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P. s. c.ボックスカルパートの実験的研究

大城武'浜田純夫榊多和田伸柿加藤準ー*榊

An Experimental S加dyof P .S.C. Box Culver旬by

Takeshi OSHIRO，* Sumio HAMADA，紳 ShinTAWATA，** Junichi KATO*柿

Summary 

Practical applications of the box culvert have been common in many fi-

elds， since precast concrete products reduce complicated procedures of situ-

cast concrete at field. The main characteristics of precast product are well 

controlled processes and guaranteed guality， which are reguired for R.C 

structures to keep high durability especially in Okinawa prefecture since 

many damages of R.C structures due to salt are reported recently. The other 

characteristics is to reduce the weight of box culvert which is performedゐy

introduction of the partial!y prestressing technigue， i，e.， only top and bottom 

slabs are prestressed by use of unbonded P.C， tendons. 

Many tests have been conducted by user's reguests， where only crack 

and fai1ure loads are interested. Therefore， close investigations on structural 

behaviors up to failure are observed in a few cases. This paper places 

emphasis on the behaviors by making use of theoretical and test results 

where deflections， strains， crack loads， ultimate loads and crack patterns are 

described. 

The theoretical and test results give the following conclusions: 

(1) Theoretical values of deflection are quite close to the test results and 

Branson's equation after crack initiation well coincides with the test values. 

According to the values of deflection， the reaction with sand cushion could 

be assumed as uniform distribution. However， strain diaqrams do not yield 

the same conclusion and it requires more research on the distribution of 

reaction. 

(2) Measured strains become much smal!er than the theoretical ones， and. 

consequently， the crack loads become 1. 64 times the design load for two 

box culverts， which indicats sufficient resistance to repeated load. 

@ Ultimate strength shows 4 times the design load and it will be con-

cluded that the box culverts are safe enough in practical uses asthe under 

ground structure. 
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58 P.S.Cボックスカルパートの実験的研究

1 . まえがき

暗渠として二次製品のボックスカルパートが開発さ

れて以来、 10年以上にもなる現在では、下水、雨水溶

として二次製品のボックスカルパートの占る割合は非

‘常に大きくなっている。二次製品の特徴は、製品が管

理され、プレストレス導入が容易であり、工費そのも

のが軽減される。従って、大断面のボックスカルパー

ト製品には、ほとんどプレストレスが導入されてい

♂。経費の関係から頂版と底版のみにプレスト レスが

導入され、なお、アンボンドのポストテンション方式

のボックスが最も経費の函から効率的と考えられる。

ボックスカルパートの製品の破壊試験は、数多く行

われているが、使用側の要求で行われるととが多いた

めに、単にひびわれ荷重と破壊荷重のみチェックであ

ることが多く、力学的な挙動に関する報告は少ない。

プレストレストコンクリート技術協会の研究発表会に

おいて、毎年2、3編の研究発表があるが、製作法に
1) 

よる各種のボックスカルパートの実験例 とボックス
2) 

フレームの破壊機構が論じられている。

乙とでは、頂版と底版にプレストレスを導入した旭

式PSCポックスカルパート(東洋コンクリートK.

