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要旨：本研究は，鉄筋の組み立て施工における合理化・省力化を図るために鋼板をレーザで直接切断加工し

た格子鋼板筋をコンクリート床版に配置した新床版を提案し，耐荷力性能および耐疲労性を評価することで，

実橋床版への実用性を検証したものである。実験では，輪荷重による走行実験を行い，耐荷力性能を検証し

た。また，輪荷重走行疲労実験より耐疲労性を検証した。その結果，鋼板格子筋を配置した床版の耐荷力は

RC 床版とほぼ同等な耐荷力性能を有するとともに，耐疲労性の評価においても RC 床版と同等な耐疲労性が

得られることを示し，コンクリート床版への適用が可能であることを明らかにした。 
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1. はじめに 

近年，土木構造物の建設においては施工の合理化・省

力化が図られている。一方，建設現場における建設技能

労働者の不足が深刻な問題となっている。とくに，コン

クリート構造物の建設では，鉄筋の加工・組立てを行う

鉄筋工に関わる技能労働者が不足している。このような

背景を受けて，鉄筋に替わる引張材として２タイプの鋼

板格子筋が開発され，コンクリート部材の補強材として

採用されている 1)。鋼板格子筋は，縞鋼板や鋼板にレー

ザでスリットを挿入し，ジャッキで展張して格子状に形

成した格子筋（以下，展張格子鋼板筋とする）とレーザ

で直接格子状に切断した格子筋（以下，格子鋼板筋とす

る）の 2 タイプが提案されている。実構造への使用は，

一面加工された２タイプの鋼板格子筋を部材寸法に合わ

せて折り曲げ加工し，現場では型枠に直接配置し，コン

クリート打ち込むことから施工の合理化・省力化が図ら

れる材料である。とくに，展張格子筋は劣化した RC は

りや RC 床版のポリマーセメントモルタル吹き付けによ

る増厚補強法に採用されている。一方，直接レーザで格

子状に加工した格子鋼板筋は，展張格子筋同様に RC 部

材の引張補強材として提案されている 1)
，

2)が，展張格子

筋と比較してややコストが上回ることから，補強材には

展張格子筋が多く採用されている。しかし，施工の合理

化・省力化，さらには労働力の不足を補うためには工場

での組立加工が可能で，併せて塩害対策としての防錆剤

の塗布も可能な格子鋼板筋を用いた新構造の開発も重要

である。また，展張格子筋および格子鋼板筋を用いた道

路橋 RC 床版の下面増厚補強においては輪荷重走行疲労

実験を行い，補強効果および耐疲労性の評価がなされて

いるものの，鉄筋に替わり格子鋼板筋を床版として適用

させた研究はほとんど行われていないのが現状である。 

本研究では，鉄筋に替わる新材料として開発された格

子鋼板筋を床版部材に適用した場合の耐荷力性能および

耐疲労性の評価を行い，実橋 RC 床版への適用性につい

て検証した。実験では，従来の鉄筋を配置した RC 床版

および格子鋼板筋を配置したコンクリート床版（以下，

MG 床版とする）を製作し，走行荷重実験より耐荷力性

能を評価するとともに輪荷重走行疲労実験から耐疲労性

を検証する。また，RC 床版の理論押抜きせん断耐荷力

および S-N 曲線式との整合性についての検討も行った。 

 

2. 格子鋼板筋の概略および製作方法 

2.1 格子鋼板筋の概略 

 格子鋼板筋には，縞鋼板および鋼板（鋼種：SS400，

SM400，SM490)を用いる。縞鋼板については規定厚の

16mm まで，鋼板については一般的に使用されている異

形棒鋼と同等の断面積を有する矩形に切断することを想

定して板厚 25mm までの加工が可能である。 

2.2 格子鋼板筋の製作方法 

 格子鋼板筋の製作方法を図－1 に示す。格子鋼板筋の

製作方法は，縞鋼板あるいは鋼板を設置し，直接レーザ

で格子状に切断加工する（図－1(1)，(2)）。切断加工さ

れた格子鋼板筋は図－1(3)に示す形状となり，軸直角方

向（主鉄筋）および軸方向の配力筋，それぞれの断面積

を自由に切断加工することが可能である。また加工され

た格子鋼板筋は，部材に合わせて折り曲げ加工し，必要

に応じて防錆剤を塗布する（図－1(4)）ことが可能で，

その後型枠材に配置する。 

以上のように，格子鋼板筋は，鋼板を直接レーザ加工

することから一面状に製作され，軸・軸直角方向の有効

高さが同一となる。よって，施工時は型枠に直接設置す

ることから，施工の合理化・省力化が図れる材料である。 
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3．使用材料および供試体概要 

