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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート構造物に埋設される緊張材用定着具であって、
　緊張材が貫通される湾曲した貫通孔と、その緊張材の端部を固定する固定端部と、を有
する二つの筒部と、
　前記各筒部の外方に突出すると共に、前記両筒部を並列状態で一体化するリブと、を備
え、
　前記リブは、前記各筒部の全周に亘って外方に突出して設けられる板状部材であり、
　前記両筒部は、前記各筒部の固定端部が互いに反対方向に位置した状態で、前記両筒部
の並列方向から見て前記両貫通孔が交差する緊張材用定着具。
【請求項２】
　コンクリート構造物に埋設される緊張材用定着具であって、
　緊張材が貫通される湾曲した貫通孔と、その緊張材の端部を固定する固定端部と、を有
する二つの筒部と、
　前記各筒部の外方に突出すると共に、前記両筒部を並列状態で一体化するリブと、を備
え、
　前記リブは、前記両筒部の長手方向に所定の間隔を有して二つ設けられる板状部材であ
り、
　前記両筒部は、前記各筒部の固定端部が互いに反対方向に位置した状態で、前記両筒部
の並列方向から見て前記両貫通孔が交差する緊張材用定着具。
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【請求項３】
　前記各筒部と前記各リブとで囲まれる領域に空洞部を備える請求項２に記載の緊張材用
定着具。
【請求項４】
　前記筒部の表面と前記リブの表面との間を斜めに連結する補強部を備える請求項１から
請求項３のいずれか１項に記載の緊張材用定着具。
【請求項５】
　前記補強部の外表面が湾曲状である請求項４に記載の緊張材用定着具。
【請求項６】
　前記筒部の全周に亘って前記補強部を備え、
　前記両筒部が互いに対向する側を内側、その反対側を外側とするとき、
　前記補強部は、内側の湾曲状の曲げ半径が外側の湾曲状の曲げ半径よりも大きい請求項
５に記載の緊張材用定着具。
【請求項７】
　前記両筒部の少なくとも一方は、前記固定端部の外径よりも小さい外径を有する細径部
を備える請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の緊張材用定着具。
【請求項８】
　前記両筒部の少なくとも一方は、その外周面の少なくとも一部に凹凸部を備える請求項
１から請求項７のいずれか１項に記載の緊張材用定着具。
【請求項９】
　前記両筒部の少なくとも一方は、前記固定端部に前記緊張材の端部を把持するウェッジ
を嵌め込むソケットを収納する収納部を備える請求項１から請求項８のいずれか１項に記
載の緊張材用定着具。
【請求項１０】
　前記収納部は、軸方向に一様な内径を備える請求項９に記載の緊張材用定着具。
【請求項１１】
　前記収納部は、前記筒部内にグラウトを通すための溝部を備える請求項９又は請求項１
０に記載の緊張材用定着具。
【請求項１２】
　前記収納部の開口側にグラウトキャップを備え、
　前記グラウトキャップは、グラウト注入孔を備える請求項９から請求項１１のいずれか
１項に記載の緊張材用定着具。
【請求項１３】
　前記グラウトキャップは、前記収納部の軸方向と直交する断面の形状が多角形状である
部分を有する請求項１２に記載の緊張材用定着具。
【請求項１４】
　前記筒部と、前記緊張材の端部を把持するウェッジを嵌め込むソケットと、が一体構造
である請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の緊張材用定着具。
【請求項１５】
　更に、
　緊張材の端部を把持する円錐状のウェッジと、
　前記ウェッジを嵌め込むソケットと、を備える請求項１から請求項１３のいずれか１項
に記載の緊張材用定着具。
【請求項１６】
　請求項１４又は請求項１５に記載の緊張材用定着具によって定着された前記緊張材を備
えるプレストレストコンクリート構造物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、緊張材用定着具、及びプレストレストコンクリート構造物に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ＰＣ鋼材などの緊張材の緊張力をコンクリート構造物に伝達することでコンクリート構
造物にプレストレスを付与して、コンクリート構造物を補強することが行われている。例
えば、シールドトンネルの覆工体では、工場生産された円弧状のコンクリート製セグメン
トを坑内で筒形に組み立てて構成し、セグメントの周方向にプレストレスを導入すること
が行われている。このプレストレスは、予め各セグメントの周方向に埋設されたシース内
に緊張材を挿入して緊張することにより導入する。その際、緊張材は、覆工体を一周して
両端部をセグメントの内周で交差させ、セグメントの内周に形成した切欠きから各端部を
引き出してジャッキで緊張する。セグメントには定着具が埋設され、この定着具にウェッ
ジなどを用いて緊張材の端部を定着する。シールドトンネルなどの円形コンクリート構造
物を一周した緊張材を定着するための定着具として、特許文献１に記載の技術が知られて
いる。
【０００３】
　特許文献１に開示された定着具は、ＰＣケーブル（緊張材）を把持するテーパ状の雄コ
ーン（ウェッジ）と、雄コーンを嵌め込む雌コーン（ソケット）と、コンクリート中に埋
設されてＰＣケーブルの定着荷重をコンクリートに伝達する埋設部材と、を備える。この
埋設部材は、一対の円筒部がほぼＸ状に交差するように並列して一体に構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１３２１６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　コンクリート構造物が大型化した場合、一つの緊張材では、その緊張材の長さが長くな
るため、コンクリート構造物にプレストレスを適切に付与できない虞がある。そのため、
一つ当たりの長さを短くした複数の緊張材を布設方向に接続して配置したいという要望が
ある。この場合、複数の緊張材の隣り合う緊張材の端部同士、つまり異なる緊張材の端部
同士を定着具で接続して固定することになる。この定着具には、異なる緊張材の緊張力に
よる応力（圧縮応力）が作用することになるが、緊張の仕方によっては、一時的に緊張材
の布設方向の片側に偏った圧縮応力が作用することがある。定着具の片側に偏った圧縮応
力が作用すると、定着具がその偏った側に動いてコンクリート構造物にめり込んだり、コ
ンクリート構造物に損傷が生じたりする虞がある。
【０００６】
　特許文献１に記載の定着具は、一つの緊張材の両端部を連結して固定するのに適した構
成である。一つの緊張材の場合、その緊張材の両端部を一つの定着具に固定するため、緊
張材の一端部又は両端部を緊張すると、その緊張力による圧縮応力は、定着具の両側に反
対方向を向いてほぼ均等に作用し、互いに相殺される。そのため、コンクリート構造物に
過度の応力が作用することがない。
【０００７】
　一方、定着具の片側に偏った圧縮応力が作用したとしても、定着具がその偏った側に動
いてコンクリート構造物にめり込んだり、コンクリート構造物に損傷が生じたりすること
を抑制できる構成が望まれる。定着具の片側に偏った圧縮応力が作用しても使用できれば
、緊張材の本数や緊張の仕方の自由度を向上でき、施工作業の改善が期待できる。
【０００８】
　そこで、施工性に優れる緊張材用定着具、及びプレストレストコンクリート構造物を提
供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】



(4) JP 6877237 B2 2021.5.26

10

20

30

40

50

　本開示に係る緊張材用定着具は、
　コンクリート構造物に埋設される緊張材用定着具であって、
　緊張材が貫通される湾曲した貫通孔と、その緊張材の端部を固定する固定端部と、を有
する二つの筒部と、
　前記各筒部の外方に突出すると共に、前記両筒部を並列状態で一体化するリブと、を備
え、
　前記両筒部は、前記各筒部の固定端部が互いに反対方向に位置した状態で、前記両筒部
の並列方向から見て前記両貫通孔が交差する。
【００１０】
　本開示に係るプレストレストコンクリート構造物は、
　上記本開示に係る緊張材用定着具と、
　緊張材の端部を把持する円錐状のウェッジと、
　前記ウェッジを嵌め込むソケットと、によって定着された前記緊張材を備える。
【発明の効果】
【００１１】
　上記の緊張材用定着具、及びプレストレストコンクリート構造物は、施工性に優れる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態１に係る緊張材用定着具で緊張材を定着した状態を示す正面部分断面図
である。
【図２】図１の（ＩＩ）－（ＩＩ）断面図である。
【図３】図１の（ＩＩＩ）－（ＩＩＩ）断面図である。
【図４】実施形態１に係る定着具本体の斜視図である。
【図５】実施形態１に係る定着具本体の正面図である。
【図６】実施形態１に係る定着具本体の背面図である。
【図７】実施形態１に係る定着具本体の右側面図である。
【図８】実施形態１に係る定着具本体の左側面図である。
【図９】実施形態１に係る定着具本体の平面図である。
【図１０】実施形態１に係る定着具本体の底面図である。
【図１１】実施形態１に係る緊張材用定着具の使用状態図である。
