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断統合成桁の曲げ性状について

浜田純夫寧有住康則"

Bending Behavior of Partial Composite Beams 

By Sumio H AMADA and Yasunori A RIZUMI 

Surnrnary 

Composite beams with no shear connectors in the negative moment 

region have been practiced in the United Stares， althoug they are not 

specified in the specification of highway bridges in Japan. A few studies 

on the composite beams with no shear connectors， called partial 

composite beams herein， have been conducted by Y. Maeda， the authers， 

and the athers. Y. Maeda tested several continuous composite beams 

with patial interaction in the negative bending region and discussed 

about the shear force acting on shear connectors at the ends of the 

composite region， and the stress of reinforcing bars in the concrete slab 

in a negative moment region. 

The authers conducted several tests of isolated composite beams 

under negative bending. The test beams consist of complete composite 

beams and partial composite beams where the slab and steel beam are 

connected at the ends by means of shear connectors. The test result 

shows that the reinforcement in the slab of the partial composite beams 

are effective， and that the beams are more flexible than the complete 

composite beams. 

The present paper gives dicussions on the stress produced in the 

slab and the stiffness of partial composite beams from the theoretical 

analysis. The results show the following conclusions. 

1). The stress in the concrete slab for the partial composite beam is a 

half of that for complete composite beams. 2). The lower flange stress 

does not increase so much comparing with the decrease of the slab 

stress. 3). Deflection and stress ratios of the partial composite beam to 

the complete composite beam depend mainly on the effective slab area. 

4). Experimental results conducted by the authers well coinside with the 

theoretical results discussed herein. 
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44 断統合成桁の曲げ性状について

1.概脱

断統合成桁とは一般にジベルを断続的に配置した合

成桁のことを云っている。この種の合成桁の実用はほ

とんどされていないが，米国のAASHOの示方番1)で

は負の負げを受ける部分でスラブ中の鉄筋の応カを無

視するという条件で用いられている。しかし，これま

での研究でも明らかなように、負の曲げを受けるスラ

プ中の鉄筋は桁端に充分なジベルを配置すれば.有効

に作用していることを示しているJ.31.4)

