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技術報告技術報告

1．はじめに
近年、鉄筋コンクリート構造物の材料の高強度化や断

面寸法の縮小の要請等から、鉄筋の過密配筋化の問題が
生じている。この問題を解決する一つの手法として、鉄
筋端部に突起物を設けることにより機械的な定着力を期
待する機械式定着の開発が多く続けられてきている。機
械式定着の多くは、鉄筋端部に別に作製された定着部を
接合して用いる。定着部は構造物に数多く用いられるこ
とから材工を含めたコストの制約を強く受ける。
本報は、別に作製された定着部を必要としない機械式

定着として、鉄筋端部に熱間加工を施し鍛造成型した定
着部をもつ機械式定着鉄筋（ステッキバー）を作製し、
その定着性能について検討を行ったものである。

2．「ステッキバー」の概要
ステッキバーは、ヒンジが生じない基礎梁のせん断補

強筋（副あばら筋、中子筋）に用いるために、鉄筋端部
を楔形に熱間鍛造加工した機械式定着部を、コンクリー
トに定着かつ梁主筋（被拘束鉄筋；拘束しようとする鉄
筋）を拘束して、部材の靭性を確保する構造の鉄筋であ
る。従来の折り曲げ定着した鉄筋と同等の性能を有して
おり、主筋の組立て後に配筋が可能なため、施工手順が
簡潔で施工の合理化が可能であり、工期短縮が望める。
2. 1　熱間鍛造加工
ステッキバーにおける鉄筋端部の定着部成型には、熱

間鍛造加工技術を用いる。鉄筋端部を所定の温度に抵抗
加熱し、平押、曲げ加工、荒成形および仕上げ成形を経
て楔形状とする（写真-1）。その後、周辺バリを取り除き、

ステッキバーの定着部とする。したがって、定着部と鉄
筋とが同一部材のため、品質が安定している。

2. 2　ステッキバーの適用範囲
ステッキバーの適用範囲と使用例を示す（表-1, 図-1）。
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3. 3　試験結果
全ての試験体で鉄筋母材部の破断を確認した。破断位
置は、D13では定着プレート背面より平均148mm、
D16では平均163mmの位置であった（図-4）。試験結果
より、定着筋の定着部が鉄筋母材部の引張強さ以上であ
ることが確認できた。

3. 　ステッキバー定着筋の単体勾配引張試験
3. 1　試験目的
ステッキバー定着筋（以下定着筋）が偏心荷重を受け

る場合において、定着部が鉄筋母材部の引張強度以上の
耐力を有することを確認する。
3. 2　試験方法
土木学会 ｢鉄筋定着・継手指針［2007年版］｣ 1）に示
された定着部の性能評価に従い、単体勾配引張試験を
行った。試験対象とした定着筋はD13、D16（ともに
SD345）をそれぞれ3本である。試験は、定着部が鉄筋
母材部の引張強度以上の耐力を有することを確認するた
めに、定着筋が破断するまで行った。
また、定着筋の掴み位置については、定着プレート背

面から15d（dは定着筋の呼び名の値）とした。以下に
定着筋の寸法･形状および試験治具概要を示す（図-2, 
図-3）。

表-1　ステッキバーの適用範囲

図-1　ステッキバーの適用例

図-2　定着筋の寸法・形状

図-4　破断位置

図-3　単体勾配引張試験の試験治具概要
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4．  コンクリート中に埋設した定着筋の定着性
能確認試験

4. 1　試験目的
コンクリート中に埋設した定着筋の引き抜き試験を行

い、引き抜き耐力および引き抜き剛性を調べる。同時に、
折り曲げ定着した鉄筋の引き抜き試験を行い、両者の比
較から定着筋の定着性能が折り曲げ定着と同等以上の性
能を有していることを確認する。
4. 2　試験概要
定着筋が引き抜き力を受けるときの力学性能を調べる