【図１２】図１１の緊張材用定着具付近の拡大部分断面図である。
【図１３】実施形態２に係る緊張材用定着具で緊張材を定着した状態を示す正面部分断面
図である。
【図１４】実施形態２に係る定着具本体の斜視図である。
【図１５】実施形態２に係る定着具本体の正面図である。
【図１６】実施形態２に係る定着具本体の背面図である。
【図１７】実施形態２に係る定着具本体の右側面図である。
【図１８】実施形態２に係る定着具本体の左側面図である。
【図１９】実施形態２に係る定着具本体の平面図である。
【図２０】実施形態２に係る定着具本体の底面図である。
【図２１】解析例１における試作品１の解析結果を示す定着具本体の平面図である。
【図２２】解析例１における試作品２の解析結果を示す定着具本体の平面図である。
【図２３】解析例１における試作品３の解析結果を示す定着具本体の平面図である。
【図２４】解析例１における解析モデルを説明する説明図である。
【図２５】解析例２における解析モデルを説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　［本発明の実施形態の説明］
　最初に、本発明の実施形態の内容を列記して説明する。
【００１４】
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　（１）本発明の実施形態に係る緊張材用定着具は、
　コンクリート構造物に埋設される緊張材用定着具であって、
　緊張材が貫通される湾曲した貫通孔と、その緊張材の端部を固定する固定端部と、を有
する二つの筒部と、
　前記各筒部の外方に突出すると共に、前記両筒部を並列状態で一体化するリブと、を備
え、
　前記両筒部は、前記各筒部の固定端部が互いに反対方向に位置した状態で、前記両筒部
の並列方向から見て前記両貫通孔が交差する。
【００１５】
　先に、上記緊張材用定着具の利用形態について、シールドトンネルやタンクなどの円形
コンクリート構造物の周方向にプレストレスを導入する場合を例に説明する。上記緊張材
用定着具は、異なる二つの緊張材の端部同士を接続してその緊張材用定着具に固定するこ
ともできるし、一つの緊張材の両端部を連結してその緊張材用定着具に固定することもで
きる。
【００１６】
　複数の緊張材を周方向に接続して配置する場合、隣り合う緊張材の端部同士、つまり異
なる緊張材の端部同士を上記緊張材用定着具で接続して固定する。異なる緊張材の端部同
士を接続して固定するにあたり、各緊張材は、一端部のみを緊張する（以下、片引きと呼
ぶことがある）ことが挙げられる。片引きでは、各緊張材は、他端部をある緊張材用定着
具に固定しておき、一端部をジャッキで緊張して別の緊張材用定着具に定着する。この場
合、一つの緊張材用定着具に着目すると、二つの筒部のうち、一方の筒部の固定端部には
、その緊張材用定着具に固定する際にジャッキで緊張した一方の緊張材の端部が固定され
、他方の筒部の固定端部には、その緊張材用定着具に固定する際にジャッキで緊張しない
他方の緊張材の端部が固定される形態が挙げられる。この片引きの形態では、異なる二つ
の緊張材のうち、一方の緊張材は、他方の緊張材を緊張材用定着具に固定していない（他
方の緊張材を他方の筒部に挿入していない）状態で、一方の筒部に挿入してジャッキで緊
張し、緊張材用定着具に固定することになる。一方の緊張材を緊張材用定着具に固定でき
たら、その緊張材用定着具の他方の筒部に他方の緊張材を挿入して固定する。この形態の
場合、他方の緊張材を固定するまでの一時的な間、一方の緊張材の端部を固定する一方の
筒部の固定端部に大きな圧縮応力が作用することで、一方の筒部の固定端部と、他方の筒
部の固定端部との間で大きな圧縮応力差が生じる。よって、緊張材用定着具には、筒部間
に偏った圧縮応力が生じると共に、緊張材の布設方向の片側に偏った圧縮応力が一時的に
作用する（以下、片圧縮と呼ぶことがある）。ここで言う、緊張材の布設方向とは、円形
コンクリート構造物の周方向のことである。
【００１７】
　他に、異なる緊張材の端部同士を接続して固定するにあたり、各緊張材は、両端部を同
時に緊張する（以下、両引きと呼ぶことがある）ことが挙げられる。両引きの場合、一つ
の緊張材用定着具に着目すると、両筒部とも、その緊張材用定着具に固定する際にジャッ
キで緊張した緊張材の端部が固定される形態が挙げられる。この両引きの形態でも、片引
きの場合と同様に、他方の緊張材を緊張材用定着具に固定していない状態で、一方の緊張
材を緊張材用定着具にジャッキで緊張して固定し、その後に他方の緊張材をその緊張材用
定着具にジャッキで緊張して固定する。つまり、この両引きの形態の場合、緊張材用定着
具は、一時的に片圧縮の状態となる。
【００１８】
　更に、異なる緊張材の端部同士を接続して固定するにあたり、異なる二つの緊張材をそ
れぞれ筒部に挿入し、各緊張材を交互に緊張し、その各緊張は段階的に緊張力を高めなが
ら行うこともできる。この場合、一つの緊張材用定着具に着目すると、両筒部とも、その
緊張材用定着具に固定する際にジャッキで緊張した緊張材の端部が固定される。各緊張材
は、片引きでも両引きでもよい。この形態では、各筒部に対して段階的に緊張力を高めな
がら緊張するため、一方の緊張材の端部を固定する一方の筒部の固定端部に作用する圧縮
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応力と、他方の緊張材の端部を固定する他方の筒部の固定端部に作用する圧縮応力と、の
差を所定値以下とできる。そのため、緊張材用定着具における緊張材の布設方向の両側に
、互いに反対方向を向いた圧縮応力をほぼ均等に作用させることができる（以下、両圧縮
と呼ぶことがある）。
【００１９】
　一つの緊張材を円環状のコンクリート構造物に一周させて配置する場合、一つの緊張材
の両端部を上記緊張材用定着具で連結して固定する。このとき、上記緊張材用定着具は一
つでよい。一つの緊張材の端部同士を連結して固定するにあたり、緊張材は片引きでも両
引きでもよい。一つの緊張材の場合、その緊張材の両端部は一つの定着具に固定するため
、片引き及び両引きのどちらでも、その緊張力による圧縮応力は、緊張材用定着具におけ
る緊張材の布設方向の両側に互いに反対方向を向いてほぼ均等に作用する両圧縮の状態と
なる。緊張材の布設方向に生じる両側の圧縮応力は相殺される。
【００２０】
　上述した各形態のうち、緊張材用定着具が一時的に片圧縮の状態となる場合、緊張材用
定着具は、偏った側に動いてコンクリート構造物にめり込んだり、コンクリート構造物に
損傷が生じたりする虞がある。本実施形態の緊張材用定着具は、各筒部の外方に突出して
二つの筒部を一体化するリブを備えるため、緊張材の緊張力によって緊張材用定着具に作
用する圧縮応力をリブで支圧することができる。よって、緊張材用定着具が一時的に片圧
縮の状態となったとしても、その圧縮応力をリブで支圧できることで、緊張材用定着具が
コンクリート構造物にめり込んだり、コンクリート構造物に損傷が生じたりすることを抑
制できる。リブが各筒部の外方に突出していることで、筒部内の貫通孔に貫通される緊張
材の緊張力によって作用する圧縮応力を効果的にリブで支圧することができる。また、リ
ブが二つの筒部を一体化していることで、片圧縮の状態において筒部間に生じる偏った圧
縮応力によって、筒部間に作用するせん断応力を低減することができる。せん断応力を低
減できることで、緊張材用定着具がせん断破壊することを抑制できる。
【００２１】
　以上より、上記緊張材用定着具は、一時的に片圧縮の状態となる場合に好適に利用でき
る。上記緊張材用定着具は、片圧縮の状態でも利用できるため、複数の緊張材を布設方向
に接続して容易に配置でき、施工性を向上できる。また、上記緊張材用定着具は、緊張材
用定着具の両側に作用する圧縮応力を綿密に合わせる必要がなく、異なる二つの緊張材を
それぞれ筒部に挿入し、各緊張材を交互に段階的に緊張力を高めながら行う必要もないた
め、一台のジャッキの配置でよいことからも、施工性を向上できる。更に、緊張材用定着
具の配置形態の制約によって、緊張材用定着具の両側にジャッキを配置することが困難な
場合であっても、緊張材を緊張することができ、緊張材に適切な緊張力を付与することが
できる。複数の緊張材を布設方向に容易に接続できるため、緊張材用定着具の配置箇所や
、緊張材の長さなどの自由度を高められることからも施工性を向上できる。上記緊張材用
定着具は、両圧縮の状態となる場合も勿論、好適に利用できる。
【００２２】
　（２）上記の緊張材用定着具の一例として、前記リブは、前記両筒部の長手方向に所定
の間隔を有して二つ設けられ、前記各筒部と前記各リブとで囲まれる領域に空洞部を備え
る形態が挙げられる。
【００２３】
　リブが両筒部の長手方向に所定の間隔を有して二つ設けられることで、緊張材の緊張時
に上記緊張材用定着具に作用する回転力を抑制することができる。それにより、緊張材用
定着具がコンクリート構造物にめり込んだり、コンクリート構造物に損傷が生じたりする
ことをより抑制できる。二つの筒部と二つのリブとで囲まれる領域に空洞部を備えること
で、その空洞部にはコンクリートが介在されることになる。そのため、定着具とコンクリ
ート構造物との付着力を向上することができ、筒部間に作用するせん断応力をより低減で
きる。また、空洞部にコンクリート構造物が介在されると、各筒部間にはその長手方向と
ほぼ直交する方向に亘って柱状のコンクリート部分が形成されることになる。この柱状の