3.1 使用材料 

(1) RC 床版および MG 床版 

 RC 床版供試体のコンクリートには，普通ポルドラン

ドセメントと 5mm 以下の砕砂および 5mm～20mm の砕

石を使用した。コンクリートの設計基準強度は 2012 年改

訂の道路橋示方書・同解説（以下，道示とする）3)の規

定に基づいて 24N/mm2 以上となるように配合した。RC

床版の配合条件を表－1に示す。鉄筋には，SD295A，D10

を用いた。 

 MG 床版供試体のコンクリートは，RC 床版と同様の配

合とした。ここで，コンクリートの圧縮強度および鉄筋，

格子鋼板筋の材料特性値を表－2に示す。 

(2) 格子鋼板筋 

 格子鋼板筋には，材質 SS400，厚さ 4.5mm の縞鋼板を

用いる。また，格子鋼板筋を使用する場合，異形鉄筋と

異なりコンクリートとの付着面が平滑であることから，

異形鉄筋と同等以上の付着性能を有することが重要とな

る。そこで本研究では，格子鋼板筋を用いた引抜き試験

を行い，付着強度を評価した。格子鋼板筋の引抜き試験

は，エポキシ系樹脂塗装を用いる鉄筋コンクリートの設

計指針(土木学会)の付着試験方法（JSCE-E516-2003）4)

に準拠して実施した。試験用の供試体材料には，コンク

リートは普通ポルトランドセメント，粗骨材 大寸法 20

～25mm，圧縮強度 30.0±3.0N/mm2（28 日強度），スラ

ンプ 10±2.5cm を目標として示方配合を行った。格子鋼

板筋には，板厚 9.0mm，縦筋幅 15mm の縞鋼板（SS400）

を使用し，防錆剤処理を施していないものと防錆剤とし

てエポキシ樹脂を塗布した 2 種類の供試体を各 3 体作製

した。また，比較検討を行うために SD295A D13 の異形

鉄筋にも同様の試験を行った。 

 引抜き試験より，縞鋼板を用いた格子鋼板筋の付着強

度の平均は 4.54N/mm2，エポキシ系樹脂を塗装した縞鋼

板の付着強度の平均は 2.99N/mm2 であった。一方，異形

鉄筋（SD295A D13）の付着強度の平均は 2.99N/mm2 で

あり，防錆剤を塗布した場合でも異形鉄筋と同等の付着

強度を有することを確認した。 

 以上より，本実験では防錆剤としてエポキシ樹脂を塗

布した格子鋼板筋を用いることとした。 

3.2 供試体概要 

(1) RC 床版供試体 

 本実験に用いた供試体の寸法は，道示の規定に基づい

て設計し，その 1/2 モデルとした。ここで，RC 床版供試

体の寸法および鉄筋配置を図－2(1)に示す。 

 供試体寸法は，全長 1,470mm，支間 1,200mm，床版厚

130mm とした。鉄筋は複鉄筋配置とし，主鉄筋に D10

を 100m 間隔で配置し，主筋の有効高を 105mm，配力筋

の有効高を 95mm とした。また，圧縮側には引張鉄筋量

の 1/2 を配置した。有効高は軸直角方向は 25mm，軸方

向は 35mm である。供試体名称は，走行荷重実験に用い

た供試体を RC-R1，R2，輪荷重走行疲労実験に用いた供

試体を RC-F1 とする。 

(2) MG 床版供試体 

 MG 床版供試体の寸法は，全長，支間，厚さは RC 床

版と同様とした。格子鋼板筋の形状および格子間寸法は，

RC 床版と同様に引張側の軸直角方向および軸方向の格

子間寸法は 100mm×100mm とし，軸直角方向および軸方

向の有効高は 105mm とした。また，圧縮側には引張鋼

材量の 1/2 を配置し，有効高は 25mm とした。断面寸法

は，厚さ 9.0mm，幅 7.0mm，断面積は 63mm2 とし，付着

力を高めるために 9mm 間隔ごとに 2mm の突起を設ける

構造とした。ここで，格子鋼板筋の寸法および形状を図

－2(2)，格子鋼板筋の形状寸法を図－3 に示す。供試体

名称は，走行荷重実験に用いた供試体を MG-R1，R2，

輪荷重走行疲労実験に用いた供試体を MG-F1，F2，F3

とする。 

(1)レーザー切断          (2)格子状に切断           (3)格子鋼板筋             (4)防錆剤の塗布 

図－１ 格子鋼板筋の製作方法 

表－1 コンクリートの示方配合 

C W S G Ad

18 4.5 49.5 47.6 344 170 832 956 3.4

スランプ
(cm)