断統合成桁が負の曲げを受ける部分でAASHOに適

用されているのは次下の理由によるものである。つま

り，連続桁を設計する場合に、正の曲げを受ける部分

のみコンクリートスラブが作用するものとし，負の曲

げを受ける音11分，つまり中間支点附近では鋼桁のみ有

効として設計している。所が，スラブそのものを設計

する場合には，自己カ鉄筋を主筋の50% (AASHO示方

書)必要としているので.この配力鉄筋が結局，鋼桁

との合成作用として働くことになる。このために.こ

の配力鉄筋に作用する分のジベルを反曲点附近に配置

することになっている。このジベルの量は弾性耐力に

よらず，終局面Jカによる設計法で決められている。

一般の連統合成桁の設計では，前述のAASHOの示

方書でも，わが国の道路橋示方書においても.負の曲

げを受ける合成桁にはプレストレスを導入するか.鉄

筋を入れて.それらに耐えうるだけの量のジベルを連

続的に配置している。またわが国の道路橋示方書5)てや

は，断統合成桁の研究が少ないという理由で目下の所，

このような桁に対する適用については規定されていな

し、。

断統合成桁の研究はすでに前田町別 らにより理論的

及び実験的な研究が行われている。彼らの研究は，主

として，合成区間と非合成区間附近の応力の流れおよ

び非合成区聞のスラブアンカーに関するものである。

また，断統合成桁として単純桁の桁端のジベルを省い

たものと.連続げたの中間支点附近のジベルを省いた

ものとの 2通り実験を行っている。彼らの研究によれ

ば，非合成区間と合成区間の境界附近でジベルに完全

合成の区間よりも相当大きいせん断力が作用すること

を示している。しかし.スラブに作用する応力などに

ついて充分な結論を得てな し 完全合成の場合 との比

較があまりなされていない。

一方，著者らは理論的および実験的な研究を行って

きている。2)，:1)，1)著者らの研究では.断統合成桁の性状

として.スラブに作用する応力は完全合成桁に比較し

て小さいことを示している。したがって，剛性も小き

くなる。一方，連続ばりとして用いると.スラブに作

用する応力が小さいので，ひぴわれ性状などによい結

果をもた らすものと考えられる。

これまでの研究では，断統合成桁の性状を示す研究

は依然として欠けているので，この研究では理論的に

断統合成桁の曲げ性状を調べた。特にジベルが問IJに作

用する場合.桁の~J性と鉄筋および鋼桁の応力を求め

た。ここでは， 7 トリ γ クス法を用いて求めたが.ス

ラプ応力については別にも求められている。 y)たわみ

剛性および応力については完全合成桁の剛j性およびた

わみと比較した。剛性および応力は断面により差が生

ずると考えられるので.橋梁用断面.建築用断面.試

験桁用断面(鋼桁が相当小さい)を用いて比較した。

試験桁についてはすでに実験も行っているので，実験

値とも比較した。桁の支持条件としては図ー 1のよう

に連続ばリの支点附近の曲げモーメ ント図を仮定して，

片持ばりの自由端に集中荷重を作用させて解析を行っ

た。

、1<，1，'"、J，J，J，、b↓J，、J，↓↓↓↓↓↓↓J，↓↓J，
E J  

n 、

Fig. 7 Bending Moment Diagrams for a 

Continuous Beam and an Isolated 

Beam 
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2 断統合成桁の剛性および応力に対する理論式

2.1 断続合成桁のたわみおよび応力

1:><1-2(a)のように部付12と34の二つの部材が節点 2，

4で岡1]なジベル，つまり力学的には IJを受けても 変位

の会いジベル.でi生結 されていると似定する。まず.

スラブにIMIげ|司1]'門のない場介について，たわみとスラ

ブの比、IJを求めてみる。J:;!I-2 のつり 1~ 1. 、式は次のよ

うに与 えら れる。
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Fig. 2 Nodal Points for the Analysis of 

a Partial Composite Beam 
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ここで，1、は鋼桁胸i由の陶I凶i二次モー メン トであ り.

5およ びパ土

s=AsE'/J， (2， 2) 

r=Ac/As (2， 3) 

である 。また AcおよびAsはスラブおよ び鋼材Iの断

耐i積である。

節/.(2と4ヵ、岡1]な ジベルで結合されて いるため， 凶
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2 (b)から半IJるように U，とu，には次式で長J;す関係ヵ、

引}られる。

U4= U2+ viay (2， 4) 

また U，の仮想変位δU，は

ou， = Ou， + ov， ay (2， 5) 

となる。式 (2，4 )と (2，5 )から 仙を消去すると .

式 (2， 1 )は次式で刀、される。

5(l十 r) 。 rsay 

l::lJ ~ l(Z'6) 。 12 ーも f

rsa.， 6 f 4f' + rsa~ 1 v; 1 10 

式 (2，6 )を解 くと，Uz， V2 ， お よ び v~ は

U?=~ay PC' 
'-2(1十 γ)(1+4s)EIs

(2，7 ) 

1+ S Pf3 
v，二マ1+45了TIT; (2 、8) 

1 Pf2 
u 一一一一一一一一一一一一一一一一一
2ー l十 45 2 E1s 

(2，9) 

となる。ここで.sは

(a， ¥' rAsa} 

S二 ZてT"+Y)¥7J 4 (1+ r) Is 
(2，lU) 

である 。この51立体jrl(liの係状で与え られる一つの定数

とJfえることができる 。ェ1:( 2，4 )から u，I;t.

u一一一三.V pf' 
‘ 2(1十r)(l+4s)EIs 

(2，11 ) 

となる。会iすU，から. スラフザの ~Î:.;1Jacl ;t. 中r.iIにジヘ

ルカ、{J{Iしな いので，次:rl:で与え られる。

h Eu， ay PC 
F 一 一一一一-
Uc- C -'2(1十 r) (1+5)ん (2 ， I ~) 

ー h，ずし全な合成桁では.豚1-3に;J、される押grl(1Iに

対して，断面l二次モーメ ン トIは

1= ls+ Asas' 十 rAsa~ (2 ，J:l) 

となり ，asおよびacは次式で与えられる。

(2，14 ) 

Me a
 

l
一山

一一c
 

a
 

(2，15) 