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コンクリート部分は、緊張力によって作用する圧縮応力の支圧部として機能することで、
コンクリート構造物に損傷が生じることを抑制できると考えられる。
【００２４】
　二つの筒部と二つのリブとで囲まれる領域に空洞部を備えることで、二つの筒部間に両
筒部を連結する部分を備える場合に比較して、緊張材用定着具を軽量化できる。
【００２５】
　（３）上記の緊張材用定着具の一例として、前記筒部の表面と前記リブの表面との間を
斜めに連結する補強部を備える形態が挙げられる。
【００２６】
　補強部を備えることで、リブに作用する応力のうち緊張材の布設方向に生じる圧縮応力
によって、リブが圧縮応力の作用方向（支圧方向）へ変形することを抑制し易い。リブの
変形を抑制することで、リブによる支圧を確実に行うことができる。
【００２７】
　（４）補強部を備える上記の緊張材用定着具の一例として、前記補強部の外表面が湾曲
状である形態が挙げられる。
【００２８】
　補強部の外表面が湾曲状であることで、リブが受ける圧縮応力を各筒部側に分散させ易
い。よって、リブが圧縮応力の作用方向（支圧方向）へ変形することをより抑制し易い。
【００２９】
　（５）外表面が湾曲状である補強部を備える上記の緊張材用定着具の一例として、前記
筒部の全周に亘って前記補強部を備え、前記両筒部が互いに対向する側を内側、その反対
側を外側とするとき、前記補強部は、内側の湾曲状の曲げ半径が外側の湾曲状の曲げ半径
よりも大きい形態が挙げられる。
【００３０】
　筒部に作用するせん断応力は、特に筒部間における筒部の外周面とリブの表面との接続
部近傍に作用し易い。そこで、両筒部が互いに対向する側（両筒部の間側）を内側、その
反対側を外側とするとき、補強部の内側の湾曲状の曲げ半径が外側の湾曲状の曲げ半径よ
りも大きいことで、上記せん断応力を効果的に低減することができる。
【００３１】
　（６）上記の緊張材用定着具の一例として、前記両筒部の少なくとも一方は、前記固定
端部の外径よりも小さい外径を有する細径部を備える形態が挙げられる。
【００３２】
　筒部に細径部を備えることで、緊張材用定着具を小型化・軽量化できる。特に、リブを
二つ備える場合、二つのリブ間に対応して細径部を備えることで、二つの筒部と二つのリ
ブとで囲まれる領域に空洞部を形成し易い。
【００３３】
　（７）上記の緊張材用定着具の一例として、前記両筒部の少なくとも一方は、その外周
面の少なくとも一部に凹凸部を備える形態が挙げられる。
【００３４】
　筒部の外周面に凹凸部を備えることで、緊張材用定着具がコンクリート構造物に埋設さ
れると、筒部とコンクリートとの接触面積を大きくすることができ、両者の付着力を向上
することができる。
【００３５】
　（８）上記の緊張材用定着具の一例として、前記両筒部の少なくとも一方は、前記固定
端部に前記緊張材の端部を把持するウェッジを嵌め込むソケットを収納する収納部を備え
る形態が挙げられる。
【００３６】
　収納部を備えることで、筒部とソケットとが別部材であっても、ソケットを安定して筒
部に固定することができる。筒部とソケットとを別部材とすることで、ソケットとウェッ
ジとの間の寸法精度を向上することができる。筒部の貫通孔が湾曲しているため、緊張材
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の端部を固定する固定端部は傾斜面を有する。このような傾斜面でソケットを支圧する場
合、ソケットの外周を囲む部分がないと、ソケットが固定端部（筒部）から脱落したりず
れたりする虞がある。そこで、筒部が収納部を備えることで、固定端部が傾斜面となって
いても、ソケットを安定して筒部に固定することができ、ソケットが筒部から脱落したり
ずれたりすることを抑制できる。
【００３７】
　（９）収納部を備える上記の緊張材用定着具の一例として、前記収納部は、軸方向に一
様な内径を備える形態が挙げられる。
【００３８】
　収納部が軸方向に一様な内径を備えることで、筒部の内径を大きく採ることができ、緊
張材の挿入性を向上することができる。
【００３９】
　（１０）収納部を備える上記の緊張材用定着具の一例として、前記収納部は、筒部内に
グラウトを通すための溝部を備える形態が挙げられる。
【００４０】
　収納部に溝部を備えることで、ソケットと収納部との間に隙間を形成でき、この隙間を
介して筒部内へのグラウトの注入を容易に行うことができる。
【００４１】
　（１１）収納部を備える上記の緊張材用定着具の一例として、前記収納部の開口側にグ
ラウトキャップを備え、前記グラウトキャップは、グラウト注入孔を備える形態が挙げら
れる。
【００４２】
　グラウト注入孔を有するグラウトキャップを備えることで、コンクリート構造物に形成
された作業領域（緊張材用定着具の各筒部に緊張材を挿通する作業領域、及び緊張材をジ
ャッキで緊張する作業領域）のような小さな作業領域であっても、容易にグラウトキャッ
プを装着できる
【００４３】
　（１２）グラウトキャップを備える上記の緊張材用定着具の一例として、前記グラウト
キャップは、前記収納部の軸方向と直交する断面の形状が多角形状である部分を有する形
態が挙げられる。
【００４４】
　上記構成によれば、グラウトキャップを保持し易く、グラウトキャップを収納部の開口
側に装着し易い。
【００４５】
　（１３）上記の緊張材用定着具の一例として、前記筒部と、前記緊張材の端部を把持す
るウェッジを嵌め込むソケットと、が一体構造である形態が挙げられる。
【００４６】
　筒部とソケットとが一体構造であることで、ソケットを別途用意する必要がなく、部品
点数を削減できる。筒部にソケットを備えることで、ソケットを安定して筒部に固定する
ことができ、ソケットが筒部から脱落したりずれたりすることを抑制できる。
【００４７】
　（１４）上記の緊張材用定着具の一例として、更に、緊張材の端部を把持する円錐状の
ウェッジと、前記ウェッジを嵌め込むソケットと、を備える形態が挙げられる。
【００４８】
　ウェッジ及びソケットによって、各筒部の固定端部に緊張材を確実に固定することがで
きる。
【００４９】
　（１５）本発明の実施形態に係るプレストレストコンクリート構造物は、上記（１４）
に記載の緊張材用定着具によって定着された前記緊張材を備える。
【００５０】
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　上記のプレストレストコンクリート構造物は、本発明の実施形態に係る緊張材用定着具
によって緊張材を定着するため、施工性に優れる。
【００５１】
　［本発明の実施形態の詳細］
　本発明の実施形態の詳細を、以下に説明する。なお、本発明はこれらの例示に限定され
るものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲
内でのすべての変更が含まれることが意図される。図中の同一符号は、同一名称物を示す
。
【００５２】
　＜実施形態１＞
　・全体構成
　実施形態１では、図１１，１２に示すように、シールドトンネル用のセグメント６２０
，６４０の周方向にプレストレスを導入する場合を例に、緊張材用定着具１００を説明す
る。セグメント６２０は、後述する定着具本体１α（１αＡ，１αＢ）とシース４００と
が埋め込まれたコンクリート構造物であり、セグメント６４０は、シース４００のみが埋
め込まれたコンクリート構造物である。本例では、定着具本体１α有のセグメント６２０
と定着具本体１α無のセグメント６４０とを二つずつ合計四つ用意し、各セグメント６２
０，６４０の中心角を９０°として、セグメント６２０とセグメント６４０とを交互に円
環状に配置している。また、本例では、二つの緊張材（第一緊張材２００Ａと第二緊張材
２００Ｂ）を上記セグメント６２０，６４０の周方向に連続して配置し、二つの緊張材２
００Ａ，２００Ｂの対向する端部同士を緊張材用定着具１００で接続する。実施形態１で
は、各緊張材２００Ａ，２００Ｂの一端部のみをジャッキにより緊張する片引きの例を説
明する。以下、緊張材用定着具１００の各構成について詳しく説明し、その後にこの緊張
材用定着具１００を用いた定着方法について説明する。なお、図１１においては、説明の
便宜上、緊張材用定着具１００を誇張して図示している。
【００５３】
　〔緊張材用定着具〕
　緊張材用定着具１００は、緊張材の端部同士を接続して固定する。本例では、図１１に
示すように、異なる緊張材である第一緊張材２００Ａと第二緊張材２００Ｂの端部同士を
それぞれ接続して固定する。よって、本例では、セグメント６２０，６４０の周方向に二
つの緊張材用定着具１００，１００を配置する（図１１を参照）。ここで用いる緊張材用
定着具１００は、いずれも同様の構成を有する。
【００５４】
　緊張材用定着具１００は、図１，１２に示すように、定着具本体１αと、各緊張材２０
０Ａ，２００Ｂの端部を把持する円錐状のウェッジ２，２と、各ウェッジ２，２を嵌め込
み、定着具本体１αで支圧されるソケット３，３と、を備える。本実施形態１の緊張材用
定着具１００の特徴の一つは、定着具本体１αが、緊張材２００Ａ，２００Ｂをそれぞれ
ジャッキで緊張するにあたり、各緊張材２００Ａ，２００Ｂの緊張力によって定着具本体
１αに作用する圧縮応力を支圧する構成を備える点にある。
【００５５】
　《定着具本体》
　定着具本体１αは、図１～１０に示すように、緊張材２００Ａ，２００Ｂがそれぞれ貫
通される湾曲した貫通孔１０ｈ（図１）を有する二つの筒部１０，１０と、各筒部１０，