K.製品}の破壊誌験の結果をのぺる。乙のま式験にお

いては、内巾 3m、内高 1.5mのボックスカルパート

2個を供試体として用いた。乙の試験に用いるボック

スは、頂版および底版に荷重を作用させた場合の二種

類について実験を行った。本実験より得られたひずみ

分布、たわみ、破嬢荷量等を理論値と比較検討し、更

に、クラック巾およびクラックパターンについても論

じている。

2. 理論

2. 1 計算における仮定

試験体のボックスカルパートは、巾の広い板要素で

構成されており、厳密には板の解析の方が妥当である

が、自由端をも ちこのような断面形状を考慮すると、

骨組(ラーメン)として計算してもよい結果が得られ

るものと思われる。ボックスカルパートの試験は、図

-111:示すように、試験体を砂の上においている。底

版の受ける反力は、実用的には、等分布されているも

のと仮定しているが、厳密には、等分布になるとは限

らない。従って、本計算において、次の二通りの方法

で行う乙とにする。即ち、慣用的に等分布の反力を仮

Fig-1 Set-up of Box Culvert 

定する方法(仮定 I) と、底版が両端で単純支持と

なっていてその聞に反力がないと仮定する方法(仮定

1)である。両端を単純支持と仮定した理由は、頂版

l乙荷重が作用する際l乙、一応反力は等分布に作用しで

も、乙の反力により底版中央は上方l乙曲がり、反力の

受け方が小さくなる。従って、乙の変形が大きいと、

反カは底版の両端で受ける乙とになる。砂は実際1<::'は

不完全弾性体であるが、ここで弾性体と仮定し、更

に、砂のスプリング定数が相当大きいものと考えれ

ば、反力は変位K比例し、変形後の底版には、中央部

において、小さな反力が作用する ζ とになる。

計算方法としては、慣用的なたわに角法を用いる。

乙乙では、軸力の変形は無視されている。ただし、考

慮する応力には、軸力をも含めている。

こ乙で、計算l乙用いるコンクリート、鉄筋およびP

C鋼棒の粥性係数、強度、降伏応力は材料試験結果に

基づいたものを用いる乙とにする。コンクリ ートの弾

性係数としては、ひぴわれが生じる以前は全断面有効

と考え、初期型軽性係数を用い、ひぴわれが生じた後は

コンクリートの引張応力を無視し、コンクリート強度
3) 

の%点における割線弾性係数を用いる乙とにする 。

2.2 弾性計算

Tこわみ角法で、等分布の反力を仮定し、節点方程式

を解いて、図-2{叫己示す曲げモーメ ント図を得る。

また、両端単純支持の仮定を用いると、曲げモーメン

ト図は、図-2(b)f乙示されるようになる。

たわみの測定は、頂版と底版の相対変位を測定して

いるので、頂版だけでなく、底版の変形も含めて計算

をする必要がある@とのたわみの計算式は、仮想仕事
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の原理から次式を得る。
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Fig-2 Bending Moment Diagrams 

吋書!_dS一片手dS (2.1) 

とこで、 M1は演版の曲げモーメントであり、 M2は

底版の曲げモーメントである。また、 I1、 I2は、そ

れぞれ、頂版、および、底版の断面二次モーメントで

ある。

ひぴわれモーメントMcrは、

Mcr=W (1σbu 1 + 1σpsl) (2.2) 

で計算される。乙乙で、 Wは断面係数、 σbuは曲げ引

張強度であり、乙の値として圧縮応力度の 1/103)を

用いている。 σpsはプレストレスによる応力であり、

RCの場合は σps=Oとする。ひぴわれが生ずるまで

の断面剛性は全断面有効とし、ひぴわれが生じた後の

換算断面二次モーメントIeは、 Branson4)によれば次

式であらわされる。

Ie= (鳴り4Ig+(1_(害)4JIcr (2・3)

ここで、 M は作用モーメント、 Mcrはクラックモー

メント、 Igは全断面有効な断面二次モーメント、 Icr

は引張側鉄筋のみ有効な断面二次モーメントである。

乙れは、各断面において適用される値であり、ボック

スのたわみを計算する際fC、均ーとして適用出来な

い。乙のため、 Bransonは、両端単純支持の長方形ぽ "

り、および、 T型ばりのスパン全長にわたる平均約な

断面二次モーメント、 Ieを次のように提案している。

ト(寄り s恥 (1-(害)勺Icr(2・4)る

J 乙乙で、 Mはけた全長にわたる最大曲げモーメント

である。さらに、 AC 1 standard 318ー71
5
)1:1為、乙 昭

の式が適用され、その適用範囲は連続ぽ，りにも及んで

いる。
b 

2. 3 破纏耐力

鉄筋、および、プレストレストコンクリートの破積

モーメ ントは、コンクリートの圧縮応力を矩形の応力

ブロックと仮定し、引張鉄筋、および、 PC鋼棒が降

伏応力に達するものと仮定して求める乙とにする.ζ

のような仮定のもとでは、頂版の破壊モ{メントMUl

は、次式で示される。

M胤u山1江1円=

+ザAs'(d'ーす) (2.5) 

A
一

+一w
Y
 

A

一b
+一

t

σ
一

ん
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でζ
 

ζ
 

式中、 d、d'はコ ンク リート上縁と上段および下段

の鉄筋の童心関距離である。又、 σcuはコンクリート

の圧縮強度である。ただし、頂版には軸力が作用して

いるが、非常に小さいので無視する。側壁には軸力と

曲げモーメントが作用するので、破痩モーメントMU2

は次のようにして求めることができる。

MU2=Asasy (h/2-d) -Aピσsy(h/2--'d') 