ため、土木学会「鉄筋定着・継手指針［2007年版］」1）

定着部の性能評価法に従い、コンクリート中に定着筋を
埋設し、引き抜き試験を行った（写真-2, 図-5）。引き
抜き対象となる定着筋はD13、D16の2種類とし、定着
筋を引っ掛ける鉄筋（主筋）はD22、D35、D41の3種
類とした。定着筋と主筋の組み合わせは全種類行うもの
とし、1つの条件につき3本の試験を行った。基準とな
る試験体は定着筋D16、主筋D41の組み合わせである。
その他の条件は、かぶり厚さ（定着プレート背面のコン
クリート厚）を40mm、コンクリートの圧縮強度を24N/

mm²、定着筋の定着部以外の付着はコーキング材によ
り除去した状態を標準とした。表-2に試験体一覧を示す。
試験は、センタホール型油圧ジャッキにより引張力を

表-2　定着性確認試験の試験体一覧

図-5　定着性確認試験の試験体図 図-7　ひずみゲージ貼付位置と各部位の呼称

図-6　定着性確認試験の試験装置（寸法単位mm）写真-2　定着性確認試験の試験写真
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図-8（a）より、D13定着筋を使用した試験体は折り曲
げ定着の試験体より引き抜き剛性が高いことが分かる。
また、図-8（b）より、D16定着筋を使用した試験体の引
き抜き剛性は、折り曲げ定着の試験体と同程度であるこ
とが分かる。以上より、定着筋を使用した試験体は折り
曲げ定着と同等以上の引き抜き剛性を有している。
②主筋呼び名の違いによる影響

D13定着筋で主筋呼び名が異なる試験体（D13-D22_

N,D13-D35_N,D13-D41_N）の荷重－移動量関係を図-9
（a）に、D16定着筋で主筋呼び名が異なる試験体（D16-

D22_N,D16-D35_N,D16-D41_N）の結果を図-9（b）に示
す。また、図-10にそれらの試験体の荷重－ひずみ関係を
示す。

図-9　主筋呼び名の違いによる比較（荷重－移動量関係）

図-10　主筋呼び名の違いによる比較（荷重－ひずみ関係）

図-9（a）より、D13定着筋で主筋呼び名D35の試験体は、
主筋呼び名D22、D41の試験体に比べて引き抜き剛性が
高い傾向にあり、主筋呼び名D22、D41の試験体ではほ
ぼ同じ引き抜き剛性である。また、図-10（a）より、定

与えて行った。ジャッキの荷重、定着部の移動量（定着
プレート背面に取り付けたねじ棒鋼の移動量）および定
着筋のひずみを測定した（図-6）。
また、ひずみゲージの貼付位置については、応力が集

中すると予想される定着プレートと鉄筋母材部との接合
部（R部）の定着プレート前方側と後方側、そこから主
筋径の大きさだけR部から離れた位置の定着プレート前
方側と後方側、定着プレート背面の計5箇所である（図
-7）。
なお、試験は、定着部が鉄筋母材部の引張強さ以上で

あることを確認するため、定着筋が破断するまで行った。
4. 3　試験結果と考察
引き抜き試験の結果、全ての試験体で定着筋の母材部

で破断することが確認された。また、定着筋の定着性能
についての検討結果を以下に示す。比較を行った組み合
わせは、表-3に示す通りである。

表-3　試験体比較ケース一覧

①定着筋と折り曲げ定着との引き抜き剛性の比較
定着筋を使用した試験体（_Nシリーズ）と折り曲げ

定着を使用した試験体（_H135,_H180シリーズ）の荷
重－移動量関係を図-8に示す。

図-8　定着筋と折り曲げ定着との比較（荷重－移動量関係）
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響が大きいものと考えられる。
④コンクリート強度の違いによる影響

D16定着筋でコンクリート強度の異なる試験体（D16-

D41_F18,D16-D41_N,D16-D41_F35,D16-D41_F60）
の荷重－移動量関係を図-12に示す。コンクリート強度
が高いと，引き抜き剛性が高くなることが分かる。また、
図-13に荷重－ひずみ関係を示す。定着プレートと鉄筋
の接合部付近で、定着プレート後方側のひずみ2の値を
比較すると、コンクリート強度が高い、Fc=35N/mm²お
よびFc=60N/mm²の試験体（D16-D41_F35,D16-D41_

