
Studies on the estimation of the deformation behavior of RC structures 
by dry-shrinkage and creep, Part1. Analytical plans 

CHO Kinen, WATANABE Tsugumichi and TOMITA Koji 

 

乾燥収縮と長期軸力が柱の N-M インタラクション性状に与える影響 

その１．解析計画 

正会員 ○張 欽遠* 冨田耕司** 

 渡部嗣道*  

   

   

 

1. はじめに 

 鉄筋コンクリート構造物では、乾燥収縮やクリープが

長期にわたり継続的に生じるため、これらの長期性状が

構造性能に影響を及ぼす恐れがある。現行の構造設計で

は、乾燥収縮の影響は床スラブや PC 梁の長期荷重時のひ

び割れ幅やたわみの算定で一部考慮されているものの 1)、

柱や梁などからなる骨組の耐震解析ではほとんど考慮さ

れていない。クリープについては、許容応力度設計にお

いてヤング係数比として考慮されているものの、保有水

平耐力計算法などの大地震時での現行設計法では、１次

設計による配筋状態で非線形領域を含めた安全確認を行

ｂインターネットており 2)、乾燥収縮やクリープが大地震

時での非線形領域を含めた構造性能に与える影響につい

ては十分に考慮されているとはいいがたい。 

 ところで、近年では、建設構造物の長期維持保全のニ

ーズが高まっており、土木学会 3)では、実構造物である

PC 橋梁の長期たわみの実証や予測をファイバーモデルで

適用した例が示されている。また、千々和・前川ら 4)は、

約 40 年経過した PC 橋梁の長期たわみを独自の FEM 解析

ソフト「DuCOM-COM3」5)で実証し、170 年経過の長期た

わみ予測も行っている。これには、高度な数値解析法が

適用されているとともに、乾燥収縮ひずみやクリープひ

ずみなどの予測式が国内学会 3),6)でも精力的に定式化され、

その実用性に対する信頼が増していることも大きな要因

となっている。 

そこで、著者らは、長期的な構造性状の変化を評価で

きる 3 次元静的構造解析用 FEM ソフトウエア「Soft OCU」
7)を開発した。同ソフトでは、乾燥収縮ひずみやクリープ

ひずみによるひび割れや変形などの弾塑性解析を長期的

に実施することができるとともに 8)、これに連成させて長

期変形状態のまま Pushover 解析などの短期解析を可能と

している 9)。 

2. 研究目的 

本研究では、両端固定を想定した柱モデルを作成し、

50 年を想定した長期軸力が作用する中で、乾燥収縮ひず

みおよびクリープひずみもそれと同時に生じると予測さ

れる場合の柱の変形特性を解析的に求める。さらに、こ

れらの長期性状が短期的な外力によるせん断曲げ性状に

与える影響についても、軸力変動を考慮して評価し、長

期軸力後に短期軸力とせん断力が同時に作用する場合の

せん断曲げ耐力と変形特性との関係、すなわちインタラ

クションの特性を評価することを研究目的とした。 

3. 解析計画 

3.1 解析方法 

(1)FEM 

「Soft OCU」でのコンクリート要素は、8 節点 6 面体要

素とし、ひび割れ解析には分散ひび割れモデルを用いて

いる。鉄筋要素はトラス要素とし、離散鉄筋とした。鉄

筋とコンクリートとの接点間は、両者の付着関係を考慮

するために、主筋およびせん断補強筋ともに、非線形ば

ね要素を設置することとした。 

(2)長期解析 

乾燥収縮ひび割れやクリープひずみなどによって生じる

ひび割れや長期たわみなどの変形性状を解析するために、

弾塑性析を伴う逐次積分法 （Step by step 法）を適用し

た。まず、乾燥収縮ひずみが作用した場合には、その時点

での３次元応力場の弾性応力から主応力を求め、コンクリ

ートの１軸応力ひずみ関係に応じた３次元弾塑性解析をお

行った。この場合は、瞬時（短期）の破壊として取り扱っ

ており、付着バネについてはクリープを考慮しない式を適

用している。続いて、長期的な解析として、それから求め

られた弾性応力に対してクリープ係数を乗じてクリープひ

ずみを求めた。この場合の付着バネはクリープを考慮した

低減後のものを適用し、再度弾塑性解析を行っている。 

(3)短期解析との連成解析 

本解析については、既報 9)と同様に、長期解析用と短期

解析用（静的非線形増分解析（Pushover））の２つの解

析ツールを有するプログラムを連成して実施する。長期

解析と短期解析との連成は、長期解析による変形や応力

をそのまま残した状態で短期解析に移行する。解析プロ

セスを図１に示す。 

 

