 1,420 206,474

鋼材種別

鉄筋

溝型鋼

(b)　鋼材
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鉄筋については横桁部を貫通し，端部の鋼殻まで連続し

ている。横桁上部分（B-B 断面，C-C 断面）は，コンク

リートの厚さが薄いため，補強鉄筋（D13）を配置し，

ひび割れ発生を抑制した。試験体は，試験対象となる

SRC 床版部分の支点位置に設置した鋼棒上にテフロン

シートを挟んで静置し，両側とも橋軸方向については可

動の状況とした。表－1に，試験体に使用した溝型鋼，

底鋼板，鉄筋およびコンクリートの材料試験結果を示す。

コンクリートの結果は，載荷試験材齢でのものである。

また引張ひずみは、割裂強度より算出した。 

図－2 に溝型鋼，底鋼板，コンクリート中に配置した

鉄筋に貼付したひずみゲージの位置および，変位計の設

置位置を示す。ひずみの計測は，スパン中央の A-A 断面

および，横桁位置となる B-B 断面を中心に行った。 
 

2.2 試験方法 

載荷試験は，試験体の軸方向剛性等を確認する（１）

引張載荷試験，および軸方向引張力が作用して剛性が低

下した状態で鉛直荷重を作用させる（２）鉛直載荷試験

の 2 ケースを実施した。 

(1) 引張載荷試験 

図－3に引張載荷試験の概要を示す。引張載荷試験は

試験体の軸方向に引張力を加力し行った。引張力は、２

つのジャッキを均等に加力した。以降は両者の合計の引

張力を軸力と呼ぶ。軸力の載荷ステップを図－4に示す。

軸力は，300kN～1800kN までは実物の繰り返しかかる荷

重を簡易に再現するため、各 3 回ずつ，2300kN および

 

図－２ ひずみゲージ貼付箇所・変位計設置箇所 

 
 

図－３ 引張載荷試験概要 

2800

2300

1800

1500

1200
900
600
300

0
0 ステップ

軸力
(KN)

鉛
直
載
荷

鉛
直
載
荷

 

図－４ 載荷ステップ 
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図－５ 鉛直載荷試験概要 
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2800kN は 1 回ずつ載荷・除荷を繰り返して行った。 