空気量
(%)

W/C
(%)

s/a
(%)

単位量 (kg/m³)

表－2 コンクリートおよび鉄筋の材料特性値 

RC床版 384 526 200

MG床版 337 442 200

降伏強度
(N/mm²)

引張強度
(N/mm²)

弾性係数
(N/mm²)

35

供試体

コンクリート
圧縮強度
(N/mm²)

鉄筋および格子鋼板筋
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3.3 RC・MG 床版の製作手順 

 本実験に用いた RC・MG 床版供試体の製作手順を図－

4に示す。 

RC 床版の製作は，図－4(1)に示すように，まず型枠

上に引張側の鉄筋を軸直角方向，すなわち主筋を 100mm

間隔で配置する。次に軸方向，すなわち配力筋方向に主

鉄筋と同様に 100mm 間隔で配置し，格子状に組立て，

結束線で一体化する作業を行う(図－4(1),1))。次に，圧

縮側も同様に軸方向および軸直角方向に 200mm 間隔で

組立筋を配置し，結束線で一体化する（図－4(1),1)）。

その後，側面の型枠を製作し，鉄筋の組上げを行う（図

－4(1),3)）。なお，鉄筋の組立に要する時間は 120 分程

度である。 後に，コンクリートを打設(図－4(1),4))

し，養生を行った。 

次に，MG 床版は図-4(2)に示すように，引張側の格子

間隔を軸直角方向および軸方向ともに，鉄筋と同様に

100mm 間隔で製作する。また，圧縮側についても RC 床

版と同様に 200mm 間隔で製作する。製作した格子鋼板

筋に防錆剤としてエポキシ樹脂を塗布して，工場から出

荷する。製作した引張側および圧縮側の格子鋼板筋をそ

れぞれ図－4(2),1)，2)に示す。現場における作業とし

ては，製作した格子鋼板筋はかぶりを考慮して引張側に

設置し，組立筋を配置して圧縮側の格子筋を設置する

（図－4(2),3)）。この間に要する時間は 30 分程度であ

り，大幅に施工時間が短縮できることから，施工の合理

化が図られる材料である。その後，コンクリートを打設

(図－4(2),4))して，養生を行った。 

 以上のことからも，格子鋼板筋を用いた MG 床版は，

実施工において一般的な鉄筋の組立作業に対して時間短

縮が期待できる材料であると考えられる。 

 

4．実験方法および等価走行回数 

4.1 走行荷重実験 

 RC 床版に走行荷重が作用した場合の 大耐荷力の検

証について阿部ら 5)は，輪荷重による走行荷重実験から

評価し，併せて押抜きせん断力学モデルおよび耐荷力式

を提案している。よって，MG 床版における 大耐荷力

の検証も同様の実験方法を用いることとする。 
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図－2 RC・MG 床版の形状寸法 

図－4 RC・MG 床版の製作手順 

図－3 格子鋼板筋の寸法 
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 走行荷重実験は，RC 床版および MG 床版の軸方向中