+σcuba (h/2-a/2) (2.6) 

ここで、 aは反復法により求める値である。

ボックスが破壊する荷重は、塑性設計法を用いて計

算すると、図-3のようなヒンジが仮定でき、破壊荷

重Puは、
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60 P.S.Cボックスカルパートの実験的研究

Pu=~MUl+ 2Mu2 
U= ー

(2.7) 

で与えられる。 。

、 "'"'"V.手i&-;-3 Fai1ure Mechanism 
「一円、

a.実験

f可

旦~ 1 材料鼠験

ボックスカルパートは、蒸気養生するのが普通であ

8 

Table-~ Test Results of Materials 

(a) Concret恐

Compressive IInitial tangentlS民間tModulus 
StreSs kglC14 IModulus k91C14lat the Stressof fcYa 

ωo I 3.57X105 I 3.18X105 

(b) Reinforcing Bar & PC Bar 

lYieldi昭 ITensile 副総k
S吋 hlW4Modulm
k'11 c14勾1C14 I kfJlC14 

D1昂討?弘hmM16| M川 00 I 同 oI 弘幻川叩1崎叫引証ド糾1叩0

PC Bar ." ..，̂̂ ..... 1~^ I 10.7∞I 12.160 I 2.0X106 

ゆ21 I ~V.I ~_.~VV I 

Table-2 Concrete Mixes for Box Culverts 

Ceme~t I Water I w IC I Sand IAggregatel 
kgln1 I kgln1 I % I kgln1 I勾/が

380 I 182 I 45 I 764 I 1偲4

り、圧縮強度試験用のシリンダーとボックスカルパー 3. 2 供民体

トそのものの強度とは異なるものと考えられる。した 乙の曲げ破壊には、二個のボックスが用いられた。

がって、乙 ζでは標準供試体の28日強度と、ボックス ボックスそのものは、二個とも同一規格で製造されて

カルパートから10C!llのコアを抜きとって、試験時に強 いる.しかし、ボックスBの側壁からは、 4個の10c.

度試験を行った。試験機は琉球大学土木工学科の 180 径の圧縮試験用コアが抜き取られている。抜き取られ

...• . 

ton圧縮試験機を用いた。乙の結果を表-11乙示す。

な句、スコンクリートの配合を表-211:示し、そのスラ

ン切な9C!11であった。

鉄筋およびPC鋼棒の性質は製造元の試験結果を用

いる。乙の結果を表-11乙示す。

341∞ 

実)同

喜|言

Cross Section -

た位置は、曲げモーメントにあまり影響しない位置で

ある。また、このボックスは頂版と底版のPC鋼棒の

位置が異なっている。頂版は、中央l乙PC鋼棒の位置

があり、底版では、 2c田の偏心をもっている。乙の供

試体の寸法を図-41乙示す。

147.5 

Fig-4 Arrangement of Reinforcing Bars 
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Fig-4 Arrangement of Reinforcing Bars (Continued) 

これらのボッ クスは東洋コンクリートK.K.で製作

され、前節l乙示したコンクリ ートを打設し、蒸気養生

を4時間行った後に脱型している。プレストレスを試

験の24時間前に導入し、ボックスAについて、導入時

のひずみを表-31乙示すo 乙れに基づくと116tonのP

Table3- Strains at Introduction of Prestressing 

Top Slub I i Bottom Slub 

-j正Ll:iJEE王

子|-1-:!?12517OF--
JilJ:JIll仁川二三
7
一
8
一
9
一

m一
日
一

__QI二751て1151二型

6 

37111i! 
i__1Qヒ塑仁~Ol二80

12 11_..151三型|三90ヒ豆5

:ljjlull1117lJ1 
iJ1111141411 

Cが導入されたので、その時の弾性係数は、ほぼ 3.5

x 105kg! c1ilとなる。ひずみの測定位置は、図-51乙示

す丸印で、阻まれたものである。底版のひずみは偏心に

より輸ひずみだけでとよ く、曲げひずみも生じ、頂版と

は異なるひずみが生 じている。

3 3.試験方法

話験装置は、 凶-1および写真一1に示すように

Photo-1 Set.up of Box Culvert 
and Test Fr1'!me 
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62 P.S.Cボックスカルパートの実験的研究

