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プレストレストコンクリート梁の中長期的ひび割れ解析 

 

 

プレストレストコンクリート FEM 解析 
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１.はじめに 

プレストレストコンクリート構造は，RC 構造の曲げ性

能の適用範囲を広げ，意匠的に自由度の高い平面計画を

実現する有意義な構造方法である．しかし，プレストレ

スを導入したコンクリート構造物においては，ひび割れ

を生じさせないことを原則としているため，ひび割れ以

降における適用，あるいはひび割れ進展時における適用

は考慮されていない．したがって，その過程に関するシ

ミュレーションの研究例はほとんどないのが現状である．

プレストレストコンクリート構造の合理性を活かしつつ，

十分な耐久性を確保するためには，構造物の使用期間に

渡ってひび割れ幅の経時変化を予測することが必要とな

る．ひび割れも考慮したプレストレストコンクリート構

造物の挙動を評価するにあたっては，解析の自由度が高

い有限要素法（FEM）の利用が有効と考えられる． 

そこで，本研究では，コンクリートの時間依存変形挙

動として，クリープと乾燥収縮を考慮するとともに，コ

ンクリートの硬化過程に伴う材料特性の変化を考慮し，

さらに離散的なひび割れの発生が評価可能な 3 次元有限

要素解析を用いることで，プレストレストコンクリート

構造梁の時間依存挙動の解析的評価を，実験結果と比較

することによって，本プログラムの再現性についての評

価することとした． 

なお，本研究で対象とするプレストレスト構造は，鉄

筋コンクリート構造に，プレストレストを導入する構造

（ PRC 構造）とする． 

２.実験供試体と解析モデル 

（１）実験概要 

本研究では，手塚らにより行われた PRC 梁（試験体記

号：NL32）の実験1) を対象として解析的評価を行った．

試験体は，断面が 200×250 mm，長さが 2400 mm の単純

梁である．その概要を図１に示す．鉄筋は，引張鉄筋と

して下端に D13（かぶり厚 40 mm），下縁から 50 mm 

高さに径 9.0 mm の細径異形 PC 鋼棒，さらに上縁から 

40 mm に圧縮鉄筋 D16 が，それぞれ 2 本ずつ配筋さて

いている．鉄筋および PC 鋼材のヤング係数は，それぞ

れ201 kN/mm2 および 202 kN/mm2  である． 

載荷プログラムとしては，材齢 9日で PC 鋼棒に118.6 

kN（927.3 N/mm2 ）のプレストレス（PS）が導入され，

材齢 17 日（プレストレス導入後 8日）で 68.5 kN の第 

1 回目の持続荷重が載荷された．このとき，コンクリー

トに初めてひび割れが生じている．さらに，材齢 1224 

日（プレストレス導入後 1116 日）で第 2 回目の持続荷

重を 77.25 kN（第 1 回目の持続荷重の 1.128 倍）まで

増加させている． 

また，計測については，スパン中央 520 mm 区間の引

張鉄筋ひずみが，20 mm 間隔で測定されている．そし

て，梁試験体とは別に，載荷用供試体と同断面で長さ 

500 mm の模擬試験体を用いて，収縮ひずみが計測されて

いる．さらに，プレーンのコンクリート供試体により，

クリープ係数が計測されており，解析時に参照してい

る． 

（２）解析方法 

解析には，大阪市立大学とソフトハウスとが共同で開

発した 3 次元非線形構造解析用有限要素プログラム

「Soft OCU」2) を用いた． 

 また，コンクリートの時間依存挙動としては，クリー

プ，ならびに収縮ひずみの変化を考慮した．クリープの

影響は，主応力方向の応力増分に対し，Step by step 法を

用いてクリープひずみを算出し，初期ひずみ問題として

考慮した． 

（３）FEMモデル 

本解析で用いた FEM モデルを図２（コンクリート） 

および図３（鉄筋，PC 鋼棒）に示す．持続荷重区間では

ひび割れ分布を詳細に検討するために細かな要素分割と

し，対称条件によりハーフモデルを用いた． 

３．実験結果との比較 

（１）引張鉄筋のひずみ 

図４(a)に，プレストレス導入から第 1 回目の持続荷重

載荷前までの引張鉄筋ひずみの測定値と解析値を示す．
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両者はほぼ同じ値を示し，持続荷重載荷までの解析では

ほぼ実験値を推定することが可能である． 

続いて，図４(b)に実験終了時（ 1300 日）までの引張

鉄筋ひずみを示す．荷重間のひずみの平均値について，2

回目の持続荷重載荷直前までの実験値と解析値はほぼ同

じ値を示したが，載荷直後については実験値よりも解析

値の方が大きく，その差は 0.00028（56 N/mm2 程度）であ

った．一方，荷重点間の鉄筋ひずみの最大値について，2

回目の持続荷重載荷直前までの実験値と解析値に差異が

見られたが，実験終了時の値はほぼ同じ値を示した． 

（２）主要時刻における各種コンター図 

図５に軸方向応力コンター図を示す．プレストレスに

より，持続荷重作用前は圧縮応力が作用しているが，持

続荷重直後には曲げ応力が作用し，梁上面に圧縮応力，

梁下面には引張応力が生じるとともに，ひび割れ発生後

の引張応力は減少する結果を示した． 

次に，図６にひび割れひずみ（塑性ひずみ）のコンタ

ー図を示す．第 1 回目の持続荷重の作用時にすでに 3 本の

ひび割れが生じている．その後，持続荷重によって徐々

にひび割れ幅は増大した．また，梁に生じたひび割れは，

ハーフモデルで総計 4 本，持続荷重点間で 3 本あった．実

験では持続荷重点間で 6 本であったため，実験結果と同じ

ひび割れ本数となった． 

最後に，図７に引張鉄筋の応力コンター図を示す．持

続荷重載荷前は，梁全域に圧縮応力が作用しているが，

持続荷重が作用するとひび割れが発生して，ひび割れ箇

所に大きな引張応力が作用した．その後，荷重点間につ

いては，経過時間とともに鉄筋の引張応力は徐々に大き

くなり，その値の差は小さくなった． 

４．まとめ 

本研究では，乾燥収縮とクリープひずみを生じる PRC

構造において，ひび割れを生じる持続荷重を作用させた

実験結果に対して，FEM 解析で予測した．その結果，各

種計測値について，実験結果よりも解析値のほうがやや

大きくなるものの概ね推定できることを確認した． 
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図５ 軸方向応力度コンター        図６ ひび割れコンター     図７ 引張鉄筋応力度コンター 

 

図４ 引張鉄筋ひずみの時刻歴 

 

(a) PS導入から第 1回目
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(b) 全時刻 
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---●--- 実験平均値 ---●--- 実験平均値 
---●--- 解析平均値 ---●--- 解析平均値 
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