央を起点に図－5 に示すように橋軸方向を一往復走行さ

せ，一往復ごとに荷重を増加する段階荷重載荷とする。

実験方法は，まず床版中央に所定の輪荷重を載荷し，橋

軸方向に 450mm 走行させて折り返し，900mm 走行後に

再度折り返して 450mm 走行させて元の床版中央に戻る

までの 1 往復を走行させる。荷重は 1 走行ごとに 10kN

ずつ増加させ，供試体が破壊に至るまで荷重の増加と走

行を行った。なお，本実験における 大耐荷力は，一走

行を維持した 大荷重とした。 

4.2 輪荷重走行疲労実験および等価走行回数の算定 

(1) 輪荷重走行疲労実験 

 輪荷重走行疲労実験は，床版中央から±450mm の範囲

（900mm）に輪荷重を連続走行させる実験である。なお，

走行範囲に関しては，輪荷重が 45 度に分布すると仮定し

た場合，軸方向支点間 1,200mm 内全域に荷重が分布する

こととなる。荷重載荷方法は，RC 床版および MG 床版

供試体ともに初期走行荷重を 80kN とし，20,000 回走行

ごとに 20kNずつ増加させ，供試体が破壊するまで 20,000

回走行ごとに荷重を増加させる。 

以上の実験方法より，RC 床版および MG 床版の実験

による走行回数を得る。また，耐疲労性は等価走行回数

を得て評価する。 

(2) 等価走行回数 

 輪荷重走行疲労実験では，20,000 回走行ごとに荷重を

増加させることから，基準荷重と載荷荷重および実験走

行回数の関係から等価走行回数 Neq を算出して耐疲労性

を評価する。輪荷重走行疲労実験による等価走行回数Neq

は，マイナー則に従うと仮定すると，式(1)として与えら

れる。なお，式(1)に適用する S-N 曲線の傾きの逆数 m

は，松井らが提案する S-N 曲線式の傾きの逆数の絶対値

ｍ＝12.7 を適用する 6)。また，本供試体の基準荷重は，

道示Ⅰに規定する床版の 1/2 モデルであることから活荷

重 100kNの 1/2に安全率 1.2を考慮して 60kNとして式(1)

に適用する。 

                                         

                              (1) 

          

 ここで，Neq：等価走行回数（回），Pi：載荷荷重（kN），

P：基準荷重 60kN，Ni：実験走行回数（回），m：S-N

曲線の傾きの逆数の絶対値(=12.7) 

 

5. 実験結果および考察 

5.1 耐荷力性能 

 走行荷重実験より得られた RC 床版および MG 床版の

大耐荷力を表－3に示す。 

 (1) RC 床版 

 RC 床版の走行荷重実験における 大耐荷力は表－3

より，供試体 RC-R1 が 172.5kN，RC-R2 が 171.5kN とな

り，平均 大耐荷力は 172.0kN であった。この RC 床版

の 大耐荷力を基準としてMG 床版の耐荷力性能を評価

する。 

 (2) MG 床版 

 MG 床版の走行荷重実験における 大耐荷力は，供試

体 MG-R1，R2 で，それぞれ 165.0kN，170.0kN となり，

大耐荷力の平均は 167.5kN であった。RC 床版の 大

耐荷力の平均と比較すると 97％となり若干下回ってい

るが，鋼材の材料特性値の違いなどを考慮すると，ほぼ

同等の耐荷力性能を有するものと評価できる。 

5.2 等価走行回数 

 本実験における RC 床版および MG 床版供試体の実験

走行回数および式(1)より算出した等価走行回数をまと

めたものを表－4に示す。 

(1) RC 床版 

 RC 床版供試体 RC-F1 の等価走行回数は，6.29×106回

である。この RC 床版供試体の等価走行回数を基準とし

て，MG 床版の耐疲労性を評価する。 

(2) MG 床版 

 MG 床版供試体 MG-F1，F2，F3 の等価走行回数は，そ

れぞれ 6.36×106回，6.16×106回，6.68×106回となって

おり，平均等価走行回数は 6.40×106回である。RC 床版

支間 1200

450 450

荷重

車輪

床版

図－5 走行振動実験方法 

表－3 走行荷重実験による最大耐荷力 

RC-R1 172.5

RC-R2 171.5

MG-R1 165.0

MG-R2 170.0

耐荷力比
(MG-R/RC-R)

167.5

172.0 ―

0.97

供試体

大耐荷力

(Pmax)

(kN)

大耐荷力
の平均

(kN)

 
n

m

eq i i
i 1

N P P N


 

表－4 等価走行回数と走行回数比 

80ｋN 100ｋN

実験走行回数 20,000 8,400

等価走行回数 772,240 5,517,704

実験走行回数 20,000 8,500

等価走行回数 772,240 5,583,391

実験走行回数 20,000 8,200

等価走行回数 772,240 5,386,330

実験走行回数 20,000 9,000

等価走行回数 772,240 5,911,826

供試体

RC-F1

MG-F1

MG-F2

MG-F3

荷　重

6,289,944

6,355,631

6,158,571

6,684,066

等価
走行回数

走行回数比
(MG-F/RC-F)

―

1.01

0.98

1.06
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供試体と比較すると 1.02 倍となっており，ほぼ同等な等

価走行回数が得られる結果となった。したがって，新材

料である格子鋼板筋を配置した MG 床版は，RC 床版と

同等な耐疲労性を有することが明らかとなった。 

 以上の結果から，RC 床版に鉄筋に替わる格子鋼板筋

を配置した供試体は，鉄筋を配置した供試体とほぼ同等

な結果が得られたことから，本提案の格子鋼板筋は RC

床版の鉄筋に替わる引張材として十分に実用性があるも

のと判断できる。 

 

