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1. はじめに 

 鉄筋コンクリート構造物の構造設計では、その断面算

定を行う場合、鉄筋とコンクリートとのヤング係数の違

いやクリープの影響を考慮する必要がある。著者らは、

柱の圧縮曲げ性状の長期的経年変化を考慮するために、

乾燥収縮とともにクリープ変形を伴う長期間の持続的軸

力などの長期的負荷を作用させた後に、地震時を想定し

た短期的な軸力と曲げモーメントを作用させた柱の曲げ

性状を FEM（有限要素法）によって評価した 1)。その結果、

長期的負荷を作用させた場合には曲げ剛性などに関して

性能低下を生じるおそれがあり、柱の長期性状（特にク

リープ変形）がその後の短期性状に与える影響が大きい

ことが明らかとなった。そこで、本研究では、両端固定

の梁に長期的な鉛直荷重による曲げモーメントを作用さ

せ、梁の曲げ性状に与えるクリープの影響について評価

した。 

 ところで、比較的長大な建築構造物では、基礎や地盤

の拘束を受けた低層階の梁部材に乾燥収縮による軸力が

生じて、梁中央にひび割れが生じることが、上田・森廣

らによって報告されている 2)。さらに、この報告では、施

工工程やクリープの影響を考慮して、ひび割れ幅やその

原因となる軸方向引張力の推定も行い、実測値と推定値

との整合性について検討している。一方、著者らは、非

線形 FEM 構造解析プログラムによって、乾燥収縮による

ひび割れ解析を行い、同様なひび割れが生じることを評

価している 3)。さらに、著者らは、同プログラムで、乾燥

収縮を受ける建物の保有水平耐力についても評価し、少

なからずその影響を受けることを明らかとした 4)。そこで、

本研究では、両端固定の梁に長期的な乾燥収縮を作用さ

せ、それによって生じる軸方向引張力が梁の曲げ性状に

与える影響について評価した。 

 

2. 解析方法 

(1)FEM 解析 

本解析では、著者らが開発した「Soft OCU」5)を使用し

た。コンクリート要素は 8節点 6面体要素とし、鉄筋要素

は離散要素とした。鉄筋とコンクリートとの接点間は、

なるべくモデルを単純とするために、剛結とした。材料

構成則は、コンクリートおよび鉄筋の力学的特性ともに、

前報 1)と同じとした。 

(2)長期解析での基本事項 

長期解析では乾燥収縮ひずみによるひび割れ解析とク

リープ解析において逐次積分法による応力計算を行った。

長期解析における設定条件を表１に示す。長期解析期間

については、まず工事期間を１年間としたうえ、それか

ら 50 年間とした。その期間に生じる乾燥収縮ひずみの最

終値は 300×10-6 とした。乾燥収縮ひずみならびに長期ク

リープひずみの履歴は、国内学会の代表的なものとして

日本建築学会 6)や土木学会 7)などがあるものの、今回は実

構造物の長期的な性状も実証されている土木学会による

ものに準拠した。本解析は逐次積分法を適用しているの

で、乾燥収縮ひずみが増加するたびに応力が発生し、そ

の都度クリープひずみや塑性ひずみが算定される。 

コンクリートの圧縮強度は 27N/mm2 とした。想定するコ

ンクリートは、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することとした。その調合

（標準調合表 8））を表２に示す。なお、鉄筋は主筋および

せん断補強筋ともに SD345とした。 

表１ 長期解析における設定条件 

解析対
象 

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 

×10-6 日 日 年 ※1 N/mm2 
梁 300 365 365 50 3～4 27 

※1：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 5) 
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 18 180 54 48.4 913 

(3)長期解析での解析モデルの概要 

図１に解析モデルの概要を示す。梁の形状寸法は、せ

ん断破壊が曲げ破壊に先行しないだけでなく、乾燥収縮

による潜在応力ができるだけ軸方向力と曲げモーメント

にのみ影響し、せん断耐力に影響しないように、せん断

余裕度αを十分に確保できるような条件とした（今回で

は、せん断余裕度αは「4」程度である）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリープ 乾燥収縮 有限要素法 

逐次積分法 保有水平耐力 Pushover 

 