(2) 鉛直載荷試験 

図－5に鉛直載荷試験の概要を示す。鉛直載荷試験は，

引張載荷試験により軸方向剛性が低下した場合の，軸直

角方向における曲げ剛性の変化を確認する目的に実施し

たものである。そのため，軸方向剛性の低下がみられな

い軸力 300kN 載荷時，引張力により軸方向の剛性の低下

が確認された軸力 1800kN 載荷時の 2 回実施した。載荷

した鉛直荷重は，鉛直荷重によりひび割れを発生させな

い程度の 50kN とし，300kN，1800kN それぞれの軸力を

維持した状態で各 3 回ずつ載荷した。 
 

3. 試験結果 

3.1 引張載荷試験結果 

(1) ひび割れ発生状況 

図－6に引張載荷試験時のひび割れ発生状況を示す。

最初のひび割れは，900kN の 3 回目の載荷時に横桁端部

の直上付近に発生した。このひび割れは 1200kN の 1 回

目載荷時にも進展し軸直角方向全幅に渡り貫通した。

1200kNの1回目および3回目にはスパン中央の付近にも

発生した。その後，1500kN 時に両端部付近，2300kN 時

に補強鉄筋（D13）終端部付近等に発生し，ひび割れ本

数が増えて行った。 

(2) 軸力―変位関係 

図－7 に荷重―軸方向変位の関係を包絡線で示す。載

荷直後から曲線での推移が見られるものの，900ｋN を境

に軸方向変位量が増大した。 

(3) 軸力―ひずみ関係 

図－8に軸力と軸方向鉄筋のひずみ関係を示す。軸方

向鉄筋のひずみについては A-A 断面，B-B 断面とも 6 箇

所（本）で計測しているため，6 箇所の平均値とした。

また図中には，SRC 床板のコンクリート板にひび割れが

無く，溝型鋼，底鋼板と一体で挙動すると仮定したとき

（以下，全断面有効）と，コンクリートの剛性を無視し，

溝型鋼，底鋼板および鉄筋のみで挙動すると仮定したと

き（以下，鋼材のみ）の，計算値についても合わせて示

す。 

A-A，B-B 断面とも約 980kN 時まで，全断面有効と仮

定した場合の軸力－ひずみ関係をたどるが，B-B 断面で

は，約 980kN 時に 100μ 以上ひずみが増大した。A-A 断

面でも，約 980kN～1100kN 時まで緩やかに軸力－ひずみ

関係の勾配が変化し，1100kN 時に 200μ 以上ひずみが増

大した。このことから，B-B断面付近では約 980kN 時に，

A-A 断面付近では約 1100kN 時にひび割れが発生したも

のと推定される。除荷時には載荷時の勾配よりも緩やか

に戻り，残留ひずみが残った。また，2 回目，3 回目の載

荷時には，A-A 断面では鋼材のみの勾配よりも緩やかな

勾配でひずみが増大した。 

図－9に軸力と溝型鋼（Bd）のひずみ関係を示す。溝

型鋼のひずみについては，右側と左側のひずみ値の平均

値とした。軸方向鉄筋と同様に，A-A 断面では 1100kN

 
図－６ ひび割れ発生状況 

 

図－７ 荷重－軸方向変位関係 
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時にひずみが急増し 2，3 回目載荷時には全断面有効の勾

配から鋼材のみの勾配に近くなった，B-B 断面では

980kN 時にひずみの増加が見られたが、全断面有効に近

い値となった。図－10に軸力とコンクリート表面のひず

み関係を示す。コンクリートのひずみは 2 箇所の平均値

とした。コンクリートひずみにおいては，A-A 断面では

900kN 時，B-B 断面では 980kN 時にひずみが急増し，2，

3 回目載荷時には全断面有効の勾配から鋼材のみの勾配

よりも小さくなった。 

(4) ひずみ分布の履歴 

 図－11に軸力 900kN時および軸力 1200kN 時のひずみ

分布を示す。本試験体は，下方に偏ってコンクリートお

よび底鋼板が配置されているため，全断面有効と考えた

場合でも中立軸とジャッキの芯の位置がずれるため，偏

芯による曲げモーメントが発生する。そのため，上縁ほ

どひずみが大きい結果となった。 

 また，軸力 900kN 時には，底鋼板，溝形鋼，鉄筋，コ

ンクリートのひずみがほぼ直線状に分布するのに対し，

軸力 1200kN 時には，鉄筋およびコンクリートのひずみ

が溝型鋼および底鋼板のひずみ分布と乖離する結果とな

った。このことからも，軸力 900kN と 1200kN の間でコ

ンクリートにひび割れが発生し，全断面有効ではなくな

ったと推定される。 

 

  

図－８ 荷重－鉄筋軸方向ひずみ関係 

 

  

図－９ 荷重－溝型鋼ひずみ関係 

  

図－１０ 荷重－コンクリートひずみ関係 
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3.2 鉛直載荷試験結果 

図－12に鉛直荷重と横桁上面位置の軸直角方向ひず

みの関係を示す。図－12（左）の軸力 300kN 載荷時と(右)

の軸力 1800kN 載荷時でほとんど勾配が変わらないこと

が分かる。このことから，直角方向の剛性は，軸方向の

作用より発生するひび割れの影響を受けていないことが

分かる。 

 