6. 理論押抜きせん断耐荷力および S-N 曲線式 

6.1 RC 床版の S-N 曲線式および押抜きせん断耐荷力式 

 RC 床版の S-N 曲線式および押抜きせん断力学モデ

ル・耐荷力式に関しては，松井 6),7)らや阿部ら 5),8)が提案

を行っている。松井らは 1964 年の設計基準に準拠し，鉄

筋には丸鋼，一部に異形鉄筋を配置した RC 床版の S-N

曲線式およびはり幅Bを考慮した押抜きせん断耐荷力式

を提案している。一方，阿部らは 1994 年改訂の道示に準

拠して製作した RC 床版，すなわち異形鉄筋を配置した

RC 床版の S-N 曲線式および走行荷重実験による押抜き

せん断耐荷力式を提案している。本供試体は，鉄筋に替

わる新材料として格子鋼板筋を用いた床版であり，2012

年改訂の道示に準拠して製作したことから，阿部らが提

案する押抜きせん断耐荷力式から 大耐荷力を評価し，

S-N 曲線式との整合性を検証する。ここで，阿部らが提

案する S-N 曲線式は式(2)として与えられる。 

 

   log (P/Psx)＝－0.06417 log N＋log 0.996    (2) 

 

 ここで，P：基準荷重（kN），Psx：破壊荷重付近の押抜きせん

断耐荷力，N：走行回数 

 次に，阿部らが提案する RC 床版の押抜きせん断力学

モデルを図－6に示す。押抜きせん断耐荷力 Psx は，図－

6に示すように，RC 床版の輪荷重位置から曲げ圧縮応力

を受ける等価応力ブロック a の範囲には，コンクリート

のせん断強度 fcv0を考慮した押抜きせん断耐荷力，また，

輪荷重設置から 45 度底面のダウエル作用の影響を受け

る範囲にはコンクリートの引張強度 ft を考慮した押抜き

せん断耐荷力として評価しており，これを合計したもの

を RC 床版の押抜きせん断耐荷力 Psx として式(3)で与え

ている。 

 

   Psx＝ fcv0{2(B＋2a)a＋2(A×a)}＋ft{4(2dd＋B)CX}  (3) 

       fcv0＝ 0.688f'c
0.610 ≦f'c＝80N/mm2  

        ft＝0.269f'c
2/3 

 ここで，A，B：載荷版の主鉄筋，配力筋方向の辺長

(mm)，a：主鉄筋方向 aX，配力鉄筋方向 aYの等価応力ブ

ロックの平均値(mm) (＝(aX＋aY)/2)，CX：ダウエル効果

が影響を示す寸法効果(＝主鉄筋のかぶり(C'X)と配力筋

方向のかぶり(C'Y)の平均値(mm))，C'd：主鉄筋のかぶり

(C'X)と配力筋方向のかぶり(C'Y)の平均値(mm) (＝(C'X＋

C'Y)/2)，dd：主鉄筋の有効高さ(dX)と配力筋方向の有効高

さ(dY)の平均値(mm) (＝(H－C'd))，H：床版全厚(mm)，

fcv0：コンクリートのせん断強度(N/mm2)8)，ft：コンクリ

ートの引張強度(N/mm2) 

 なお，式(3)における破壊荷重付近の等価応力ブロック

a は簡易的に式(4)として与えられている。 

 

    

                                    (4) 

 

ただし，m＝fy/0.85f'c，p＝As/(b ･d)，p'＝A's /(b ･d） 

 

 ここで，f'cd：コンクリートの設計圧縮強度(N/mm2)，

fy：鉄筋および格子鋼板筋の引張強度(表－2)，As：引張

側の鋼材量，A's：圧縮側の鋼材量，d：有効高さ，d'：圧

縮縁から圧縮鋼材の図心までの距離，b：部材幅(=100cm)，

Es，E's：鉄筋のヤング係数（＝200kN/mm2），e'cu：コン

クリートの終局ひずみ（＝0.0035），ß：0.8 

6.2 RC 床版および MG 床版の押抜きせん断耐荷力 

式(3)より算出した RC 床版および MG 床版の理論押抜

きせん断耐荷力および実験より得られた結果を表－5 に

示す。 

(1) RC 床版 

RC 床版の走行荷重実験における 大耐荷力は，供試

体 RC-R-1，R2 で，それぞれ 172.5kN，171.5kN である。

これに対して式(3)より算出した理論押抜きせん断耐荷

力 Psx は 165.2kN となり，実験より得られた 大耐荷力

の 96%となっている。 

(2) MG 床版 

MG 床版は，一面加工した格子鋼板筋を用いたことか

ら，式(3)におけるダウエル作用の影響が及ぼす寸法効果

CXは，かぶり 20mm に格子筋の厚さ 9mm を加えた値，

すなわち CX=29mm として適用した。走行荷重実験によ

 
 