１０の外方に突出すると共に、両筒部１０，１０を並列状態で一体化するリブ２０と、を
備える。二つの筒部１０，１０は、所定の間隔を有して離れて配置される。本例では、筒
部１０の長手方向に所定の間隔を有して二つのリブ２０，２０を備え、二つの筒部１０，
１０と二つのリブ２０，２０とで囲まれる領域に空洞部４０（図９，１０）を備える。ま
た、本例では、筒部１０の表面とリブ２０の表面との間を斜めに連結する補強部６０を備
える。
【００５６】
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　定着具本体１αは、図４～１０に示すように、定着具本体１αの長手方向の中央部分を
境界にした水平方向の回転において、０°の位置での形状と１８０°の位置での形状とが
同一形状である。そのため、図５の正面図と図６の背面図、図７の右側面図と図８の左側
面図、図９の平面図と図１０の底面図、の各々において同一に現れる。
【００５７】
　・筒部
　二つの筒部１０，１０は、図５～１０に示すように、同一の形状であり、定着具本体１
αの長手方向の中央部分を境界にして、一方の筒部１０を水平方向に１８０°回転させれ
ば、他方の筒部１０になる。
【００５８】
　各筒部１０は、図１に示すように、緊張材２００Ａ（２００Ｂ）が貫通される湾曲した
貫通孔１０ｈと、その緊張材２００Ａ（２００Ｂ）の端部を固定する固定端部１０ｐと、
を有する円筒部材である。本例では、筒部１０とソケット３とが別部材であり、各筒部１
０は、固定端部１０ｐにソケット３を収納する収納部１２を備える。また、各筒部１０は
、固定端部１０ｐの反対側にシース４００の取付端部１０ｑを有し、この取付端部１０ｑ
にシース４００の端部を嵌め込む取付口１１を備える。各筒部１０は、固定端部１０ｐと
取付端部１０ｑとの間に、固定端部１０ｐの外径よりも小さい外径を有する細径部１３を
備える。筒部１０の貫通孔１０ｈは、取付口１１の内部と、収納部１２の内部と、細径部
１３の内部と、で構成されている。
【００５９】
　二つの筒部１０，１０は、図４～６，９，１０に示すように、各固定端部１０ｐが互い
に反対方向に位置した状態で並列されている。つまり、二つの筒部１０，１０は、収納部
１２が互いに反対方向に開口している。二つの筒部１０，１０は、細径部１３，１３同士
が並列し、一方の筒部１０の固定端部１０ｐ（収納部１２）と他方の筒部１０の取付端部
１０ｑ（取付口１１）とが並列している。また、二つの筒部１０，１０は、その並列方向
（図１，５，６の紙面手前から奥側に向かう方向）から見て、貫通孔１０ｈ（図１）が交
差するように並列されている。二つの筒部１０，１０の並列方向とは、一方の筒部１０か
ら他方の筒部１０に向かう並び方向のことであり、各筒部１０の中心軸が直線に見える方
向（図９，１０の紙面手前から奥側に向かう方向）から見て、両筒部１０，１０の中心軸
が並ぶ方向（図９，１０の紙面上下方向）のことである。貫通孔１０ｈ，１０ｈは、定着
具本体１αの長手方向の中央付近で交差している。
【００６０】
　貫通孔１０ｈは、湾曲している。本例では、各筒部１０の外形も、貫通孔１０ｈと同様
に湾曲している。貫通孔１０ｈ（筒部１０）は、セグメント６２０，６４０の周方向に配
置されるシース４００の軸上に取付端部１０ｑ（取付口１１）の中心軸が位置すると共に
、固定端部１０ｐ（収納部１２）が取付端部１０ｑよりもセグメント６２０の内周面側に
位置するように、取付端部１０ｑから固定端部１０ｐに向かって湾曲している。ただし、
各筒部１０，１０は並列されており、その並列方向と直交する方向（上下方向、図９，１
０の紙面手前から奥側に向かう方向）から見て、中心軸が平行するため、各筒部１０の取
付端部１０ｑ（取付口１１）の中心軸同士が交わることはない。
【００６１】
　両筒部１０，１０は、所定の間隔を有して離れて配置される。両筒部１０，１０間の距
離が小さいと、固定端部１０ｐにソケット３を固定する作業及び取付端部１０ｑにシース
４００を取り付ける作業が行い難い。また、両筒部１０，１０間の距離が小さいと、緊張
材２００Ａ，２００Ｂの緊張力（圧縮応力）によって筒部１０，１０間に作用するせん断
応力が大きくなる傾向にある。一方、両筒部１０，１０間の距離が大きいと、定着具本体
１αが大型化する。両筒部１０，１０間の距離は、用いる緊張材２００Ａ，２００Ｂやソ
ケット３、シース４００の径に応じて、適宜選択することができる。例えば、両筒部１０
，１０間の距離は、２０ｍｍ以上１００ｍｍ以下とすることが挙げられる。
【００６２】
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　・・取付口
　取付口１１は、図１に示すように、シース４００が取り付けられる。取付口１１の内径
は、開口側が広く、奥部側が狭くなるテーパ状に形成されている。開口側の内径はシース
４００の外径よりも若干大きく、奥部側の内径はシース４００の外径よりも若干小さい。
奥部側の狭くなった部分は、シース４００の端部が当接される当止部となる。つまり、シ
ース４００を取付口１１に挿入し、シース４００の端部が当止部に当接されるまで押し込
むことで、シース４００を筒部１０に接続することができる。
【００６３】
　本例では、取付口１１の外径は、軸方向に一様であり、後述する収納部１２の外径より
も小さく、細径部１３の外径よりも若干大きい（図１，５，６，９，１０を参照）。
【００６４】
　一方の筒部１０の取付口１１と他方の筒部１０の取付口１１とは、各開口部の軸が、各
筒部１０，１０の並列方向（図５，６の紙面手前から奥側に向かう方向）から見ても、そ
の並列方向と直交する方向（上下方向、図９，１０の紙面手前から奥側に向かう方向）か
ら見ても、平行となっている。
【００６５】
　・・収納部
　収納部１２は、ソケット３の一端面を当て止めして支圧する支圧部１２ａと、ソケット
３の外周を囲むように支圧部１２ａの外周縁から立設する側壁部１２ｂと、を備える。支
圧部１２ａは、ソケット３の一端面を支圧する環状の平面であり、ほぼ中央部分に緊張材
２００Ａ（２００Ｂ）が引き出される引出孔１２ａｈ（図１，７，８）が形成されている
。図１では、支圧部１２ａに後述する溝部１２ｄが形成されているためにソケット３が支
圧部１２ａから浮いて見えているが、溝部１２ｄ以外の部分でソケット３を支圧している
。本例では、収納部１２は、ソケット３の外周面に沿った内径を有する円筒状である。
【００６６】
　側壁部１２ｂは、支圧部１２ａから軸方向に一様な内径で、ソケット３の外径より若干
大きい内径を有する包囲部分１２ｍと、包囲部分１２ｍに連続して設けられ、包囲部分１
２ｍの内径よりも大きい内径を有するグラウトキャップの装着部分１２ｎと、を備える。
包囲部分１２ｍは、ソケット３の軸方向の長さとほぼ同等の長さを有する。装着部分１２
ｎは、その内周面に後述するグラウトキャップ８０と係合する係合部（図示せず）が形成
されている。係合部は、装着部分１２ｎの周方向に形成された雌ねじであることが挙げら
れる。
【００６７】
　収納部１２は、包囲部分１２ｍの内部に、グラウトを注入するための溝部１２ｄ（図１
，７，８）が軸方向に沿って形成されている。この溝部１２ｄは、側壁部１２ｂの包囲部
分１２ｍから支圧部１２ａに亘ってＬ字状に形成されている。具体的には、溝部１２ｄは
、一端部が側壁部１２ｂの装着部分１２ｎに繋がり、他端部が支圧部１２ａの引出孔１２
ａｈに繋がっている。本例では、ほぼ９０°間隔で３本の溝部１２ｄを備える（図７，８
を参照）。収納部１２は、溝部１２ｄに対応した位置に、側壁部１２ｂの外表面から突出
した部分を備える（図４～６，９，１０を参照）。側壁部１２ｂの外表面に突出部分を備
えることで、溝部１２ｄの形成による側壁部１２ｂの薄肉化を防止できる。つまり、側壁
部１２ｂの厚みを全周に亘って実質的に均一とできる。
【００６８】
　一方の筒部１０の収納部１２と他方の筒部１０の収納部１２とは、各開口部の軸が、各
筒部１０，１０の並列方向（図５，６の紙面手前から奥側に向かう方向）から見ると交差
しているが、その並列方向と直交する方向（上下方向、図９，１０の紙面手前から奥側に
向かう方向）から見ると平行となっている。
【００６９】
　・・細径部
　細径部１３は、収納部１２における支圧部１２ａの引出孔１２ａｈに連続して設けられ
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、引出孔１２ａｈの径とほぼ同等の内径であり緊張材２００Ａ（２００Ｂ）が貫通可能な
内径を備える。細径部１３は、収納部１２における支圧部１２ａ（固定端部１０ｐ）の外
径よりも小さい外径を備える（図１，４～６，９，１０を参照）。更に、細径部１３の外
径は、取付口１１（取付端部１０ｑ）の外径よりも小さい（図１，５，６，９，１０を参
照）。
【００７０】
　筒部１０は、外周面の少なくとも一部に凹凸部（図示せず）を備えることが挙げられる
。定着具本体１αは、両筒部１０，１０がセグメント６２０に埋設して使用される（詳細
は後の定着方法にて説明する）。筒部１０に凹凸部を備えることで、筒部１０とセグメン
ト６２０との接触面積を大きくすることができ、両者１０，６２０の付着力を向上するこ
とができる。両者１０，６２０の付着力が大きいほど、定着具本体１αがセグメント６２
０に強固に固定されるため、定着具本体１αに作用する圧縮応力によって筒部１０がセグ
メント６２０中にめり込んでセグメント６２０に損傷が生じることを抑制し易い。特に、
細径部１３に凹凸部を備えることで、両筒部１０，１０が互いに対向する内側における上
