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円形CFT柱 とH形 鋼梁の接合部の耐力 と変形に関す る実験的研究
一外ダイヤフラム型と通しダイヤフラム型について一

A Study on the Connection Strength and Deformation Capacity of H-Shaped Steel Beams 

                to Concrete Filled Circular Tubular Columns 

         —External Diaphragm Type and Through Diaphragm Type—

河 野 昭 彦*,中 田 幸 造**,井 上 知 哉**

Akihiko KAWANO, Kozo NAKADA and Tomoya INOUE

Seismic loads induce the shear deformation of the connection panel and local deformation at beam flange joint on 

the connection of H-shaped steel beams to concrete filled tubular columns. A hole in the diaphragm of beam to 

column connection is inevitable for concrete casting, and might result a local deformation around the beam flange 

joint. The purpose of this study is to propose a practical load deformation relational model to the local deformation. 
The contents of this paper are the experimental program of column and beam flange connenction model 

(nondiaphragm, external diaphragm, through diaphragm)and test result of two series test specimen(external dia-

phragm, through diaphragm). 
 Keywords  : Concrete filled circular tubular column, Beam to column connection, Local deformation, 

         Column and beam flange connection model
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1.序

コンクリー ト充填円形鋼管(円 形CFT)柱 とH形 鋼梁

のラーメン架構の柱梁接合部が地震荷重を受けるときの

変形には,接合部パネルのせん断変形 と梁が接合する部

分の柱鋼管壁およびダイヤフラムの局部変形がある.本

研究では,後 者の局部変形を対象 とする.

円形CFT柱 梁接合部には,無 補強形式,外 ダイヤフラ

ム形式,お よび有孔通 しダイヤフラム形式がある.無 補

強形式は接合部近傍だけ柱鋼管が増厚 される場合があ

る.これらの形式はいずれも柱鋼管内の コンクリー ト打

設用の孔が不可欠である.従 って,梁 フランジの軸力

は,圧 縮力は問題ないが,引 張力は柱鋼管壁やダイヤフ

ラムを容易に局部変形させる.つ まり,接 合部の最大強

度は局部変形がかなり進んだ後に発現することになる.

故に接合部設計には,局部変形を考慮する必要がある

が,円 形CFT柱 梁接合部に対 してその量 を予測する方

法は,こ れまで提案されていない.ま た耐力の予測につ

いては,外 ダイヤフラム形式は鋼管構造設計施工指針1>

に黒羽啓明等による設計式があり,無補強形式 と有孔通

しダイヤフラム形式は指針類に設計式はないが,そ れぞ

れ森 田等 による文献2),3;'の 提案があ る.提 案式 は精度

は高いが複雑であ るので,実 用 には多少精度 を犠牲 に し

て も簡単 な式が望 ま しい し,異 なる接 合形式 を混用す る

場合 を考 える と,す べ ての接合形 式の耐力式 を統 一 した

理念 で導出する ことが望 まれ る.従 って,耐 力 の予測 に

ついて も新 しい提 案が必要 であ る.こ れに対 して角形

CFT柱 梁接合部 につい ては,著 者 らに よって統 一的 な評

価4)が 行 われているが,円 形CFTの 場合 については な

されていない.

以 上の観点 か ら,無 補 強,外 ダイヤ フラム,お よび有

孔通 しダイヤフラムの各接合形式の柱 ・梁 フランジ試験

体(柱,ダ イヤフラム,お よび梁 フ ランジだけで構 成 さ

れた試験体)の 引張実験 を計画 し,2シ リーズ外 ダイヤ

フラム,通 しダイヤ フラムの実験 を行 ったのでその実験

結果 について示す.
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2.実 験概要

2.1.試 験体の設計

柱 ・梁 フラ ンジ試験体 は,梁 が破断す る梁破 断型 と梁

と接合部がほぼ同程度の終局耐力 を持つ同時破 断型の2

種類 を計画 した.そ の設計 には,汎 用 プログラムMARC

K4(MARCAnalysisResearchCorporation)を 使用 して,

弾塑性有 限要素解析 に よって行 った.使 用 した要素は,

4節 点 シェル要素(要 素番号75)で ある.