 

 

 
 

 

 

図１ 解析プロセス 

3.2 材料構成則 

材料構成則について、長期解析および短期解析とも同

じとし、コンクリートの物性は長期的に変化しないもの

クリープ 乾燥収縮 有限要素法 

逐次積分法 曲げせん断 Pushover 

 

➀【STEP1】軸力載荷時 
⇓ 

②【STEP2】長期解析時：非線形逐次積分法による非線形解析 
（Step by step 法） 

（解析 step 毎に，弾性ひずみ・クリープひずみ・塑性ひずみ
（ひび割れひずみ）を算定する。） 

⇓ 
③【STEP3】短期解析時：Pushover 解析 

（曲げせん断・静的非線形変位増分解析） 
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とする。コンクリートの応力ひずみ関係は、除荷も含め

て既報 8),9)と同じとし、乾燥収縮ひずみおよびクリープひ

ずみの発生における応力ひずみ関係はこの履歴に準ずる

とした。また、引張応力ひび割れによるせん断剛性の低

下は，Al-Mahaidi モデル 10)を適用した。なお，本解析で

はせん断補強筋のコンクリートに対する拘束効果は考慮

しなかった。また，鉄筋は SD345 とし、離散鉄筋で、バ

イリニア型の完全弾塑性とした。 

 図２にコンクリートと鉄筋と非線形付着バネの付着応

力－すべり関係と長期付着の様子を示す。ここでは，大

野ら 11),12)によるバイリニア式を適用した。ここで、付着

すべり関係式を一様に低減した式（剛性の低減係数：0.5，

付着強度の低減係数 0.75 率）を適用した。なお、短期解

析においては、図中の短期用付着バネモデルを適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3 長期解析における設定条件 

長期解析における設定条件を表１に示す。いずれも乾燥

収縮ひずみは 400×10-6 とし、長期解析の期間を 50 年と

した。また、想定したコンクリートの圧縮強度は、

27N/mm2とした。コンクリートの調合条件は、単位水量の

小さな高性能 AE 減水剤による実用的なコンクリートを適

用し、その調合（標準調合表 13））を表２に示す。乾燥収

縮および長期軸力の作用開始は、材齢 1 年後とした。乾燥

収縮およびクリープによる長期解析は、この軸力作用と

同時に実施した。乾燥収縮ひずみの履歴は、土木学会式 3)

を実数倍して、50 年間でこの所定の値となるようにした

（表３）。Step by step 法によるクリープ係数の履歴は、

土木学会規準 3)とした（表４）。 

表１ 長期解析における設定条件 
長期 
軸力 

乾燥収縮 
ひずみ 

乾燥開始 
材齢 

解析開 
始材齢 

長期解析 
期間 

クリープ 
係数 

圧縮 
強度 

※1 ×10-6 日 日 年 ※2 N/mm2 
0～0.3 400 365 365 50 3～4 27 

※1：設計基準強度に対する比で、柱の載荷材齢は乾燥開始材齢と同じ。 
※2：載荷開始から 50 年間におけるクリープ係数を示す。 

表２ コンクリート調合表 8) 
呼び 

強度 

粗骨材 

最大寸法 

スラン

プ 

単位 

水量 

水セメ

ント比 

細骨材 

率 

単位 

粗骨材量 

－ mm cm kg/m3 % % kg/m3 

27 20 18 175 57 48.8 924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. まとめ 

 本報では、解析計画を報告した。次報では、その２．

解析モデルおよびシリーズⅠ：長期解析結果を報告する。 
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図２ 非線形バネと長期付着解析 
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図３ コンクリートの乾燥収縮ひずみの発生履歴 

365 日 50 年 

長期解析期間（50 年） 

図４ コンクリートの載荷材齢とクリープ係数 
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〇〇は弾塑性解析の実行を示す。 
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