100ton振子式の試験機を用いた.載荷方法は、ボック fこ。

スの中央一点集中線荷重であるが、自動車のタイヤ圧

あるいは、アスフアルト舗装上からの力を額定して、 3. 4 測定方法

裁荷巾20CIIIとし、裁荷ピームの下には、 2C111厚のゴム 乙の実験では、変位、ひずみ、および、クラック巾

を敷いている。乙のゴムは荷重を等しく 分配する役目 を測定した。測定位置を図-51乙示すe 変位の測定と

をもっている。 して、頂版と底版との相対変位を 3{闘のダイアルゲー

ボックスのベースには、 厚さ10CIIIの砂を一様に敷い ジ(精度 11100棚)で測定した。ひずみの測定は、す

ている。乙のように砂を基礎とすると、 反力は、必ず ベてコンクリート表面であり、電気抵抗線ひずみゲー

しも等分布になるとは限らない。乙のような基礎で ジ(新興通信 S1 -60)を用いた。 ひびわれ巾は最も

は、底版を弾性基礎上のはりと考える乙ともでき る。 大きいものについてのみ顕微鏡で、測定した。また、ク

載荷時には、ボックス巾にわたり均等に荷重が作用 ラックパターンを知ることも破壊機構を知る上で重要

することを確めた後、ほぼ2ton各に荷重を増加した。 であり、最初のひびわれの発生後各荷重毎K追跡を行

鉄筋の降伏後の載荷は、変位が安定してから測定し なった。

1.2，3 L 9，10 。 。
15.16 
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ロ IntcrnalSide 

ーBorhSidcs 17.18 
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Fig-5 Location of Strain Gauges 
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4. 実験および計算結果とその考案 すのは妥当と考えられる。

乙乙では、ひぴわれ発生後のたわみは Bansonの式

4. 1 たわみ (2.4)を用いて理論値を求めている。乙の式はRC

たわみの実験および計算結果を図-61乙示す。 Tこわ に適用されるもので、PCf乙適用されるとは限 らな

みの計算は、前に述べた2つの方法、つまり 等分布の し、。特にこの供試体は部分的に PCが適用されてお

反力を受ける場合 (理論値1)、と版の端が単純支持 り、構造的l乙は PCとRCの複合体である.クラック

で支えられている場合(理論値1)について求めてい モーメントMcrは頂版の方が側壁より大きいが、ここ

る。実験値はボックスAの万は弾性の範囲で理論値E では、 実験にみられるように、まず頂版からひぴわれ

に近く 、ボ ックス Bの万は理論値 1fC近い。ボックス が生じているので、 Mcrを頂版のクラックモーメント

Bの弾性たわみの大きいのは乾燥収縮によるひぴわれ とした。乙のBansonの理論値と実験値は比較的よく

がかなり多い乙とによるものと考えられる。ひぴわれ 一致している。

全体をみると、理論値 1fC近く、反力を等分布とみな 一方、 実験値は 30tonを越えるとたわみが大き くな

訓J

Fig-6 

:!I川

10 JS 
2・

口氏FI.f.ιTIO:'ll(・・2

Load -Deflection Relationshi戸

/9ton _--
I ~-/ 

一一一

る。これは、側壁l乙観性ヒンジが生ずるためと考えら

れる。

三つの供詩体はほとんど同じ挙動を示している.し

かし、ボックス Bはクラック荷重、破壊荷重ともに大

きいが、ボ ックスAより も大きいたわみを 示し てい

る。

4. 2 ひずみ図

図 7にボ ックスA、Bのひずみ分布図を示す。 乙

の分布図はコ ンクリ ート表面でひずみ測定したため、

ひびわれ荷重より小さい荷重に対してのみ実験値およ

び理論値を示す。

理論値は実験{直よりも大きいひずみを示す。特に、

底版t乙おいて理論値はかなり大きいひずみを示してい

る。乙れは、 図一7に示すように反力分布のちがいか

'，i判。

l加味 CulvertB 

Fig~ 7 Strain Distribution Diagrams with Uniform Reaction (x 10-6
) 
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ら生ずるものと考えられ、必ずしも等分布反力にはな