式 (2，14¥ (2，15)を (2，13)に代人すると ，
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Fig. 3 N otations for a Composite Beam 

1=(1+4s)ん (2，16) 

が待られる。式(2，16)のIを用いると.完全合成桁

のたわみ Vc， たわみ角 V~t およびスラブに作用する応

力afは次のように与えられる 。

pf' 1 Pf' 
vc=τEIニτ工4S 3 EI (2，17) 

Pf' 1 Pf2 
V;= 一一一一士一一一一一一一一

じ 2EI 1十 4S 2 EI 
(2，18) 

， M ay Pf 
ac一一-o-a 一一一一一一一一一一一一

I町 (1+r)(1 + 4 s) Is 
(2，19) 

式 (2，8)， (2，9)および (2 .12 ) て'f~ られた断

統合成桁に対するたわみ V2，vi，およびスラブ応力<k

は光全合成桁のそれらに対して比較すると，

/Ve= 1 +5= 1 +ー竺主豆一一 (2，20) 
4 (1 +叫ん

v2/v~= 1 (2.21) 

σgiσ'f= I/2 (2.22) 

となる。式(2， 22)で与えられるように，断統合成

制Iのスラブに作用する納応力は断耐の形状にかかわら

ず光全{j-成桁のそれの%になることがわかる。したが

って断続介成桁の鋼桁断面lに作用するスラブ応力は一

応光全fT成桁としてスラブ応力を"*め，その%が断続

介成桁のスラブに作用する ことになる。スラプに作用

する力が;}とまれば，力のつ り合いから剣桁断面に作用

する応力が;jとまる。この応力は川 持は りの固定端位置

におけるものであるが，他の位置における応力は，ス

ラブの応力が一定であるので，このスラブ応力を用い

て鋼桁附I凶!の応力を求めることができる。

断続fT成と完全fT成制Iのたわみの比は51こより， こ

のEは式(2.10)からわかるように断面状のみに関係

している。また，たわみ角の比は式(2. 21)のよう

に 1となっているが，これは単に桁端のたわみ角のみ

で'ある。

断統合成桁のスラブにプレストレスを導入すると，

スラブが曲げおよび軸力に全断面で作用することにな

る。このようにスラブが仰げに も有効である場合にも

ほとんど類似して，たわみと応力を求めることができ

る。このような場合図ー 2の部材におよび34のつり合

い方私l式は次のように与えられる。

(1十 r)s 0 γsay u，l 10 

EI I -;; I 0 12(1+μ) -6(1十μ)f vd=iP 

rsay 一ぽ1+μ:)f 4(1+μ)f'押"Sa;Ilvll 10 

(2.23) 

ここで， μ=Ic/Is. Icはスラプの断面二次モーメントで

ある。式 (2，23)を解くと ，

品=-i土~__fl二一一
1 + 45c 3 (1十μ)EIs

(2，24) 

品 1 Pf' 
1+4sc 2(1十μ)EIs

(2，25) 

u，=ーニヱ主一一 pf'
2(1+r) (1十45c)(1+μ)E1s 

(2.26) 

さらに u，は，式 (2.4 )から次のように得られる。

U4，=一一一主主主，-2 (l+r)(I+4Sc)EIs 
(2，27) 

式(2. 27)から.コンクリート スラブの中5/:軸に作

用する応力は

σρ一主主ーー一一生pf-一 一
c f 2 (1十 r)(1+45c)ん

(2，28) 

式(2 .24) - (2， 28 )に用い られる Scは次のように

定義される。

で わ4sa; 
'c-τ石工耳石押)Is

(2，29) 

式 (2，29)のμ=0とおけば.式 (2，10)に一致し，

S，と S との杵l関関係カ、わかるa

また，完全合成桁では，仲9r曲l二次モーメ ントIは

1=ん+Ic + As aI + Ac a; 

=ん (1+μ)(1十 45c) (2，30) 

となる。完全合成桁のたわみ Vc，たわみ角 ve および
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スラブに作用する軸応力 afは次のように求められる。

PC' Pf3 
vc=一一一"， ，;，~， ._'n>C'T (2，31) 

3 EI ( 1 +μ)( 1十 45c)3E1s

pp Pf 
v~ニニ (2，32) 