F60）では、引張の分布となっている。一方、コンクリー
ト強度が低い、Fc=18N/mm²およびFc=24N/mm²の試
験体（D16-D41_F18,D16-D41_N）では、荷重が大き
くなると引張から圧縮へと変化している。これは定着プ
レートが回転することにより、ひずみ2の位置に圧縮力
が作用したことが原因と考えられる。また、ひずみ1（定
着プレート前方側の接合部付近）の値を比較すると、コ
ンクリート強度が高くなるほど、ひずみの増加程度が小
さくなることが分かる。以上のことより、コンクリート
強度が高い試験体では、定着プレート後方に作用するコ
ンクリートからの反力が大きく、定着プレートの変形お
よび回転が抑えられることにより、引き抜き剛性が高く
なると考えられる。

着プレートと鉄筋の接合部付近のひずみを計測している
ひずみ1、2は、主筋呼び名によらずほぼ同じ値を示し
ていることが分かる。一方、図-9（b）より、D16定着筋
の試験体は、主筋呼び名の違いによらずほぼ同じ引き抜
き剛性であることが分かる。また、図-10（b）より、ひ
ずみ1、2の値も大きな差はないことが分かる。従って、
主筋呼び名の違いによる引き抜き剛性への影響は少ない
と考えられる。
③定着筋の呼び名の違いによる影響

D16定着筋を使用した試験体（D16-D41_N）とD13定
着筋を使用した試験体（D13-D41_N）の荷重－移動量関
係を図-11に示す。D13定着筋の試験体に比べ、D16定着
筋の試験体の引き抜き剛性はやや低いが、両者の差は小
さいことが分かる。この傾向は主筋呼び名を変更した試験
体（D13-D35_NとD16-D35_N,D13-D22_NとD16-D22_N

の比較）でも同様であった。

図-11　定着筋の違いによる比較（荷重－移動量関係）

定着筋呼び名の違いによるひずみの推移を比較した図
-10より、定着プレート後方側のひずみ2の値は、D13

定着筋では常に引張となっており、荷重の増加とともに
ほぼ比例して増加している。これに対しD16定着筋では、
載荷初期では中立、または引張を受けているものの、荷
重が増加すると圧縮のひずみを受けるようになる。この
ことから、D13定着筋の試験体に比べ、D16定着筋の試
験体は、定着プレートと母材部の接合部に大きなモーメ
ントが作用し、定着プレートの回転が発生していると考
えられる。この理由として、D13定着筋に比べD16定着
筋は、1）定着プレートと主筋が接地する位置と定着筋
軸との距離が長く、2）定着プレート後方の長さが短い
ため、定着プレート後方に作用する力（定着プレートが
回転するのを妨げる方向の力）が小さくなるためと考え
られる。また、定着プレート背面のひずみ（ひずみ5）は、
D16定着筋の試験体でやや大きいものの、D13定着筋の
試験体と比べその差は小さい。従って、定着プレートが
回転する要因としては、1）の要因よりも2）の要因の影

図-12　コンクリート強度の違いによる比較（荷重－移動量関係）

図-13　コンクリート強度の違いによる比較（荷重－ひずみ関係）
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行った。主な結果は以下の通りである。
（1）  定着筋は、折り曲げ定着と同等以上の引き抜き剛

性を有している。
（2）  定着筋の呼び名、主筋の呼び名を変えても、本試

験の範囲では引き抜き剛性に大きな差はみられない。
ただし、ひずみの値より、D16定着筋では引張力が
増加すると定着プレートが回転する挙動がみられ
ることが分かる。

（3）  コンクリート強度を高くすると、引き抜き剛性が
高くなる。これは、コンクリート強度が高くなれば、
定着プレートの回転が定着プレート後方に作用す
る反力により拘束されるためと考えらえる。