っていないとも考えられる。

4. 3 ひぴわれ荷重

実験および理論計算によるひぴわれ荷重を表← 41乙

示す。理論値は式 (2.2)から得られたものである。

TabJe-4 

Top 

SJab 

Bottom 

SJab 

Loads at Initial Crack (ton) 

THEORy 1 EXPERI乱IJ:ENT

1 A 1 B I A 1 B 

1 1 118.01122料一 nn

E119.42124村山 1 山

I124.841μ841 n .  1 nn  

E127.22127科目 l 山

式 (2.2)のうち、 σbu=σcu/10=60kg/ c1fl、 σps= 

38.03kg/ cmとしている。理論値 IおよびEは、 2.1

節でも論じたように、底版を等分布反力としたものが

理論値 Iであり、底版の端で単純支持された ものが理

論値Iである。ボックスAについて理論値と実験値を

比較すると、頂版はほぼ同じ荷重時にひびわれが生じ

ているが、側壁では実験値は小さい。乙れは実験にお

いては、頂版にひびわれが生じるとその剛性が減じる

ので、側壁l乙曲げモーメントが分配される乙とに起因

もひびわれは生じないと考えられる。また、 PC構造

物の特徴である除荷時のひびわれ復元性を考えるとひ

ぴわれに対しては充分安全と考えられる。

Table-5 Crack Wiclth at Internal Surface 
of Top Slab (Box Culvert. A) 

Loacl I .~ I .~ I nn  I nn  i n.  I n~ I nn  I M I 
Iffi I TI I ~I~ I 24 l ælæ l ~l~ (ton) I ~'" 1 ~. 1 ~~ 1 w'_' 1 ~ 1 ~ 1 1 vu  1 

Crack I I I I I 
Width 1ー|ー10.110.210.310.41O.引1.411.6 
(mm) I I 

表-51乙、供試体AのひびわれrjJを示している。そ

の巾は、かなり設計荷重(11ton)より 大きい段階ま

で、特l乙大きくならず有芹とは思わない。

4. 4 終局耐力

図-3の塑性ヒンジを仮定した破腹機構は、実験に

おいても同じであった。 ζの場合の破媛耐力は式 (2

.7)で与えられる。理論{直と実験結果とを表-61L示

す。

Table-6 Ultimal Loads (ton) 

していると考えられる。理論値には乙のような乙とが ボッ クスBをAと比較すると実験{仰においても、又

考慮されてない。 理論債においてもわずかに大きい。当然ながらプレス

ボックス Bの側墜には初期のひびわれが生じていた トレスの位置によるものである。実験値は理論僚と比

ために、ひぴわれが発生した荷重は20tonとなり小さ 較すると約15.2%大きくなっている。

かった。この最初のクラック荷重は、乾燥収縮による このボックスの設計荷重はl1tonであるので約2.9倍

ひぴわれのわずかな進展は考慮せず、真に曲げひびわ となり、 PC設計指針の終日耐力の安全率2.0をはる

れとして生じた時の荷重を示している。頂版に生ずる かにこえている。したがって、乙のようなボックス製

ひぴわれは理論値と実験値とよく 一致している。 品は力学的に充分安全と考えてよい。

ボックスA、Bの相違は頂版のプレストレスの位慣

であり、ボックス Bは中立軸より 2Cl11'ドにある。乙の 4. 5 クラックパターン

ために頂版のひびわれ荷重はボックス AIζ比較して 2 クラックパターンを図 8、9とり点 2、3に不

ton稼大きい。 一方、 プレストレスの位置を下げると す。

;頂版と側壁の境界に生じる山げモーメントも大きくな クラックは、最初まず項版の戦術悦置から生じ 2~

り、境界の位置にひびわれの可能性が発生するが、ハ 3ton後l乙側壁のハンチより 20cm程ドに生じる。巾1.5

ンチによって防止されている。したがって、プレスト mのボ ックスであるが、図 8、写真一2、3のよう

レスの位置を下げることは、ひぴわれ荷重に女、Iし効果 lこクラックはほとんど載荷板に平行してE主ずるので、

的である乙とがわかる。 巾には全く影響しない。したがって、 IIJO)大きいはり

設計荷重は11tonであるので、ひびわれ荷重はそれ のラーメンとして考えてよ L、。また、頃版と側壁のコ

より 63.6%大きい乙とになり、繰返し荷重が作用して ーナーでは、側壁の万t乙クラックは生ずるが頂版には
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8 .d View 4 
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9.a View 1 