2 EI ( 1 +μ)( 1 + 4 5c) 2 E1s 

q'. Pf' af士一ac=rc 
(1 +r)(1 + 4Sc)EIs 

(2，33) 

式 (2，24)， (2，25). (2，28)および式 (4，31)-

( 4，33)から断統合成桁と完全合成桁のたわみ，た

わみ角，および応力の比は

jvcニ 1+互c二 1十 rAsd ( 2 . 3 4 )
4 (1 +μ)(1 + r)Is 

v;jv~ = 1 

rf/afニ Lペ2

(2，35) 

(2，36) 

となる。式(2，34)のμ=0とおけば，式(2， 20) 

に一致する。

鋼桁の上下フランジの応力は.スラブに作用する応

力が求められると.断統合成桁，完全合成桁にかかわ

らず次のように求められる。合成桁に作用する曲げモ

ーメントをMとし，図 4に示す応力状態でのつり合

いl土

Mニ E1s伊十 Elcrp+dcAca. (2，37) 

g-
ヲ

G
E
l
-

土
七
一
削

F

L

一l
T

碍
「
一
日

H

M
一E

一一

ハソ

mv

hu 
し
f
」

(2，38) 

で与えられることになり，上下フランジの応力は

ocAc 
duニ E仰 u As (2，39) 

中

Fig. 4 Strain Distribution for a Partial 

Composite Beam 
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ocAc 
d，=-E刊「一互7 (2，40) 

となる。ここで，YuおよびY'は中立軸から上下フラン

ジまでの距離である。

2.2 桁端の一部分が完全な断続合成桁

図-5に示す桁は BC部分のみ完全合成され， AC 

部分は合成されていない断統合成桁(以下部分断統合

成桁と称する)である。ニの断統合成桁の B点のたわ

みおよびA点のスラブ応力 dcは次のように計算できる。

この合成桁のたわみはBC部分と AB部分の曲げモー

メントによるたわみとなる。 AB部分の曲げモーメン

トMは図一一 5からわかるように.

Mニ -aPf-Px (2，41 ) 

A 
B C 

N 0 Connectors 
( 1ー α)f

a‘ ・

lnteraction 

Fig. 5 Bending Moment Diagran for a 

Partial Composite Beam 

で得られる。断統合成桁でも等1"1げモーメントによる

たわみはせん断力が0となるので，完全合成材Iのたわ

みに等しくなる。ここで，この合成桁と光会合成桁と

のたわみにおける栴l迭はAC区間の[11線的に変化して

いる曲げモーメント，つまり式(2， 41)の第 2Jれに

よるたわみとなる。式(2， 41)の第 2IIiによるたわ

みVbは，スパン(1 α) fの光全介成桁のたわみを Vb
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とし， AC区間の完全合成桁のたわみを Vcとすれば，

Vbニ(1+ 5c) Vbニ(1 + 5c)( 1α)3VC (2，42) 

となる。これは.完全合成桁より ScVbだけ大きいこと

を小している。したがって，このような断統合成桁の

たわみ否cは

Vcニル+互c( 1 α)3 Vc 

ニル {1+sc(l-α)3) (2，43) 

となる。 α=0のときには式 (2.34) と一致する結果

をf!}る。

IliJt)iにスラフに作用する応力 σ1ム αNのI担lげによ

る完全介成桁の応力を 0<¥(1 α)pfの曲げによる応

力を de とすれば.

σGニ oN2十 oja=  oc( 1 -0%/2 oc) 

二俣(1+α)/2 (2， 44) 