（4）  かぶり厚さの大小が定着筋の引き抜き剛性におよ
ぼす影響は明確でなく、また、その値の違いも小
さい。

（5）  定着筋の高応力繰り返し時の抜け出し量は折り曲
げ定着に比べ小さい。

5．ステッキバーを用いた部材実験
5. 1　梁の曲げせん断実験
5. 1. 1　試験体の諸元および形状
図-16に試験体の形状および配筋詳細を示し、表-4に
試験体の一覧を示す。試験体は3体で、中子筋の定着法
および中子筋の本数（せん断補強筋比）を実験変数とした。

表-4　試験体一覧

梁断面はB×D=300mm×400mmとし、主筋は3-D22

（Pt＝1.11%）または4-D22（Pt＝1.47%）とした。
外周のせん断補強筋は2-D6とし、中子筋は1-D13 およ

び2-D13と変化させ、あばら筋比Pw＝0.63%、1.06%と
した。試験体No.11、No.12 は曲げ降伏が先行するように、
試験体No.13 はせん断破壊が先行するように計画した。
なお、定着筋の定着部は、本来中子筋の下部に用いるも
のであるが、梁主筋の付着に対して厳しくなるように、
試験体では上部に配置し、下部を135°折り曲げとした。
試験体は、両側に加力用のスタブを有する形状とし、
中央部分が試験部分である。梁の内法長さは1200mm 

（＝3D）とした。スタブの断面は350mm×600mmとし、
上下に主筋3-D25 およびせん断補強筋2-D13@100 を追
加した。

⑤かぶり厚さの違いによる影響
かぶり厚さが40mmの試験体（D16-D41_N）とかぶ

り厚さが30mmの試験体（D16-D41_C30）の引き抜き
剛性を比較すると、かぶり厚さが大きい（かぶり厚さ
40mm）試験体の剛性が低い（図-14）。一方、かぶり無
し（0mm）の試験体は、かぶりのある試験体よりも、
剛性が低くなっており、かぶり厚さと引き抜き剛性に明
確な関係はみられない。また、各ひずみ（R部,定着プレー
ト背面）を比較してもほぼ同様の値であることから、今
回の試験の範囲では、かぶり厚さを小さくしても、コン
クリート中に埋設した定着筋の引き抜き定着性能に対す
る影響は小さいと考えられる。

図-14　かぶり厚さの違いによる比較（荷重－移動量関係）

⑥高応力繰り返し試験
図-15に定着筋（D16-D41_R）と折り曲げ定着（D16-

D41_H135_R，D16-D41_H180_R）の高応力繰り返し
試験の荷重－移動量関係を示す。定着筋を使用した全て
の試験体で、30回繰り返し載荷時の抜け出し変位量が
折り曲げ定着より小さくなり、30回目と1回目の抜け出
し量の差についても、同様に小さくなることが確認され
た。また、対象呼び名をD13とした試験体であっても、
同様の結果となった。従って、定着筋の高応力繰り返し
性能は、折り曲げ定着に比べて優れており、定着部の性
能評価基準を満たしていることが分かった。

図-15　高応力繰り返し試験（荷重－移動量関係）

4. 4　定着性能確認試験のまとめ
コンクリート中に埋設した定着筋の引き抜き試験を



11

GBRC  Vol.46 No.3 2021.7

位とし、R=5/1000、10/1000、20/1000、30/1000rad（各
2回）、50/1000rad（1回）とした。
5. 1. 4　ひび割れおよび最終破壊状況
従来の135°折り曲げ定着および定着筋にかかわらず、

各試験体の破壊経過は同様であった。梁せん断力
Qb=80~101kN でまず梁端部に曲げひび割れが、
Qb=90~121kN で曲げせん断ひび割れが発生した。
Qb=111~135kN で せ ん 断 ひ び 割 れ が 発 生 し、
Qb=228~288kN で上端主筋に沿った付着割裂ひび割れ
が発生した。その後、せん断ひび割れの幅が大きくなっ
た。最終的にせん断ひび割れが大きく進展し、また上端
主筋に沿った付着割裂ひび割れも顕著であった。
5. 1. 5　履歴特性
図-18に履歴曲線を示す。縦軸は梁せん断力Qb（kN）