4. 考察 

4.1 ひび割れ発生荷重 

 A-A 断面，B-B 断面に発生するひび割れ発生荷重を検

討した。試験体の中立軸とジャッキの芯の位置がずれる

ことによる偏芯曲げモーメントを考慮し，コンクリート

上面にひび割れが発生する荷重を算出すると，表-2のよ

うになる。表-2には，A-A 断面，B-B 断面のひび割れ発

生荷重をそれぞれ 1100kN ，980kN とした実験値も合わ

せて示す。なお，B-B 断面のひび割れ発生荷重算出時に

は，横桁上フランジについては軸方向鋼材として考慮し，

ウェブ部についてはコンクリートが連続していると仮定

して算出した。 

試験結果では，最初にひび割れの発生した B-B断面に

ついては，計算値と実験値が比較的良く再現できたが，2

番目にひび割れの発生した A-A 断面については，計算値

が実験値よりも大きい結果となった。この原因としては，

最初に生じたひび割れにより溝型鋼等の鋼材部と鉄筋コ

ンクリート部の軸力分担率が変化したために生じたもの

と思われる。 

4.2 軸力分担率 

SRC 床版に引張軸力が作用した場合，鉄筋コンクリー

ト部分にひび割れが発生することにより，溝型鋼，底鋼

板，鉄筋コンクリート部の軸力分担率が変化する。一般

的に，軸力の分担率は SRC 床版断面の鋼材比等により異

なるといわれている 2)。また，今回の試験では，試験体

の中立軸とジャッキの芯の位置がずれていることにより，

偏芯曲げモーメントが作用することから，さらに影響を

受けることになる。そこで，実験結果から軸力分担率を

求めた。図－13に軸力分担率の関係を示す。軸力分担率

の算出に当たっては，まず，溝形鋼および底鋼板からな

る鋼材部のひずみ分布から鋼材部の中立軸位置を求め，

中立軸位置でのひずみ値から鋼材部の軸力を算出し，残

 表－２ ひび割れ発生荷重 

 

  

図－１１ ひずみ分布 
 

  

図－１２ 鉛直荷重と横桁上面ひずみの関係 
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りを鉄筋コンクリート部が分担する軸力として算出した。

また，図－13には，全断面有効と鋼材のみの場合の計算

値についても示す。尚，鋼材のみの RC分担は，コンクリ

ートを除く鉄筋のみの分担である。 

軸力が 900kN までは，全断面有効の場合の軸力分担率

となるが，1200kN 以降は鉄筋コンクリート部分の軸力分

担率が減少し続けるが，2800kN 時でも鋼材のみの場合の

軸力分担率までは達しなかった。このことから，コンク

リートの負担する剛性についても一定程度は，考慮可能

であると考えられる。 

4.3 鉄筋コンクリート部の軸方向剛性変化 

4.2 で述べたように，コンクリートにひび割れが発生す

ることにより，軸力分担率が変化することから，鉄筋コ

ンクリート部の負担剛性についても変化する。図－14に

ひずみと鉄筋コンクリート部の軸方向剛性の関係を示す。

300kN～2800kNまでの各ステップごとの剛性をプロット

した。鉄筋コンクリート部の軸方向剛性は，4.2 で求めた

軸力分担率から鉄筋コンクリート部の負担軸力を算出し，

曲げモーメントによるひずみを控除した軸方向ひずみの

実験値で除して求めた。また，図－14には，全断面有効

の場合，鋼材のみの場合の軸剛性，および DIN FB 1043)

で提案されている鉄筋コンクリート部材の有効伸び剛性

式（1）の計算値（以下，DIN 値）も合わせて示す。 

     (1) 

ここに， 

    ：有効伸び剛性 

     ：鋼材のみの剛性 

     ：鉄筋比 

      ：ヤング係数比 

 

 

 

 

ひずみが 100μ 以下のひび割れ発生以前には，全断面

有効の場合の剛性よりも大きな値となったが，その後減

少し，2300kN 時には鋼材のみの場合の剛性の 4.1 倍，DIN

値の 2.8 倍となった。このことからも，今回の試験範囲

程度の偏芯曲げを受ける場合であっても，既往の設計値

等以上の剛性を確保できる可能性があると思われる。 

 

5. おわりに 

本稿では，鋼トラス橋における SRC 床板の模型試験体

を用いて①コンクリートのひび割れ発生荷重②コンクリ

ートのひび割れ発生後における軸力分担率③コンクリー

トのひび割れ発生後における軸方向の剛性変化を確認し

た。ひび割れ発生荷重は，試験耐の中立軸とジャッキ芯

との位置がずれることによる偏芯曲げモーメントを考慮

することで最初にひび割れを発生する荷重を計算により

再現することができた。ひび割れ発生後のコンクリート

が負担する軸力は，実験値より算出したところ，ひび割

れ発生後も一定程度負担していることが分かった。この

結果より，ひび割れ後の剛性について設計値を示した。 

本研究では，今後，別条件での試験体による実験や解

析を行う。これらを踏まえてさらに有用な設計法の提案

を行っていきたい。 
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図－１３ 軸力分担率 
 

図－１４ コンクリート剛性とひずみの関係 
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