記付着力を向上することができ、定着具本体１αに作用する圧縮応力によって筒部１０，
１０間に作用するせん断応力を低減し易い。上記凹凸部として、例えば、山と谷との凹凸
差を０．３ｍｍ以上１０ｍｍ以下、更に好ましくは０．３ｍｍ以上５ｍｍ以下とすること
が挙げられる。定着具本体１αは、代表的には鋳造によって製造することができる。この
鋳造時に、凹凸を有する金型を用いることで、筒部１０の外周面に容易に凹凸部を形成す
ることができる。その他に、鋳造によって製造した定着具本体１αに対して、細かな粒子
を付着させたり、サンドブラストなどのブラスト処理を施して表面を粗したりすることで
も、筒部１０の外周面に凹凸部を形成することができる。
【００７１】
　・リブ
　リブ２０は、第一緊張材２００Ａや第二緊張材２００Ｂの緊張力によって定着具本体１
αに作用する圧縮応力を支圧する部材である。また、リブ２０は、両筒部１０，１０を並
列して一体に連結する部材である。リブ２０は、各筒部１０，１０の全周に亘って外方に
突出して設けられる板状部材であることが好ましい。実施形態１の定着具本体１αは、定
着具本体１αに作用する圧縮応力を支圧するリブ２０を備える点を特徴の一つとする。本
例では、リブ２０は、両筒部１０，１０の長手方向に所定の間隔を有して二つ設けられて
いる。二つの筒部１０，１０と二つのリブ２０，２０とは、一体に成形された鋳造部品で
ある。
【００７２】
　リブ２０は、固定端部１０ｐ近傍に配置することが好ましい。緊張材２００Ａ，２００
Ｂは、その端部が固定端部１０ｐ（収納部１２）で固定されるため、その緊張力による圧
縮応力は、各筒部１０における固定端部１０ｐ近傍に作用し易いからである。本例では、
図４，９，１０に示すように、各リブ２０は、一方の筒部１０の固定端部１０ｐ（収納部
１２）と細径部１３との境界部近傍と、他方の筒部１０の取付端部１０ｑ（取付口１１）
と細径部１３との境界部近傍と、に跨るように設けられる。つまり、二つのリブ２０，２
０は、図９，１０に示すように、定着具本体１αの長手方向の中央部分からほぼ同等の位
置に設けられる。そうすることで、筒部１０，１０間に偏った圧縮応力が生じると共に、
緊張材２００Ａ，２００Ｂの布設方向の片側に偏った圧縮応力が一時的に作用する片圧縮
の状態となったとしても、筒部１０，１０間に作用するせん断応力を低減し易く、セグメ
ント６２０に損傷が生じることを抑制できる。
【００７３】
　リブ２０は、定着具本体１αに作用する圧縮応力を支圧できる突出長さを有する。定着
具本体１αに作用する圧縮応力は、固定端部１０ｐ近傍に作用し易いため、固定端部１０
ｐ近傍の外周からの突出長さが重要となる。本例では、固定端部１０ｐ近傍の外周からの
突出長さが、取付端部１０ｑ近傍の外周からの突出長さよりも長くなっている。取付端部
１０ｑ近傍の外周からの突出長さを短くすることで、定着具本体１αを軽量化できる。
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【００７４】
　リブ２０は、定着具本体１αに作用する圧縮応力を支圧できる個数や形状・大きさを適
宜選択できる。本例では、リブ２０は、各筒部１０の外周に沿った二つの円弧部分と、両
円弧部分を繋ぐ二つの直線部分と、で外縁を形成している。より具体的には、固定端部１
０ｐ側の円弧部分の径が大きく、取付端部１０ｑ側の円弧部分の径が小さく構成され、リ
ブ２０全体の外縁はほぼしずく状に形成されている。リブは、両筒部１０，１０の長手方
向のほぼ中央部分に、一つ設けることもできる。
【００７５】
　・空洞部
　空洞部４０は、図９，１０に示すように、二つの筒部１０，１０と二つのリブ２０，２
０とで囲まれる空間部分である。実施形態１の定着具本体１αは、空洞部４０を備える点
を特徴の一つとする。定着具本体１αは、両筒部１０，１０がセグメント６２０に埋設し
て使用されるため、空洞部４０を備えることで、両筒部１０，１０が互いに対向する内側
において、両筒部１０，１０とセグメント６２０との付着力を向上することができる。上
記内側における両者１０，６２０の付着力を向上することで、筒部１０，１０間に作用す
るせん断応力を低減し易い。また、空洞部４０にあるコンクリート部分は、定着具本体１
αに作用する圧縮応力の支圧部として機能すると考えられる。
【００７６】
　空洞部４０は、その形状や大きさを適宜選択できる。本例では、空洞部４０は、二つの
筒部１０，１０と二つのリブ２０，２０とで形成されるほぼ四角形状である。その他に、
両筒部１０，１０を連結する連結部をリブ２０とは別に備えることで、この連結部で空洞
部４０を埋めることができ、空洞部４０を所望の形状（例えば、平行四辺形や菱形など）
にすることもできる。
【００７７】
　・補強部
　補強部６０は、筒部１０の表面とリブ２０の表面との間を斜めに連結した肉盛り部分で
ある。本例では、補強部６０は、図４～６，９，１０に示すように、各筒部１０の全周に
亘って設けられ、筒部１０における細径部１３の表面からリブ２０の表面に向かって徐々
に外径が大きくなるような湾曲状である。実施形態１の定着具本体１αは、補強部６０を
備える点を特徴の一つとする。補強部６０を備えることで、リブ２０が受ける圧縮応力の
作用方向（支圧方向）にリブ２０が変形することを抑制し易い。
【００７８】
　本例では、両筒部１０，１０が互いに対向する側を内側、その反対側を外側とするとき
、補強部６０の内側部分（内側補強部６２）は、外側部分（外側補強部６４）よりも湾曲
状の曲げ半径が大きい。圧縮応力によって筒部１０，１０間に作用するせん断応力は、細
径部１３の内側表面とリブ２０の表面との接続部近傍に作用し易い。そこで、内側補強部
６２の曲げ半径を外側補強部６４の曲げ半径よりも大きくすることで、上記せん断応力を
効果的に低減することができる。また、圧縮応力は、固定端部１０ｐ近傍に作用し易いた
め、固定端部１０ｐの外周におけるリブ２０に設けられる補強部６０の曲げ半径を、取付
端部１０ｑの外周におけるリブ２０に設けられる補強部６０の曲げ半径よりも大きくする
ことが挙げられる。
【００７９】
　補強部６０は、定着具本体１αに作用する圧縮応力によるリブ２０の変形を抑制できる
個数や形状・大きさを適宜選択できる。例えば、筒部１０における細径部１３の表面から
リブ２０の表面に向かって直線的に外径が大きくなるような直線状とすることができる。
また、各筒部１０，１０の周方向に適宜な間隔を有して断続的に複数の補強部を設けるこ
ともできる。例えば、三角板状の補強部とすることができる。補強部６０は、筒部１０，
１０及びリブ２０を鋳造で一体成形する際に、所望の位置に一体に設けることができる。
その他に、鋳造によって成形された筒部１０，１０及びリブ２０の一体物に対して、別部
材の補強部６０を溶接などで接合することもできる。
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【００８０】
　筒部１０，１０及びリブ２０を備える定着具本体１αは、代表的には鋳造によって製造
することができる。定着具本体１αに補強部６０を備える場合、補強部６０も鋳造によっ
て同時に製造することが好ましい。
【００８１】
　・グラウトキャップ
　上記の定着具本体１αは、両筒部１０における収納部１２の少なくとも一方の開口側に
、パッキン９０を介してねじ込まれるグラウトキャップ８０を備えることができる。グラ
ウトキャップ８０は、収納部１２の装着部分１２ｎに装着されて、定着具本体１α内及び
定着具本体１αに接続されるシース４００内にグラウトを注入するための注入口となる（
図１を参照）。グラウトキャップ８０は、収納部１２の装着部分１２ｎに装着されるため
、グラウトキャップ８０の中心軸と収納部１２の中心軸とは同軸となる。グラウトキャッ
プ８０は、収納部１２の軸方向と直交する断面の形状が多角形状であり、一端側にグラウ
ト注入孔８０ｈを備える（図３を参照）。本例では、グラウトキャップ８０の上記断面の
形状は四角形状である（図３を参照）。グラウトキャップ８０の上記断面の形状は、グラ
ウトキャップ８０の軸方向（収納部１２の軸方向）に沿った一部に設けられていてもよい
。上記断面における外周輪郭が多角形状であればよく、内周輪郭は多角形状でも、それ以
外の形状、例えば円形状であってもよい。グラウトキャップ８０の上記断面における外周
輪郭が多角形状であることで、グラウトキャップ８０を保持し易く、グラウトキャップ８
０を収納部１２の装着部分１２ｎに装着し易い。グラウトキャップ８０の他端側に、収納
部１２の装着部分１２ｎの内径とほぼ同等の外径を有する円筒状の装着部分８０ｎを備え
る。この装着部分８０ｎの外周面には、収納部１２の装着部分１２ｎと係合する係合部（
図示せず）が形成されている。係合部は、グラウトキャップ８０の周方向に形成され、装
着部分１２ｎに形成された雌ねじに螺合する雄ねじであることが挙げられる。
【００８２】
　グラウトキャップ８０の雄ねじの外周で収納部１２の装着部分１２ｎの端面と接触する
箇所には、リング状のパッキン９０が嵌め込まれる。このパッキン９０により、グラウト
キャップ８０を定着具本体１αに装着したとき、グラウトキャップ８０と筒部１０の開口
との間にパッキン９０が介在され、グラウトの漏れを防止できる。
【００８３】
　グラウトは、セメント系グラウトの他、遅延硬化性の樹脂系グラウトなどの時間の経過
に伴って硬化する材質や、グリースなどの時間の経過により硬化しない材質、油脂材など
を利用することができる。
【００８４】
　《ウェッジ》
