
　表 -1に使用材料の力学的性状を示す．表 -2に試験
体概要，図 -2に試験体形状，配筋図を示す．
　基本的な配筋の試験体 No.12)に対し，試験体 No.2
はヒンジリロケーションによる接合部補強効果の確認
のため梁主筋にフック付きの添筋を配置している．試
験体 No.3は No.2に加え，柱主筋の付着性状改善に
よる履歴性状改善を確認するために柱角筋 4本につい
てフック付きの添筋を配置している．　
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1. はじめに 表 -1　使用材料の力学的性質

表 -2　試験体概要

(a) 試験体No.1 配筋図

(b) 試験体No.2 配筋図

(c) 試験体No.3 配筋図

1.1 研究目的
　RC造建物の柱梁接合部で破壊が起こると、建物本
来の耐震性能を確保できず、エネルギー吸収能力は少
なく，損傷が柱梁接合部に集中するとともに，層破壊
となる可能性がある．
　そこで，石川らは，Paulayらが提案するヒンジリ
ロケーション工法を実用化し，有用な成果を得ている
1)．しかし，ヒンジリロケーションにより塑性ヒンジ
が柱面から離れるにつれ，接合部入力せん断力は大き
くなる (図 -1参照 )．一方で塑性ヒンジが柱面から遠
くなることから接合部の損傷が少なくなるとも考えら
れる．ここではヒンジリロケーションにより接合部損
傷が免れるかについて実験的に検討した．

2. 実験概要
2.1 試験体

2.2 加力方法と変形測定装置
　図 -4に示すように，梁端をローラー支持，柱頭部
および柱脚部をピン支持とした．梁端部には面外変形
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材料 用途，試験体 名称，試験体名
降伏点

(N/mm2 )
引張強度

(N/mm2 )
圧縮強度

(N/mm2 )
ヤング係数

(N/mm2 )

No.1柱梁主筋 D13 372 515 1.71×10 5

No.2・3柱梁主筋 D13 356 544 1.90×10 5

帯筋・あばら筋 φ3.2 226 355 2.06×10 5

No.1 2009-IJ1 23.7 2.26×10 4

No.2 2016-IJ1 30.9 2.79×10 4

No.3 2016-IJ2 32.8 2.99×10 4

コンクリート

鋼材

図 -1　ヒンジリロケーション接合部の応力図

図 -2　試験体配筋図

番号 試験体名 試験体概要
No.1 2009-IJ1 ヒンジリロケーションをしていない試験体（⽐較⽤試験体）
No.2 2016-IJ1 柱⾯からD/2の位置まで梁に添筋を配置
No.3 2016-IJ2 No.2に加え梁⾯からD/2の位置まで柱に添筋を配置

P

MyMcf

塑性ヒンジ

モーメントの増大分



図 -3　加力装置（西面）

(a) 試験体No.1

(b) 試験体No.2

(c) 試験体No.3
図 -4　水平荷重 Pと層間変形角Rの関係

図 -5　各試験体の包絡線
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▲梁曲げ強度計算値

▲梁曲げ強度計算値

▲梁曲げ強度計算値

▼接合部せん断強度

▼接合部せん断強度

▼接合部せん断強度

拘束装置を設け，梁端側面 4箇所をローラーにより支
持した．そして加力装置により，水平方向に正負交番
載荷した．本研究では柱軸力は加えていない．
　加力は変位制御とし，層間変形角 Rに関し，約±
0.5%,± 0.75%,± 1.0%,± 1.5%,± 2.0%,± 3.0%,±
4.0%,± 5.0%,± 7.0%で載荷を行い，± 0.5%から
± 5.0%までは各々 2回ずつ，± 7.0%は 1回とした．
この加力方法は 3試験体とも共通である．
　梁に伝わるせん断力については，梁外端のリンクに
ゲージを貼り，力の逆対称性を確認している．
　また，柱頭と柱脚のピン位置の水平変位の差を柱ピ
ン距離で除して層間変形角とした．梁端の回転量を測
定するため，梁端から 125mmの位置にボルトを埋め
込み，そのボルトの高さ 25mmの位置で内向きに固
定し，変位を柱面にあてて測定した．さらに接合部パ
ネルのせん断変形角については，変位計をパネル対角
方向に設置して求めた．

3. 実験結果
　図 -4~図 -7， 写真 -1に各試験体の実験結果を示す．
　図 -4は水平荷重 Pと層間変形 Rの関係を示して
いる．試験体 No.1の破壊経過については，R=0.5%
で梁に小さな曲げひび割れと梁端にひび割れが生じ，
R=1.5%では接合部中心にせん断ひび割れが集中して
発生，R=3.0%で梁端のひび割れ幅が拡張，R=4.0%
で接合部破壊による剥離が顕著に見られた．試験体
No.2および No.3の破壊経過はほぼ同じで，R=0.5%
で梁に曲げひび割れが発生，R=0.75%ヒンジリロケー
ション付近に曲げひび割れ，接合部にせん断ひび割
れが発生，R=2.0%で梁端に曲げせん断ひび割れが増