柱 ・梁 フランジモデルの解析 モ デルは,図1(a)～(d)

示 している とお りで,柱 鋼管 の外径Dは267.4mmで,

XY,YZ,ZX平 面 を対称 面 とす る8分 の1モ デルであ る.

ダイヤ フラムの解析 モデルは,す べ ての節点の面外方向

の変位,お よび対称面 上の節点の対称面 と直交方 向の変

位 を拘束 している.柱 鋼管 の解析 モデルは,そ れぞれの

節点 に局所座標 を定義 し,Y軸 か ら鋼管柱 の円周方向 に

3分 の1程 度の節点 まですべ ての変位 を拘束 し,残 りの

節点 は拘束 してい ない.こ の状態で梁 フランジ 自由端 に
一様 な強制変位 を与 えた .使 用 した材料定数 を表1に,

変形 の解析結果 を図2.1～ 図2.3の(a)～(f)に 示 した.

変形の解析結果 を もとに梁破 断,接 合部破 断 を決定 し

(b)平 面 図(外 ダイヤ フラムer)

表1材 料定数

(c)平 面図(通 しダイヤ フラムtr)

注)E:ヤ ン グ率 σ,:降 伏 応 力 度

v:ポ ア ソ ン比

(a)平 面 図(外 ダイヤフラムed) (d)立 面図(柱 鋼管部分)

図1柱 ・梁 フランジモデルの解析 モデル

図2.1外 ダイヤフラム(ed)解 析結果



図2.3通 しダイヤ フラム(tr)解析結果

た.

2.2.柱 ・梁 フラ ンジモデル試験体 概要

柱 ・梁 フランジモデル試験体 は,図3に 示す ように,

鋼 管柱 外径D(=267.4mm)の2倍 長の円形鋼管柱部 分 と

引張側梁 フランジお よび ダイヤ フ ラムで構成 されてい

る.接 合形式 は4種 類 で,外 ダイヤ フラム形 式が2種 類,

有孔 通 しダイヤ フラム形式,無 補強形式 であ り,有 孔通

しダイヤ フラムは,ダ イヤフラムに円形の孔 が空け られ

てい る.ダ イヤ フラム形式の試験 体は,梁 フ ランジ とダ

イヤ フラムが一枚 の鋼版か ら継 目な くレーザ ー切断で切

り出 されてお り,切 断の入 り隅部 には半径20mmの アー

ルが設 け られ てい る.外 ダイヤ フラム と柱鋼管 の溶接 は

隅 肉溶接であ り,無 補強形 式における梁 フラ ンジ と柱鋼

管の溶接 も隅肉溶接 であ る.通 しダイヤフラム と柱鋼管

は完全溶 け込み溶接 であ る.試 験体 に使用 した鋼管,鋼

板の機械的性質 を表2に 示 す.ま た,充 填 コンク リー ト

は,普 通 ボル トラ ン ドセ メン トを使 用 し,設 計 基準強度

を27MPa,ス ランプ10cm,粗 骨材 の粒径 を20mm以 下



と して,表3に 示す調合 で混練 した.実 験 を行 った試験

体の コンクリー トの材料特性 を表4に 示 す.

実 験 変 数 は,4種 類 の接 合 形式,柱 鋼 管 の径厚 比

(30,40,60),梁 フラ ンジ幅B,と 鋼管径Dの 比・ダイヤ フ

ラムの寸法で試験 体総 数は24体 である.

梁 フランジ幅B,と 鋼管径Dの 比 は,接 合部 の最 大強

さと梁の破断強度 をほぼ同 じに した同時破断型,お よび

梁が十分 な塑性変形 をす るように梁 を弱 くした梁破断型

の2種 類であ る。以上 をまとめて表5に 示す.