　ウェッジ２は、複数（本例では３つ）の分割片を組み合わせることで、ほぼ円錐状に構
成される。分割片を組み合わせたとき、その中心部には各緊張材２００Ａ，２００Ｂの把
持孔が形成されると共に、隣り合う分割片の間には太径側端部から細径側端部に亘ってス
リットが形成される。このスリットは、ウェッジ２がそれぞれソケット３に圧入された際
、スリットの間隔が狭まることで、確実に各緊張材２００Ａ，２００Ｂを把持することに
寄与する。各分割片は、内周面に緊張材２００Ａ，２００Ｂを強固に把持するための雌ね
じ部が形成されている。更に、ウェッジ２の太径側端部の周方向には溝が形成されており
、この溝にＯリングを嵌め込むことで、各分割片がばらけることを防止できる。
【００８５】
　《ソケット》
　ソケット３は、テーパ状の挿入孔が形成された円筒体である。ソケット３の外径は、筒
部１０における収納部１２の包囲部分１２ｍの内径と同等である。テーパ状の挿入孔は、
ウェッジ２の外径に対応した形状、大きさであり、嵌め込まれたウェッジ２をくさび、ソ
ケット３をくさび受けとして機能させて、各緊張材２００Ａ，２００Ｂの定着を行う。
【００８６】
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　〔緊張材〕
　緊張材２００Ａ，２００Ｂは、緊張状態で、その端部が上述した緊張材用定着具１００
に定着されることで、導入された緊張荷重をプレストレスとしてセグメント６２０，６４
０（図１１）に付与する。本例では、緊張材２００Ａ，２００Ｂとして、複数の素線を撚
り合わせたＰＣ鋼線に樹脂被覆を形成したＰＣ鋼撚り線を利用している。その他、緊張材
は、上記樹脂被覆を備えていない裸ＰＣ鋼撚り線や、単一のＰＣ鋼線などを利用すること
ができる。
【００８７】
　〔定着方法〕
　以下、上述した緊張材用定着具１００の定着方法について、主に図１１，１２を参照し
て説明する。本例では、円環状に構築したセグメント６２０，６４０の周方向に連続して
配置した二つの緊張材（第一緊張材２００Ａ及び第二緊張材２００Ｂ）の対向する端部同
士を、緊張材用定着具１００に固定して接続することで、セグメント６２０，６４０の周
方向にプレストレスを導入する。二つの緊張材２００Ａ，２００Ｂの対向する端部同士を
接続するため、二つの緊張材用定着具１００，１００を、セグメント６２０，６４０の周
方向に離間して配置している。本例では、各緊張材２００Ａ，２００Ｂの一端部（図１１
の時計回り方向に位置する端部）をジャッキで緊張せずに固定のみを行い、その緊張材２
００Ａ，２００Ｂの他端部（図１１の反時計回り方向に位置する端部）をジャッキで緊張
して固定する片引きの形態を説明する。
【００８８】
　なお、以下の説明において、二つの緊張材用定着具１００，１００のうち、図１１の左
側にある緊張材用定着具１００に備わる定着具本体を左側の定着具本体１αＡ、図１１の
右側にある緊張材用定着具１００に備わる定着具本体を右側の定着具本体１αＢと呼ぶ。
左側の定着具本体１αＡ及び右側の定着具本体１αＢは、上述した定着具本体１αである
。また、一つの緊張材用定着具１００に着目して、その緊張材用定着具１００においてジ
ャッキで緊張して固定する端部を有する緊張材が布設される側を一次側、その緊張材用定
着具１００においてジャッキで緊張せずに固定するだけの端部を有する緊張材が布設され
る側を二次側と呼ぶ（図１１，１２を参照）。
【００８９】
　二つの緊張材（第一緊張材及び第二緊張材）を用いて円環状のコンクリート構造物の周
方向にプレストレスを導入する方法は、定着具本体の配置⇒定着具本体への第一緊張材の
挿入・固定⇒定着具本体への第二緊張材の挿入・固定、によって行うことができる。
【００９０】
　・定着具本体の配置
　まず、定着具本体１αを備える円弧状のセグメント６２０を作製する。本例では、左側
の定着具本体１αＡを備えるセグメント６２０と、右側の定着具本体１αＢを備えるセグ
メント６２０と、をそれぞれ作製する。セグメント６２０は、定着具本体１αＡ（１αＢ
）の各筒部１０における取付口１１にシース４００をそれぞれ取り付け、その状態で型枠
内に配置してコンクリートを打設することで作製できる。このとき、各筒部１０における
収納部１２の開口部が露出するように、セグメント６２０に切欠き６２２ａ，６２２ｂを
形成しておく。切欠き６２２ａは、定着具本体１αＡ（１αＢ）から緊張材を引き出すと
共に、その引き出した緊張材の端部をジャッキ９００で緊張するための作業領域である。
一方、切欠き６２２ｂは、定着具本体１αＡ（１αＢ）に緊張材を挿入するための作業領
域である。切欠き６２２ｂは、ジャッキで緊張する作業領域は不要で、緊張材を挿入する
ことができ、その端部にウェッジ２及びソケット３を装着可能な程度の作業領域でよい。
切欠き６２２ｂも、切欠き６２２ａと同様に、ジャッキで緊張可能な程度の作業領域とし
てもよい。得られたセグメント６２０は、収納部１２の開口部が露出した状態の定着具本
体１αＡ（１αＢ）と、シース４００と、が埋め込まれている。また、本例では、図１１
に示すように、シース４００のみが埋め込まれたセグメント６４０も二つ用意する。
【００９１】
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　上記セグメント６２０，６４０を組み立てて、円環状のコンクリート構造物（シールド
トンネル）を構成する。本例では、定着具本体１αＡが埋め込まれたセグメント６２０と
定着具本体１αＢが埋め込まれたセグメント６２０とがシールドトンネルの左右（図１１
の左右）に位置するように、シース４００のみが埋め込まれたセグメント６４０と交互に
配置する。このとき、隣り合うセグメント６２０，６４０でシース４００が同軸上となる
ように配置する。
【００９２】
　・定着具本体への第一緊張材の挿入・固定
　次に、第一緊張材２００Ａを配置する。第一緊張材２００Ａの一端部は、左側の定着具
本体１αＡに対して、ジャッキで緊張せずに固定のみを行い、その他端部は、右側の定着
具本体１αＢに対して、ジャッキ９００で緊張して固定する。よって、左側の定着具本体
１αＡを備える緊張材用定着具１００に着目した場合、第一緊張材２００Ａが布設される
側が二次側となり、右側の定着具本体１αＢを備える緊張材用定着具１００に着目した場
合、第一緊張材２００Ａが布設される側が一次側となる。
【００９３】
　第一緊張材２００Ａは、左側の定着具本体１αＡで、一次側に開口する収納部１２を有
する筒部１０において、その収納部１２の開口から挿入する。挿入した第一緊張材２００
Ａは、セグメント６２０，６４０内のシース４００を貫通すると共に、右側の定着具本体
１αＢで、二次側に開口する収納部１２を有する筒部１０において、その収納部１２の開
口から引き出される。
【００９４】
　左側の定着具本体１αＡの収納部１２に挿入した第一緊張材２００Ａの一端部は、ウェ
ッジ２で把持し、ウェッジ２をソケット３に嵌め込むと共にソケット３を収納部１２に収
納し、ジャッキで緊張せずに固定のみを行う。
【００９５】
　右側の定着具本体１αＢの収納部１２から引き出した第一緊張材２００Ａの他端部は、
ウェッジ２で把持し、ウェッジ２をソケット３に嵌め込むと共にソケット３を収納部１２
に収納する。そして、この第一緊張材２００Ａの他端部をジャッキ９００で緊張して、ソ
ケット３を収納部１２の支圧部１２ａに支圧して、第一緊張材２００Ａの他端部を右側の
定着具本体１αＢに定着して固定する（図１１，１２を参照）。その後、ジャッキ９００
を取り外し、第一緊張材２００Ａの余長を切断して、収納部１２の装着部分１２ｎ（図１
）にグラウトキャップ８０を装着する。
【００９６】
　・定着具本体への第二緊張材の挿入・固定
　次に、第一緊張材２００Ａの挿入・固定と同様に、第二緊張材２００Ｂの挿入・固定を
行う。第二緊張材２００Ｂの一端部は、右側の定着具本体１αＢに対して、ジャッキで緊
張せずに固定のみを行い、その他端部は、左側の定着具本体１αＡに対して、ジャッキ９
００で緊張して固定する。よって、右側の定着具本体１αＢを備える緊張材用定着具１０
０に着目した場合、第二緊張材２００Ｂが布設される側が二次側、その反対側が一次側と
なり、左側の定着具本体１αＡを備える緊張材用定着具１００に着目した場合、第二緊張
材２００Ｂが布設される側が一次側、その反対側が二次側となる。
【００９７】
　第二緊張材２００Ｂは、右側の定着具本体１αＢで、一次側に開口する収納部１２を有
する筒部１０において、その収納部１２の開口から挿入する。挿入した第二緊張材２００
Ｂは、セグメント６２０，６４０内のシース４００を貫通すると共に、左側の定着具本体
１αＡで、二次側に開口する収納部１２を有する筒部１０において、その収納部１２の開
口から引き出される。
【００９８】
　右側の定着具本体１αＢの収納部１２に挿入した第二緊張材２００Ｂの一端部は、ウェ
ッジ２で把持し、ウェッジ２をソケット３に嵌め込むと共にソケット３を収納部１２に収
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納し、ジャッキで緊張せずに固定のみを行う。
【００９９】
　左側の定着具本体１αＡの収納部１２から引き出した第二緊張材２００Ｂの他端部は、
ウェッジ２で把持し、ウェッジ２をソケット３に嵌め込むと共にソケット３を収納部１２
に収納する。そして、この第二緊張材２００Ｂの他端部をジャッキ９００で緊張して、ソ
ケット３を収納部１２の支圧部１２ａに支圧して、第二緊張材２００Ｂの他端部を左側の