収縮 

拘束力 

【境界条件】      
・端部断面は同一平面で鉛直維持、片端拘束ばね固定、片端固定 
・断面の面内方向は自由変形 
・端部の軸方向変形は拘束ばね（線形）付与 

拘束バネ 

図１ 解析モデルの概要 
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梁端部は、両端固定と同等な境界条件とするため、両

端部の断面は絶えず同一鉛直面を維持するようにした。

ただし、断面の面内方向については、乾燥収縮ひずみや

応力発生時の変形に対して自由変形となるようにした。

さらに、梁の片方の端面には拘束バネ（弾性）を設け

て、両端が完全固定となるのではなく、梁の軸方向に対

して、柱など鉛直部材によるせん断剛性（=梁の軸方向反

力剛性）に相当するような拘束剛性 K を付与させた。 

梁上面に作用させる鉛直荷重については、等分布荷重

とし、梁端部に作用する曲げモーメントが、梁のひび割

れ発生曲げモーメント Mcrに対して 1/2 倍あるいは 1倍

となるように作用させた。 

なお、せん断余裕度α、梁の拘束剛性 K、ひび割れ発生

曲げモーメント Mcr は、次式で算定した。 

α = Qsu / Qmu        (1) 

Qmu = 2・Mu / L        (2) 

Mu = 0.9・σy・at・d      (3) 

K = β・12・E・I/h3       (4) 

Mcr = 0.56・(Fc)0.5・Ze      (5) 
ここで、α:せん断余裕度、Qsu:せん断耐力 6)、Qmu:曲げ終局時のせ
ん断耐力、Mu:梁の曲げ終局モーメント、L:梁長、σy:鉄筋の降伏

点、at:引張鉄筋の断面積、d:梁の有効せい、K:拘束剛性、β: 拘束
剛性の割増し係数（本解析では 0,1,2の３種）、E:コンクリートの
ヤング係数、I:柱の断面２次モーメント（ここでは、断面を 60cm正

方形とした）、h:鉛直部材長（ここでは、柱長を 3mとＳした）、
Mcr ：ひび割れ発生曲げモーメント、Fc:コンクリートの圧縮強度、
Ze:鉄筋も考慮した梁の断面係数 

図２に、長期解析において梁に作用する応力の概要

を示す。梁には、鉛直荷重によって曲げモーメントが

生じるほか、乾燥収縮ひずみによって軸方向に引張力

が生じる状態となる。 

 

 

 

 

 

(4)短期解析と長期解析との連成 

本解析については、前報 1)と同様に、長期解析用（非線

形逐次積分法(Step by step 法)）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３に示

す。また、短期解析の概要を図４に示す。この場合、梁

両端は平面状態を維持し、長期時の乾燥収縮による軸方

向の拘束力を保持したまま、せん断変形を加える。 

 

 

 

 

 
 
 

図３ 解析プロセス 

 

 

 

 

 

(5)梁の FEMモデル 

図５に FEM モデルを示す。梁の寸法は、幅 500×せい

700×長さ 6000mm とし、主筋は D25 として上端・下端と

も各 4 本・計 8 本設置し、せん断補強筋は D13 を 100mm

間隔で設置した。また、コンクリート表面と主筋中心と

の距離は梁幅あるいは梁せいの 0.1 倍とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ FEMモデル 

３. まとめ 

本報では、解析計画を報告した。次報では、その２．

解析モデルの種類と解析結果を報告する。また、参考文

献は、その３でまとめて示す。 

鉛直荷重による 
曲げモーメント 

乾燥収縮
による 

引張軸力 

乾燥収縮 
による 
引張軸力 図２ 梁に作用する長期応力 

➀鉛直荷重あるいは乾燥収縮ひずみの発生 
⇓ 

②非線形逐次積分法（Step by step 法）による非線形解析 
（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。） 
⇓ 

③Pushover 解析（曲げせん断・静的非線形変位増分解析） 

せん断変形 

(d)鉛直荷重 

(a)梁断面 

ｺﾝｸﾘｰﾄ
Fc:27N/mm2 

7
0
0 

500 

主筋：上端 
4-D25 

せん断補強筋 
D13＠100 

(b)梁モデル 

(c)鉄筋モデル 

主筋：下端 
4-D25 

主筋比:1.29% 

(e)変位荷重（短期） 

図４ 短期解析概要 
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