表4充 填 コンク リー トの材料特性

表5柱 ・梁フランジモデル試験体の実験変数

2.3.加 力方法 と測定方 法

加力装置 を図4に 示 す.試 験体 には,両 梁 フランジの

自由端 に能力2000kNの 万能試験機 によって単調 な引張

荷重Pを 破断 まで載荷す る.接 合部の伸 び変形 は,2種

表2鋼 材の機械的性質

表3充 填 コンクリー トの調合

注)1:記 号 は図3参 照

注)2:同 時:梁 と接合部の同時破壊

梁:梁 の破断が先行

図3柱 ・梁フランジモデル試験体



類 を測定す る.図5に 示す よ うに,一 つ は全体変形 を知

るための検長L(=600)の 伸 び △L,も う一 つは接 合部

の局部変形 を知るための柱鋼管 中央 の面外 変位△Dで あ

る.た だ し,Lは 外 ダイヤフラム形式 で最大 の ダイヤ フ

ラム寸法 を包含 す るように決定 している.

3.実 験結果

3.1実 験耐 力

外 ダイヤ フラム及 び通 しダイヤ フラムの実験結果 を表

6に 示す.表 中の降伏耐力比,最 大耐力比 は,そ れぞれ

実験 で得 られた降伏荷重 または最大荷重 を梁 フラ ンジの

降伏軸力 または最 大軸力(計 算耐力)で 除 した比率 を表

す.降 伏耐力比 が,外 ダイヤ フラム,通 しダイヤ フラム

とも1に 近 いこ とか ら,試 験体 の降伏耐力 は梁 フランシ

に支 配 されているこ とが わか る.最 大耐力比 について も

試験体6edO.66-70以 外 は,1に 近 く梁 フラ ンジが支配 的

である.6edO.66-70の 最大耐 力比は他 よ り小 さ く,接 合

部耐力が相対的 に小 さか った と考え られる.接 合部形式

の違 いで最大耐力比 を比べ てみ ると,通 しダイヤ フラム

が よ り1に 近 いこ とか ら,通 しダイヤ フラムのほ うが接

合部 強度 が相対的 に高い と考 えられ る.初 期勾 配は梁 フ

ラ ンジ幅の大 きいB〆D=0.66が 大 き くなっている.伸 び

は,10%～12%と 安定 している.

3.2破 壊状況

試験体 の破壊状 況 を写真1に 示す.そ れぞれの シリー

ズ にお ける径厚 比30と60の 試験 体 で,B,ID=0.5,B〆

D=0.66を 示す.試 験体6edO.66-70は 鋼管 とダイヤ フラム

を接 合 している隅肉溶接部分が割れ,ダ イヤ フラムの入

図4加 力装置 写真1破 壊状況

表6実 験結果



図6荷 重変形関係(外 ダイヤフラム)



図7通 しダイヤフラム実験結果



隅部分 が塑性化 し,亀 裂 が入 って破 断 に至 った.も う一

つの接合部 で破断 した試験体4edO.66-60も 入隅部 をつな

ぐように破断 した.梁 フランジで破 断 した試験体 は,破

断箇所 が梁 フラ ンジ長 のほぼ真 中であるこ とか ら,梁 に

対 して接 合部が問題 なか ったこ とが わか る.

3.3.外 ダイヤ フラムの荷重変 形関係

図5に 柱 ・梁 フランジモデ ル試験体の引張実験 よ り得

られ た外 ダイヤ フラムの荷重変形 関係 を,表6に 実験結

果 を示す.図 の縦軸 は引張荷重(kN)で,横 軸 は検長 間

変位(△L)及 び鋼管柱 の局部 変形 量(△D)を 検長 間長

さ(L)で 無次元化 した ものであ る.ま た各 々の 図中に,

梁 フランジ断面積 にそれぞれの材料試験 よ り得 られた降

伏応力及 び最大応力 をか けて求めた,梁 フランジの計算

降伏耐力(bP,)及 び計 算最大耐力(bP。)を 示 している.