を、横軸は部材角R （×1/1000rad）を示す。図中には、
後述する終局耐力の計算値を示す。
（1）  試験体No.11（折り曲げ定着）およびNo.12（定着筋）

は、部材角R=10/1000rad で剛性が大きく低下し、
曲げ降伏した。R=20/1000rad まで荷重を保持した
が、その後、荷重低下した。最終的には、上端筋
に沿った付着割裂ひび割れが顕著になった。

（2）  試験体No.13（定着筋）は、R=12/1000radで剛性
が大きく低下し、R=17/1000rad で最大荷重に達し
た。最終的には45°方向のせん断ひび割れが大きく
進展したが、上端筋に沿った付着割裂ひび割れも
顕著となった。

5. 1. 2　使用材料
表-5に鉄筋の引張試験結果を示す。また、表-6にコ

ンクリートの材料試験結果を示す。

表-5　鉄筋の引張試験結果

表-6　コンクリートの材料試験結果

5. 1. 3　加力方法
加力方法の概要を図-17に示す。加力は大野式加力とし、
加力点および支持点の間隔は700mmとした。加力は正負
繰り返し加力とし、加力サイクルは梁の部材角Rを制御変

図-16　梁の曲げせん断実験の試験体の形状寸法および配筋

図-17　加力方法の概要（寸法単位mm）
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5. 3　部材実験のまとめ
梁の曲げせん断実験の結果、以下のことがわかった。

（1）  中子筋に定着筋を用いた梁試験体は、同じ配筋の
135°折り曲げ定着の試験体と同様な破壊性状を示
し同等以上の最大耐力を発揮した。

（2）  定着筋を用いた梁試験体は、いずれも荒川mean式
以上の最大耐力を発揮した。

（3）   定着筋を用いた梁試験体は、135°折り曲げ定着の試験
体と同様に、曲げ降伏した後、部材角R=20/1000rad

まで最大荷重をほぼ保持した。
以上より、定着筋を用いた中子筋は、従来の両端135°
折り曲げ定着した中子筋と同等のせん断補強性能を有し
ていることが明らかになった。

6.  おわりに
本報では、鉄筋端部に熱間加工を施し鍛造成型した機
械式定着筋が従来の折り曲げ定着と同等の性能を有する
ことを示した。本工法により主筋の組み立て後に配筋（副
あばら筋、中子筋）が可能になるため、施工手順が簡潔
になり、施工の合理化が可能で工期短縮が望める。今後
は、D19にも適用して使用範囲の拡大を図りたい。
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5. 2　  せん断ひび割れ発生荷重および最大耐力
の検討

5. 2. 1　せん断ひび割れ発生荷重の比較
各試験体のせん断ひび割れ発生荷重の実験値と計算値

を比較して表-7に示す。計算はRC規準2）に示された式（1）
で行った。計算値に対する実験値の比（実/計）は、1.12

～1.36となった。

  …………………式（1）

ここに、b：梁の幅、j：応力中心間距離、kc：断面寸
法による補正係数、σB：コンクリートの圧縮強度、M/

（Q･d）：せん断スパン比である。
5. 2. 2　最大耐力の実験値と計算値の比較
各試験体の最大耐力実験値と終局耐力計算値を比較し

て表-7に示す。せん断耐力の計算は日本建築学会によ
り示された3）荒川mean式（式（2））で行った。実/計の
比は、1.03～1.21となり、中子筋の定着方法にかかわら
ず、ほぼ対応している。

  …式（2）

ここに、pt：引張鉄筋比、pw：せん断補強筋比、 
σwy：せん断補強筋の降伏強度である。

図-18　荷重－変位曲線

表-7　実験値と計算値の比較
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