定着具本体１αＡに定着して固定する。その後、ジャッキ９００を取り外し、第二緊張材
２００Ｂの余長を切断して、収納部１２の装着部分１２ｎ（図１）にグラウトキャップ８
０を装着する。
【０１００】
　以上より、セグメント６２０，６４０の周方向に、片引きによって緊張された第一緊張
材２００Ａと第二緊張材２００Ｂとを接続できる。
【０１０１】
　・その後
　各グラウトキャップ８０のグラウト注入孔８０ｈからグラウトを注入する。注入された
グラウトは、収納部１２内の溝部１２ｄを通って筒部１０の内部を充填し、更にシース４
００と緊張材２００Ａ，２００Ｂとの間も充填する。注入されたグラウトは、各緊張材２
００Ａ，２００Ｂの反対側の端部が固定される緊張材用定着具１００における収納部１２
の溝部１２ｄから排出される。同様に、各緊張材２００Ａ，２００Ｂの固定のみを行った
端部も、余長を切断して、収納部１２の装着部分１２ｎ（図１）にグラウトキャップ８０
を装着する。セグメント６２０に形成された切欠き６２２ａ，６２２ｂには、コンクリー
トを充填・固化する。
【０１０２】
　〔作用〕
　上述した定着方法によって、第一緊張材２００Ａと第二緊張材２００Ｂの端部同士を接
続して固定する過程において、定着具本体１αＡ，１αＢに作用する圧縮応力の状態を説
明する。
【０１０３】
　まず、第一緊張材２００Ａを配置すると、定着具本体１αＡ，１αＢは、一時的に片圧
縮の状態となる。具体的には、第一緊張材２００Ａの緊張力によって、右側の定着具本体
１αＢにおける二次側に開口する収納部１２近傍、及び左側の定着具本体１αＡにおける
一次側に開口する収納部１２近傍に圧縮応力が作用する。このとき、右側の定着具本体１
αＢに着目すると、一次側に開口する収納部１２には第二緊張材２００Ｂが固定されてい
ない状態であり圧縮応力が作用していないので、二次側に圧縮応力が偏って作用した片圧
縮の状態となる。同様に、左側の定着具本体１αＡに着目すると、二次側に開口する収納
部１２には第二緊張材２００Ｂが固定されていない状態であり圧縮応力が作用していない
ので、一次側に圧縮応力が偏って作用した片圧縮の状態となる。
【０１０４】
　次に、第二緊張材２００Ｂを配置すると、定着具本体１αＡ，１αＢは、両圧縮の状態
となる。具体的には、第二緊張材２００Ｂの緊張力によって、左側の定着具本体１αＡに
おける二次側に開口する収納部１２近傍、及び右側の定着具本体１αＢにおける一次側に
開口する収納部１２近傍に圧縮応力が作用する。このとき、左右の定着具本体１αＡ，１
αＢ共に、一方の筒部１０の収納部１２に第一緊張材２００Ａが固定された状態であり、
その収納部１２近傍には圧縮応力が作用した状態である。そのため、第二緊張材２００Ｂ
を他方の筒部１０の収納部１２に固定すると、第一緊張材２００Ａの緊張力による圧縮応
力と、第二緊張材２００Ｂの緊張力による圧縮応力とが、定着具本体１αＡ，１αＢの両
側に反対方向を向いてほぼ均等に作用した両圧縮の状態となる。第一緊張材２００Ａの緊
張力による圧縮応力と、第二緊張材２００Ｂの緊張力による圧縮応力とは相殺される。
【０１０５】
　〔効果〕
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　実施形態１の緊張材用定着具１００は、定着具本体１αに板状のリブ２０を備えること
で、定着具本体１αの筒部１０，１０間に偏った圧縮応力が生じると共に、緊張材２００
Ａ，２００Ｂの布設方向の片側に偏った圧縮応力が一時的に作用した片圧縮の状態の場合
であっても、その圧縮応力をリブ２０で支圧できる。そのため、定着具本体１αが圧縮応
力の偏った側に動いてコンクリート構造物（セグメント６２０）にめり込んだり、損傷が
生じたりすることを抑制できる。また、リブ２０が両筒部１０，１０を一体化しているた
め、片圧縮の状態における両筒部１０，１０間に作用するせん断応力を低減することがで
きる。特に、上記緊張材用定着具１００は、圧縮応力が作用し易い各筒部１０の固定端部
１０ｐ近傍にリブ２０を設けることで、上記せん断応力を効果的に低減することができる
。
【０１０６】
　また、上記緊張材用定着具１００は、二つのリブ２０，２０を設けると共に、二つの筒
部１０，１０と二つのリブ２０，２０とで囲まれる領域に空洞部４０を備えることで、筒
部１０，１０が互いに対向する内側において、両筒部１０，１０とセグメント６２０との
付着力を向上することができる。上記付着力の向上によって、上記せん断応力をより低減
することができる。更に、上記緊張材用定着具１００は、圧縮応力が作用し易い部分に強
固な内側補強部６２（図９）を備えることで、緊張力の作用方向にリブ２０が変形するこ
とを抑制でき、上記せん断応力をより低減することができる。
【０１０７】
　円形コンクリート構造物が大型化すると、そのコンクリート構造物の周方向に配置する
緊張材の長さも長くなる。緊張材の長さが長くなると、緊張材の全長に亘って実質的に均
一に緊張力を付与できない場合がある。そこで、大型のコンクリート構造物の場合、複数
の緊張材を連続して配置することが望まれる。複数の緊張材を連続して配置する場合、各
緊張材を片引きしながら、各緊張材の端部同士を接続することで、施工性を向上できる。
上述したように、実施形態１の緊張材用定着具１００は、一時的に片圧縮の状態となる場
合に好適に利用できるため、大型の円形コンクリート構造物の周方向にプレストレスを容
易に導入することができ、施工性に優れる。
【０１０８】
　上記では、二つの緊張材（第一緊張材２００Ａ及び第二緊張材２００Ｂ）を用いた例を
説明したが、三つ以上の緊張材（第一緊張材、第二緊張材、…第ｎ緊張材）を用いること
もできる。その場合、緊張材と同じ個数の定着具本体を配置し、定着具本体へ緊張材を挿
入・固定という作業を、円形コンクリート構造物の反時計回り又は時計回りに順次繰り返
し行えばよい。
【０１０９】
　〔用途〕
　上述した緊張材用定着具は、シールドトンネルやタンクなどの円形コンクリート構造物
の周方向にプレストレスを導入する際に好適に利用することができる。特に、上記円形コ
ンクリート構造物の周方向に複数の緊張材を接続する際に好適に利用できる。
【０１１０】
　＜実施形態２＞
　実施形態１では、定着具本体１αが、筒部１０の表面とリブ２０の表面との間を斜めに
連結する補強部６０を備える形態を説明した。その他に、図１３～２０に示すように、補
強部を備えない定着具本体１βとすることもできる。実施形態１の定着具本体１αと実施
形態２の定着具本体１βとは、補強部の有無が異なるのみであり、その他の構成について
は同じである。補強部を備えないことで、定着具本体１βを軽量化できる。
【０１１１】
　＜実施形態３＞
　実施形態２では、定着具本体１βが、二つの筒部１０，１０と二つのリブ２０，２０と
で囲まれる領域に空洞部４０を備え、補強部を備えない形態を説明した。その他に、更に
空洞部を備えない定着具本体とすることもできる（後述する解析例における試作品１、図
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２１を参照）。空洞部を備えない定着具本体は、二つの筒部における各細径部同士を連結
すると共に、二つのリブにおける内側部分を連結する板状の連結部を備える。空洞部を備
えない定着具本体は、リブと連結部とで、両筒部を一体化することになる。よって、空洞
部を備えない（連結部を備える）定着具本体は、両筒部を強固に固定できるため、緊張材
の緊張力によって作用する圧縮応力によって定着具本体が長手方向に変形することを抑制
し易い。
【０１１２】
　＜実施形態４＞
　実施形態１～３では、筒部１０，１０がソケット３を収納する収納部１２を備える形態
を説明した。その他に、筒部は、収納部のうちソケットの外周を囲む側壁部を備えない定
着具本体とすることもできる（図示せず）。この定着具本体は、筒部の固定端部にソケッ
トの一端面を支圧する支圧部を備える。側壁部を備えないことで、定着具本体を軽量化・
小型化できる。
【０１１３】
　筒部は、支圧部の外周縁に座面部を備えることが好ましい。この座面部は、ソケットの
一端面と周面との稜線部近傍を支圧する角壁面で構成される。座面部は、ソケットの一端
面と周面との稜線部近傍のみを囲むものであり、ソケットの周囲を囲むものではない。座
面部は、筒部の並列方向から見たとき、支圧部からの延伸長さが、上側から下側に向かっ
て徐々に長くなるような形状となっている。つまり、座面部は、ソケットの下側面を支え
るような形状となっている。筒部は、その貫通孔が湾曲しているため、緊張材の端部を固
定する固定端部（支圧部）は傾斜面を有する。よって、筒部に上記座面部を備えることで
、固定端部が傾斜面となっていても、ソケットが筒部から脱落したりずれたりすることを
抑制できる。
【０１１４】
　その他に、定着具本体は、二つの筒部のうち、一方の筒部に側壁部を備え、他方の筒部
に側壁部を備えずに座面部を備える形態とすることもできる。筒部に側壁部を備えること
で、ソケットを安定して固定することができる。よって、二つの筒部のうち、ジャッキで
緊張した緊張材の端部を固定する方には、側壁部を備えることが好ましい。
【０１１５】
　定着具本体に収納部を備えない場合、筒部にグラウトキャップを装着することができな
いため、筒部の端面（固定端部の端面）から内部に向かってグラウト注入孔を形成してお
くことが挙げられる。このグラウト注入孔は、例えば、グラウトを注入する前までピンを
挿し込んでおき、定着具本体をコンクリート構造物（セグメント）に埋設した後に、上記