となる。ここで，ocは完全桁の場合のスラブに作用す

るLι力である。この応力は αi二|主lし司 1('帝京となり， J 

ドフランシの応力も当然|肉料i(J(JなI)¥J係となる。

2.3 終局耐力

関i討し介成粁Jの終局耐力は欽筋の1;制止までジベルが抵

抗できれば，完全合成桁と応力状態が同じになり.終

局耐力は等しくなる。

3 断続合成桁の曲げ性状

3.1 対象とした桁

片IJ主主で不したように，断続介成桁のたわみおよび応

力は断面lにより異なる。ただし，スラブの比、力は断雨l

にかかわらず完全合成桁のスラブ応力の泌となる。こ

こでは対称断面として桁i;f!.:月jに則いられる断的j:;'，1包築

で用いられる断出IlIi および試験桁 1:1のように鋼材Iの

淘]1i"が小さい断凶!とを月j¥、る。それぞれの、j法を表

1に示す。

また，スラフの断lM執は一つの川ラメータに L，こ

こでは，最大の断凶jf自を [:;<1にぶしたものとする。負の

lHlげを受ける場合コンクリ -fにブレストレスを導入

していれば，この断出干itが.hJ，.1Jに作用することになる。

この断凶l積は，銅とコンクリ トの仰刊係数比を?と

して，鋼に換算すれば，情梁!tJおよび建築片jてが鋼材iJj9r

凶lの 2.01九実験桁片jで 2.61自となる。

3.3.2 計算結果

図 6に 1tonのj'，:Uli:が)'，持ばりのt'l111品rHこれー坪jし

たときの応力分布をぶす Q 作断的!の .Ji去および応力の

新1尺は異なっているのでii忠を安ーする。この陪lは有効

Tableー 1 Section Properties of Models for the Analysis 

A Composite A conposite A Composite 
Section for the Section for the Section for 
Bridge Building Experiment 

Notation 恥lODELA 孔10DELB MODEL C 

卜一一 ー 一一一一一一一一

Area of Steel Section (cnf) 431 97 26 

Moment of Inertia of Steel 
1.473，400 33，500 3，125 

Secton (cm') 

ay (cm) 114 32 17 

au (cm) 101 20 10 

ト一一 ト

a， (cm) 64 20 10 

Span (cm) 800 300 120 
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-40 -20 0 20 40 -100 。 100 200 -400-200 0 200 400 600. 

J 半747'
， 

Ac/As 

J 中djr
~，<-

正男夫アf r J 。

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 
MODEL B 

MODEL A 
一一 ~~~~~:+~o~~:~t:.~e:~_1 1 _./-と三ヨ MODE上 C
ーーーCompleteComposite Beam 

Fig. 6 Stress Distributions and Relationslips between Ac/ As and Stresses 

スラプ断面積とスラブ応力および鋼桁応力との関係も

示している。

図ー 7には有効スラブ断面干貴と断統合成桁と完全合

成桁のたわみ比，および応力比を示している。図-8

に部分断統合成桁の完全合成区聞の長きに対するたわ

み比，および応力比を示している。

3.3 計算結果に対する考康

図-6からわかるようにスラブに作用する応力は有

効スラブ断面積に逆比例的に減少している。一般にス

ラブに作用する応力は小さ〈する必要があるので，こ

の商から鉄筋量あるいはプレストレス量の算定が可能

となる。有効スラプ断面積の犬きさによるスラプ応力

の減少の割合いは有効スラブ断面積が鋼桁断面積と等

しくなる量までは大き く減少するが.それを越えても

減少の割合は小さ L、。

橋梁用.建築用のほとんどが活荷重合成桁であり.

橋梁用の合成後の活荷重による応力は 4-6割程度で

あり，建築用ではさらに小さいものと考えられる。し

たがって，ここに示す応力分布は必ずしも直接設計に

用いるものではない。

スラプの応力だけについて考えると，有効スラブ断

面積が鋼桁断面の 0.51音のときのスラプに作用する応

力は，完全合成桁の有効スラブ断面積が鋼桁断面積の

1.251音の応力と等しくなる。この点だけについて考え
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てみると，また有効スラプ断面積を欽筋のみで補うも