試験体No.1
試験体No.2
試験体No.3



(b) 試験体No.2

(c) 試験体No.3
図 -6　水平荷重 Pと梁主筋外側ひずみの関係

(b) 試験体No.2

(c) 試験体No.3
図 -7　水平荷重 Pと梁主筋内側ひずみの関係
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4. 実験結果の考察

体 No.2および No.3ともに早く降伏点に達している
ことが読み取れる．一方，図 -8では，最大耐力時に
も降伏していないことがわかる．このことから，柱主
筋および柱梁主筋にフック付きの添筋を配置すること
でヒンジリロケーションが可能だということが確認で
きる．
　また，試験体 No.1では，R=3.0%を過ぎて強度低
下が始まっているのに対し，試験体No.2およびNo.3
では R=4.0%を過ぎて始まっていることからヒンジリ
ロケーションすることにより靭性性能が増大している
ことがわかる．
　梁主筋降伏時層間変形角については，試験体 No.1
より No.2および No.3の方が小さくなっていること
から，試験体の弾性剛性が大きくなっているといえる．
　写真 -1は実験後の試験体状況を示す．全試験体と
も，最終的に接合部が破壊していることが確認できる．

　表 -3に水平荷重に関する計算結果一覧を示す．
　表 -3より，各試験体の実験値は接合部せん断強度
計算値 (計算値 1)）を下回っており梁降伏が先行した

大，R=4.0%で接合部損傷が拡がり，接合部からコン
クリートが剥落した．No.2およびNo.3の履歴性状は，
No.1に比べ改善が見られる
　図 -5は各履歴曲線の包絡線を示している．なお，
試験体No.1については，梁主筋降伏点が試験体No.2
および No.3と異なることから，比較のため，実験値
に梁主筋降伏点の比をかけて示している．最大水平荷
重は，試験体 No.2および No.3が No.1を約 13%上
回っていることがわかる．しかし，耐力低下は試験体
No.1がもっとも小さく，低下後の耐力はどの試験体
も大きな違いは見られなかった．このことから，ヒン
ジリロケーションをした柱梁接合部は，していない場
合よりも水平耐力は増大するものの，接合部に入力さ
れるエネルギーが大きいため，接合部破壊時の耐力低
下が著しいといえる．
　図 -6は試験体No.2および No.3における水平荷重
Pと梁主筋のヒンジリロケーション位置の荷重ひずみ
関係を示している．図 -7は同様に，梁主筋の柱面位
置のひずみ関係を示している．
　図 -6と図 -7を比較してみると，図 -6の方が試験

梁主筋ヒンジリロケーション位置ひずみ (μ )

梁主筋柱面位置ひずみ (μ )

梁主筋柱面位置ひずみ (μ )



表 -3　水平荷重に関する計算結果一覧
写真 -1　実験後の試験体状況

(c) 試験体No.3(b) 試験体No.2(a) 試験体No.1

1)靭性保障型計算値による接合部強度時水平力計算値 .文献 3)の 8.3.1式による .ただし ,安全率 1/0.85は除く .
2)梁曲げ降伏強度略算式 (=0.9atσ yd)による梁曲げ強度時の水平力計算値 .
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5. 結論
　柱主筋や梁主筋に添筋を加えた接合部において、ヒ
ンジリロケーションが柱梁接合部の破壊性状におよぼ
す影響を検討した結果，以下の結論を得た．
1)

2)

3)

ヒンジリロケーションした接合部でも，接合部せ
ん断余裕度が十分でないと接合部破壊することが
ある .
梁筋にフック付きの添筋を添えるとヒンジリロ
ケーションができることが確認できた．
ヒンジリロケーションすることにより，水平耐力
と弾性剛性が増大した．

ものと考えられる．
　接合部せん断余裕度は、ヒンジリロケーションをし
ていない試験体No.1は 1.24倍，ヒンジリロケーショ
ンをしている試験体No.2および No.3はそれぞれ1.35
倍，1.41倍となった．塑性ヒンジ位置が柱面から
D/2で接合部せん断余裕度が 1.4程度なら大変形時に
接合部破壊することがわかった．

1)

2)

3)

4)

　なお，柱筋添筋の効果が明確にならなかった（No.3）
が，これについては，さらに検討を続ける．コンクリー
ト強度が想定より大きくなったことも影響していると
考える．

計算値 1) 計算値 2) 実験値
計算値 1) /計算値 2)

接合部せん断余裕度
実験値 /計算値 2)

No.1 105.13 85.00 92.03 1.24 1.08
No.2 126.59 93.57 102.58 1.35 1.10
No.3 131.99 93.57 100.33 1.41 1.07

試験体番号

最大耐力時水平力 (kN)