ピンを取り除くとよい。そうすることで、コンクリートの打設時にグラウト注入孔が埋ま
ることを抑制できる。
【０１１６】
　＜実施形態５＞
　実施形態１～４では、筒部とソケットとが別部材である形態を説明した。その他に、筒
部とソケットとが一体構造である定着具本体とすることもできる（図示せず）。つまり、
筒部は、固定端部にソケットを備える。換言すれば、ソケットの一端面が支圧部に一体化
している。この固定端部の内径は、開口側が広く、奥部側が狭くなるテーパ形状に形成さ
れる。このテーパ形状は、ウェッジのテーパ形状に適合する。筒部とソケットとが一体構
造であることで、ソケットを別途用意する必要がなく、部品点数を削減できる。
【０１１７】
　＜変形例１＞
　実施形態１～５で説明した緊張材用定着具は、各緊張材の両端部をジャッキで同時に緊
張する両引きにも好適に利用できる。緊張材が比較的長い場合、緊張材の一端部での緊張
だけでは、緊張材の全長に亘って実質的に均一に緊張力を付与できない場合がある。そこ
で、緊張材の両端部を同時に緊張することがある。緊張材を両引きする形態について、図
１１，１２を参照して説明する。
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【０１１８】
　緊張材を両引きする場合、定着具本体に緊張材を挿入すると共に、その挿入側の端部も
ジャッキで緊張する必要がある。そのため、セグメント６２０に形成する切欠き６２２ｂ
も、切欠き６２２ａと同様に、ジャッキで緊張可能な程度の作業領域を有する大きさとす
る。
【０１１９】
　第一緊張材２００Ａを両引きする場合、右側の定着具本体１αＢの収納部１２から引き
出した第一緊張材２００Ａの他端部をジャッキ９００で緊張すると共に、左側の定着具本
体１αＡの収納部１２に挿入した第一緊張材２００Ａの一端部をジャッキ９００で緊張す
ればよい。同様に、第二緊張材２００Ｂを両引きする場合、左側の定着具本体１αＡの収
納部１２から引き出した第二緊張材２００Ｂの他端部をジャッキ９００で緊張すると共に
、右側の定着具本体１αＢの収納部１２に挿入した第二緊張材２００Ｂの一端部をジャッ
キ９００で緊張すればよい。
【０１２０】
　＜変形例２＞
　実施形態１では、複数の緊張材（二つの緊張材２００Ａ，２００Ｂ）を円形コンクリー
ト構造物（セグメント６２０，６４０）の周方向に連続して配置し、二つの緊張材２００
Ａ，２００Ｂの対向する端部同士を緊張材用定着具１００により接続する形態を説明した
。その他に、実施形態１の緊張材用定着具１００は、円形コンクリート構造物の周方向に
一つの緊張材を配置し、一周した緊張材の両端部を連結する場合にも利用できる。この場
合、緊張材用定着具は一つでよい。一つの緊張材を連結する場合は、その両端部をジャッ
キで同時に緊張する両引きを行ってもよいし、一方の端部のみをジャッキで緊張する片引
きを行ってもよい。
【０１２１】
　＜変形例３＞
　実施形態１～５で説明した緊張材用定着具は、図１１に示すように、円形コンクリート
構造物の周方向にプレストレスを導入する際に好適に利用できる。例えば、シールドトン
ネルやタンクなどの円環状構造物や、半円状構造物、アーチカルバートなどのコンクリー
ト構造物の周方向にプレストレスを導入する際に好適に利用できる。その他に、直線状部
を有するコンクリート構造物の直線部分にプレストレスを導入する際にも利用できる。
【０１２２】
　＜解析例＞
　緊張材用定着具としての性能を満たすかを確認するために、所定の緊張力を与えた緊張
材を緊張材用定着具に固定することを想定し、その緊張力によって緊張材用定着具（定着
具本体）に作用する最大せん断応力をＦＥＭ（Ｆｉｎｉｔｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｍｅｔｈ
ｏｄ）解析によって調べた。本例では、定着具本体について、以下の三つの試作品１～３
を設定した。
【０１２３】
　・試作品１
　試作品１は、図２１に示すように、二つのリブ２０を備え、空洞部及び補強部を備えな
い。つまり、試作品１は、二つのリブ２０，２０間において、二つの筒部１０，１０同士
がリブ２０以外の連結部によって連結されている。試作品１の材質は、球状黒鉛鋳鉄（Ｆ
ＣＤ４５０）である。
【０１２４】
　・試作品２
　試作品２は、図２２に示すように、二つのリブ２０と、空洞部４０と、を備え、補強部
６０を備えない。試作品２は、試作品１に対して空洞部４０を備える点のみが異なり、そ
の他の構成は試作品１と同様である。
【０１２５】
　・試作品３
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　試作品３は、図２３に示すように、二つのリブ２０と、空洞部４０と、補強部６０と、
を備える。補強部６０は、外表面が湾曲状であり、内側補強部６２が外側補強部６４より
も湾曲状の曲げ半径が大きくなっている。試作品３は、試作品２に対して補強部６０を備
える点のみが異なり、その他の構成は試作品２と同様である。
【０１２６】
　〔解析例１〕
　緊張材用定着具に対して緊張力によって作用する圧縮応力が両側にかかる形態（両圧縮
の形態）において、緊張材用定着具（定着具本体）に作用する最大せん断応力をＦＥＭ解
析によって調べた。両圧縮の形態における解析モデルを図２４に示す。この解析モデルで
は、長尺状の解析用コンクリート構造物１０００の中央部分に定着具本体１を埋設し、解
析用コンクリート構造物１０００の両端面のうち荷重を受け止める端面１２２０（定着具
本体１の取付口と対向する端面）の領域を拘束し、荷重をかける端面１２４０（定着具本
体１の収納部と対向する端面）の領域を解放した。各筒部１０における収納部１２の開口
部側には、コンクリートに切欠き６２２ａが形成されている（図１２を併せて参照）。そ
して、定着具本体１に対して、各筒部の収納部側から緊張力として５７３ｋＮまで載荷し
た。定着具本体１を上記試作品１～３として、それぞれＦＥＭ解析を行った。
【０１２７】
　その結果、最大せん断応力Ｆは、各筒部１０の固定端部１０ｐ近傍における細径部１３
の内側表面とリブ２０の表面との接続部近傍に作用し易いことがわかった。各試作品１～
３における最大せん断応力は、試作品１における最大せん断応力を１００としたとき、試
作品２における最大せん断応力が８７、試作品３における最大せん断応力が７４であった
。つまり、最大せん断応力は、定着具本体に空洞部を備えることで、１３％低減でき、更
に定着具本体に補強部を備えることで、２６％も低減できることがわかった。
【０１２８】
　〔解析例２〕
　緊張材用定着具に対して緊張力によって作用する圧縮応力が片側にかかる形態（片圧縮
の形態）において、緊張材用定着具（定着具本体）に作用する最大せん断応力をＦＥＭ解
析によって調べた。片圧縮の形態における解析モデルを図２５に示す。この解析モデルで
は、解析例１と同様に、長尺状の解析用コンクリート構造物１０００の中央部分に定着具
本体１を埋設する。解析用コンクリート構造物１０００の両端面のうち、一方の端面の全
領域及び他方の端面のうち定着具本体１の取付口と対向する領域を、荷重を受け止める端
面１２２０として拘束し、他方の端面のうち定着具本体１の収納部１２と対向する領域を
、荷重をかける端面１２４０として解放した。各筒部１０における収納部１２の開口部側
には、コンクリートに切欠き６２２ａ，６２２ｂが形成されている（図１２を併せて参照
）。そして、定着具本体１に対して、解放した収納部側から緊張力として５７３ｋＮまで
載荷した。定着具本体１を上記試作品１～３として、それぞれＦＥＭ解析を行った。
【０１２９】
　その結果、最大せん断応力は、解析例１と同様に、各筒部１０の固定端部１０ｐ近傍に
おける細径部１３の内側表面とリブ２０の表面との接続部近傍に作用し易いことがわかっ
た。各試作品１～３における最大せん断応力は、それぞれ解析例１における各試作品１～
３における最大せん断応力とほぼ同等であることがわかった。
【０１３０】
　以上より、定着具本体に板状のリブを備えることで、緊張材の緊張力によって作用する
圧縮応力を効果的に支圧できることがわかった。そして、定着具本体に空洞部、更に補強
部を備えることで、緊張材の緊張力によって作用する圧縮応力によって筒部間に作用する
最大せん断応力をより低減できることがわかった。
【符号の説明】
【０１３１】
　１００　緊張材用定着具
　１，１α，１αＡ，１αＢ，１β　定着具本体
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　　１０　筒部
　　１０ｈ　貫通孔
　　１０ｐ　固定端部
　　１０ｑ　取付端部
　　１１　取付口
　　１２　収納部
　　１２ａ　支圧部
　　１２ａｈ　引出孔
　　１２ｂ　側壁部
　　１２ｄ　溝部
　　１２ｍ　包囲部分
　　１２ｎ　装着部分
　　１３　細径部
　　２０　リブ
　　４０　空洞部
　　６０　補強部
　　６２　内側補強部
　　６４　外側補強部
　　８０　グラウトキャップ
　　８０ｈ　グラウト注入孔
　　８０ｎ　装着部分
　　９０　パッキン
　２　ウェッジ
　３　ソケット
　２００Ａ　第一緊張材
　２００Ｂ　第二緊張材
　４００　シース
　６２０，６４０　セグメント
　　６２２ａ，６２２ｂ　切欠き
　９００　ジャッキ
　１０００　解析用コンクリート構造物
　１２２０　荷重を受け止める端面
　１２４０　荷重をかける端面
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