図の(a),(c),(e)が 梁破 断型試験体,(b),(d),(f)

が 同時破 断型試験体 であ る.実 験 の結果,梁 破 断型試験

体 は 梁 フ ラ ン ジで 破 断 し,同 時 破 断 型 試 験 体 は,

3edO.66-50が 梁 で破 断 し,残 りは接合部で破断 した.図

5(a)～(f)に お いて,す べ ての試験体 とも実験 の最大

耐 力が梁 フ ランジの計算 最大耐力 に達 してい るこ とか

ら,梁 フラ ンジは耐力 を発揮 で きた ことが わか る.ま

た,△L/Lと △D/Lの 差 が急 に離れ る点は梁 フランジの降

伏 を表 してい る.図5(d),(f)に おいて △L/Lと △D/L

の差が急 に離 れる以前に両変位が 同 じように塑性的 に増

加 してい るのが わかる.こ れは接合部の局部変形 による

降伏 を表 してい る.図 よ り,同 時破断型試験体 は,梁 破

断型試験体 と比較 して鋼管が局部変形する ことにより梁

の変形量が相対的 に減少 しているこ とが わか る.

梁端の接合部位置 での回転角 を0と す る と,一 般の建

物で は層 問変形角 は最大 で も2%を 超 えないよ う設計 さ

れ る とす れば,柱 と梁 の弾性 変形 を差 し引 くと,0は

高 々1%程 度 である.今,梁 の引張側 フラ ンジ接合部位

置の局部変形 をδ(=△D/2),梁 せ い をHと し,実 建物 に

お けるH/Dの 値が高 々2で あ ること,ま た寸法Lの 値が

概ね鋼管外径Dの2倍 程度であ ることか ら,次 式が成 り

立つ.

ここで,同 時破 断型試験体の うち,接 合部 で破 断 した試

験体 の △D/Lの 実験 の最 大値 を読 み と り,(1)式 に代 入

する と,試 験体4edO.66-60は θ=1.2%,試 験体6edO.66-70

はe=1.45%に なる.故 に この形式 の接 合部 は,設 計 上考

え られ る梁端接合部位置 での回転角0の 上限(0=1%)を

満たす変形性能 を有 している ことが わかる.

3.4.通 しダイヤ フラムの荷重変形関係

図6に 柱 ・梁 フラ ンジモデル試験体の引張実験 よ り得

られた通 しダイヤ フラムの荷重 変形 関係 を,表6に 実験

結果 を示す.図 よ り,梁 と接 合部の変形挙動 は外 ダイヤ

フラム と同様の こ とが いえる.実 験の結果,全 ての試験

体が梁で破断 した.こ の形式で は,接 合部で破 断 した試

験体 はないが,こ こで も△D/Lの 最大値 を読 み と り,(1)

式 に代入す る と,eの 値 は1を 超え るので,十 分 な変形

性能 を有 している ことが わかる.

4.結 論

今 回の実験 よ り以下 の ことが得 られた.

(1)試 験体 をFEM解 析 を用 いて設計 した結果,梁 破断

型試験体 は全 て梁で破断 した.同 時破 断型試験体 におい

ては,外 ダイヤ フラムの2体 が接 合部 で破 断 し,他 のす

べ ては梁で破 断 した.し か し,梁 で破 断 した試験体 で も

接 合部の局部変形 はか な り大 きく,FEM解 析 に よる試

験体 の設計 はほぼ所定の 目的 を達成 した.

(2)柱 ・梁 フランジ試験体 の引張実験 か ら得 られた局部

変形 量は,通 常 の柱梁接合部 に要求 され る変形量 以上 で

あ り,十 分 な変形性能 を有 してい ることがわか った.

(3)梁 破断型試験体の最大耐 力は,梁 フランジの材料 強

度 に基づ く計算耐 力にほぼ達す る とともに,破 断位置は

梁 フラ ンジの材中央付近であ った.こ の ことか ら,こ の

形式の接合部は梁 フランジの耐力 を十分 に発揮 で きる能

力 を持つ と考 え られる.

(4)同 時破断型試験体 におい て,局 部変形量 は最大耐力

近傍 まで計測す るこ とが で きた.従 って,接 合部の荷重

変形関係モデルの導出 に必要 な接 合部の耐力 と変形 の実

験結果が得 られた.今 後,実 験計画 を遂行 して,荷 重変

形 関係 モデルを提案す る予定 である.
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