のとすれば，完全合成桁は断統合成桁の 2.5倍の鉄筋

量が必要となる。

一方，下フランジ応力はいつれの断固lでも鉄筋封の



断統合成桁の曲け性状について

増加に対してわずかな減少となる。負の曲げを受ける

合成桁ではスラブに作用する応力を減少させることが

最も重要であるが，このように断統合成桁では下フラ

ジ応力を急増させることなしにスラブの応力を相当減

少できる点に注目されよう。

図 7に断統合成桁と完全合成桁のたわみ比，下フ

ランジ応力比およびスラブ応力比が示きれている。こ

の図によれば，有効スラブ断面積の楠加とともにたわ

み比および下フランジ応力比はわずかに増加する。特

に下フランジ応力比は断面により異なるが.Ac/As 

=20において，わずか1.18-1.29程度である。スラブ

の応力比は式(2. 36)からわかるように有効スラブ

断面積にかかわらず%となる。また，この図からわか

るように応力およびたわみの比は断面寸法の差にあま

り関係していないことがわかる。

図-8に部分断統合成桁と完全合成桁のたわみ比，

および応力比を示している。たわみ比は式(2. 42)に

示されるように 3次式で変化している。この図からわ

かるように，完全合成区間alを，例えば 0.21とすれ

ば，たわみ比はおよそ(1 +sρ/2 )に急に減少する。

このことは，相当剛性の増加を意味している。一方.

スラブの応力の比は直線な楠加，フランジの応力の比

は直線的な減少となる。この図からある程度の合成区

間を有する方がたわみに関して剛性が相当増加する一

方，スラブの応力はそれ程増加しないという利点を有

することになる。
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3.4 実験結果に対する考療

断統合成桁の曲げ性状を調べる実験はあまり行われ

ていない。特に完全合成桁と比較する資料は少ない。

著者らは 3種類の断続および完全合成桁に対して実験

を行ったので，この結果について論ずることにする。

表 2は実験結果を示している。この結果はたわみ比

および応力比が示されている。これによれば，実験値

と理論値は比較的よく一致している。特にスラブに作

用する応力比は0.46および0.61を示しており，断統合

成桁の性状をよく示している。

由
国
む
』
ハ
ぷ
山
山
国
口
同
一
同

σJ，σf 

1.0 0.8 

終局耐力はいつitLも断統合成桁の方が小さい。これ

は破壊モードによるもので，断統合成桁では中間にジ

ベルがないため横倒れ座屈ずることによるものと考え

られる。したがって適当に横倒れ座屈を防止すれば，

ほとんど同じ結果が得られるものと考えられる。

Deflection and Stress Ratios of a 

Partial Composite Beam with Respect 

to Length of the Complete Composite 

Region 

( 1一α)1

Fig. 8 
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Table-2 Experimental and Analytical Results for DefIection and Stress Ratios 

of the Partial Composite Beam to the Complete Composite Beam 

Beam 
Ratio of Ratio of 

No. 
Ae/As Deflection Slab Stress 

(Theory) (Theory) 

4， 6 0.30 1.36(1.22) 0.46(0.5) 

5， 7 0.44 1.17(1.28) 

8， 9 0.44 1.31(1.28) 0.61(0.5) 

4.あとがき

これまで断続合成桁について論じた内で主な結論と

して次のように揚げられる。

1) 断統合成のスラプ応力は完全合成桁のそれの72'

であり，理論上スラブに対してよい影響をもたらすも

のと考えられる。

2) 断統合成桁のスラブ応力が減少する害IJにはフラ

ンジ応力は上昇しない。

3) 断統合成桁と完全合成桁のたわみ比および下フ

ランジ応力比は有効スラブ断面積が主に影響し，断面i

形状にはあまり影響しない。

4) 断統合成桁でも部分的に完全剛性にして部分剛

性桁は剛性を増加するために好ましい。

5) 断統合成桁を完全合成桁のたわみ比および応力

比に関して実験結果は理論とよく似た性状を示してい

る。

断統合成桁に関する研究はこの論文のみで不充分で

あり，今後弾性範囲を越えた場合の挙動，有効rl1の問

題，断続部附近のスラフおよびジベに作用する応力集

中など多くの問題点がある。このようなことから，わ

が[jJでは断統合成桁の道路橋示方書に規定されていな

いのが実状である。また，これは単に静的な荷重のみ

ならず，動的な荷重が作用するときの問題でもある。

これらに関し，著者らは現在研究中であり，今後の研

究に委ねることする。

なお，この論文の一部を昭和53年度土木学会学術研

究発表会にて発表することになっている。

Ratio of Lower Ratio of Ultimate 
Flange Stress Load 

(Theory) (Theory) 

1.32(1.16) 0.97(1.0) 

1.06(1.18) 0.90(1.0) 

0.93(1.0) 
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