Fig-9 Craιk Pattern (Box Culvert B) 

Eと

3t 

9.b View 2 

NALIS
長方形

NALIS
長方形

NALIS
長方形

NALIS
多角形

NALIS
楕円



P.S.Cボッ クスカルパートの実験的研究

寸
I
l
-
-
J

68 

「

Side (a) 
9.c View 3 

{: 

~一一
Internaland Side Surfaces 
(Top Slab) 

(b) 

lO 一。

9.d View 4 

Failure after Test 
Crack Pattern (Box Culvert A) 

(c) 

Photo-2 

一一」

T
l
i
t
i
-
-パ
バリ
バ
札
小
叫
け
l
J
l
i

一
ート
ド
ハ/
r
L
L

寸

f

l
ldペ
ケ
JIl
l
-

ー

『

l
i
l
i
-
-
11
4
吋
11
l
j
f
l
/
ム

「一一_.

Side and Internal Surface 
of Top Slab 

(a) 

9.eView 5 

NALIS
長方形

NALIS
長方形

NALIS
楕円



琉球大学理工学部紀要 (工学篇)第15号.1978i1主 69 

(b) Side 

Photo-3 CrackP attern (Box Culvert B) 

!t:じない。

峻j性ヒンジは、まず側壁のハンテのすぐ 下に生じ

る。側壁には納力と，tlJげが生じ、しかもハンチの近傍

であり、応力は復雑となる ため、側壁のクラックも複

雑である。

側墜にヒンジが生じた後、 頂版l乙ヒンジが生じ破壊

に烹る。ボックスAおよびBとも 同じノTターンを示し

ている。しかし、，llJげモーメントの小さい底版には、

プレストレスの偏心のあるボック スAIこは破綾荷重ま

でクラックは!tじておらず、また、 プレストレスの偏

心のないボックス Blr.は破壊荷重の約85% (36ton) 

のとき、クラックが1:じている。

5 むすぴ

二つのボァクスカ ルパート の破壊実験より、次の織

な結論が得られる。

1. t.こわみの理論{u~(および実験簡は比較的よ く一致

し、ひぴわれ後のBronsonの式はよく実験値に

あう。

2. たわみの理論値と実験値の比較から、反力は等

分布とみなしてよいが、ひずみ図からは、必ず

しも等分布反力が妥当とは考えられない。した

がって、今後、反ブJ分布に関する研究が必要で

あろう σ

3. ひずみ凶から もわかるように、 ひずみの理論倣

は実験値より 大きい。ひぴわれ荷重は実験値よ

りわずかに大きいが、設計荷重より 63.6%大き

くなり 、繰返し荷互に対しでも安全と考えられ

よう。

4. 実験によれば、終局耐力は理論値よりも大きい

結果をもたらした。また、実際ILIま土圧も生ず

るが、設計荷重の約4{きとなり、充分な安全性

をも っていると考えられる。

なお、この実験は、東洋コンクリート K.K.の試験

場で行なわれ、試験室及び社員の協力のあ ったことを

附記し、 特K、企画部長新垣ー|男氏および下地研一氏

らに協力していただいた。また、 乙の研究準備および

整理は橋梁研究室の学生諸君に協力して頂いた。ここ

に謝意をあらわします。

参考文献

1 ) オリエ ンタルコンクリ ート K.K.iプレテンシ

ョン方式PCボ y クスカルパート について」

「プレテンション方式PCボーyク久カルパート

載荷誠験J プレス トレスート コンクリ ー 卜

技術協会第15回、1975年 第16回 1976年

2) 神山 一、頗原正美、小沢満 「ボックスフ

レームの破綾機構」プレス トレスト コンクリ

ート技術協会第16回 1976年

3)、 4)小阪義夫、森11] 司郎 「鉄筋コ ンクリ

一ト熔造」 丸善出版

5) 青柳 征夫、部材の設計 (その 6)ーたわみー

コンクリ ート ライブラリー 第41号

6) ACI Standard 318-71、BuildingCode 

Requirements fOl Reinforced Concrete. 

NALIS
長方形

NALIS
長方形

NALIS
長方形

NALIS
長方形