cu s y
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cu s y cu s y

a d m 2 P P e E f

P P e E f P 4 m d d e E f
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図－6 押抜きせん断力学モデル 
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る 大耐荷力は，供試体 MG-R1，R2 でそれぞれ 165.0kN，

170kN である。また，式(3)より算出した理論押抜きせん

断耐荷力は 163.0kN であり，実験による 大荷重の 96%

～99%と近似した結果が得られている。 

よって，格子鋼板筋を用いた床版の押抜きせん断耐荷

力は，阿部らが提案する押抜きせん断耐荷力式を適用す

ることで評価できる。 

6.3 RC 床版および MG 床版の S-N 曲線との整合性 

RC 床版および MG 床版の基準荷重 P を押抜きせん断

耐荷力 Psx で除した S 値（＝P/Psx）と輪荷重走行疲労実

験による等価走行回数 Neqの関係を図－7に示す。なお，

図－7には松井ら 6)が提案する S-N 曲線式も併記した。 

(1) RC 床版 

RC 床版の S-N 曲線式との整合性は，S 値（＝P/Psx＝

60/165.2＝0.363）と本実験より得られた等価走行回数 Neq

との関係より，阿部らが提案する S-N 曲線上にプロット

される結果となっており，整合性が評価できる。 

(2) MG 床版 

MG 床版の S-N 曲線式との整合性は，S 値 0.368（＝P/Psx

＝60/163.0＝0.368）と等価走行回数 Neq との関係から，

供試体 MG-F1，F2，F3 ともに S-N 曲線式上にプロット

される結果が得られた。 

以上の結果より，本実験の範囲内では格子鋼板筋を用

いた MG 床版は，阿部らが提案する押抜きせん断耐荷力

式および S-N 曲線式を適用することで理論推定を行うこ

とが可能である。しかし，本提案の MG 床版に関しては，

格子鋼板筋の配置法も含め，今後さらなる実験検証を行

い，押抜きせん断耐荷力および S-N 曲線式との整合性に

ついて検討する必要がある。 

 

7. まとめ 

本研究は，新たに開発された格子鋼板筋を用いた道路

橋床版の実用性を検証するために走行荷重実験および

輪荷重走行疲労実験を行い，耐荷力性能および耐疲労性

について検証した。その結果，以下の知見が得られた。 

(1)格子鋼板筋を用いて RC 床版を製作した場合，従来の

鉄筋配置に比して大幅な時間の短縮が図られた。よっ

て，実施工においても施工の合理化・省力化が図れる

材料である。 

(2)走行荷重実験より，MG 床版供試体の 大耐荷力は，

RC 床版供試体の 大耐荷力とほぼ同等の耐荷力を有

することを示した。また，理論押抜きせん断耐荷力と

の比較においても理論値と実験値は近似する結果が

得られた。 

(3)等価走行回数より，従来の鉄筋を配置した RC 床版供

試体と比較して格子鋼板筋を用いたMG床版供試体の

等価走行回数は，ほぼ同程度の結果が得られたことか

ら，格子鋼板筋を用いた床版は十分な耐疲労性を有し

ており，実用性が評価できる。 

(4)鉄筋に替わり鋼板格子筋を配置した床版部材の押抜

きせん断耐荷力は，阿部らが提案する式を適用するこ

とで評価することが可能である。また，S-N 曲線式と

の整合性について検証した結果，本実験の範囲内にお

いては S-N 曲線上にプロットされる結果が得られた。 
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図－7 S-N 曲線 

表－5 実験耐荷力および理論押抜きせん断耐荷力 

RC-R1 172.5 0.96

RC-R2 171.5 0.96

MG-R1 165.0 0.99

MG-R2 170.0 0.96
163.0 0.99

耐荷力比

(Psx/Pmax)供試体

大耐荷力

Pmax

(kN)

理論押抜き
せん断耐荷力

Psx (kN)

理論
耐荷力比

Psx (MG/RC)

165.2 ―
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