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１．考察 

 本報では、曲げひび割れが生じる鉛直荷重の範囲内で

は、クリープが曲げ耐力に与える影響は小さいので、本

章における考察では、乾燥収縮を生じる場合の解析結果

について報告する。 

(1) 引張拘束力 

 表１に、乾燥収縮によって拘束バネに生じた引張力す

なわち梁に生じた引張拘束力の発生状況を示す。平均応

力度は最大で 0.7N/mm2程度で、引張強度推定値 7)に比べて

1/3 程度であり、コンクリートにひび割れが生じるような

大きさではなかった。また、軸力比は最大で 2.6％程度で

あり概ね小さな値であると評価できる。 

表１ 引張拘束力 

MODEL 
拘束力 

(kN) 

平均応力度*1 

(N/mm2) 

応力度比*2 

(％) 

軸力比*3 

(％) 

MODEL5-1 118.7 0.339 16.4 1.26 

MODEL5-2 194.3 0.555 26.8 2.06 

MODEL5-3 247.1 0.706 34.1 2.61 

*1 梁の断面積で除した値，*2 平均応力度を引張強度の推定値

(2.07N/mm2)7)で除した値，*3 文献 10) 

表２ 曲げひび割れ強度と推定結果 

MODEL 
Mcr 

(kNm) 

σcr 

(N/mm2) 

σcr1(N/mm2)*1 

(σcr1/σcr) 

σcr2(N/mm2)*2 

(σcr2/σcr) 

MODEL1 153.2 3.25 2.91 (0.90) 2.91 (0.90) 

MODEL4 121.2 2.57 2.91 (1.13) 2.57 (1.00) 

MODEL5-1 110.2 2.34 2.91 (1.25) 2.28 (0.97) 

MODEL5-2 101.8 2.16 2.91 (1.35) 2.09 (0.97) 

MODEL5-3 88.1 1.87 2.91 (1.56) 1.96 (1.05) 

ここで、Mcr：解析で求められた曲げひび割れモーメント，σcr：曲

げひび割れ強度（=Mcr/Ze, Ze：鉄筋を考慮した柱の断面係数） 

*1 建築学会式による梁のひび割れ曲げモーメントから求めた推定値 

*2 建築学会式による柱のひび割れ曲げモーメントから求めた推定

値,ただし、鉄筋の内部拘束による曲げ強度差も考慮した。 

(2) 第１折れ点（曲げひび割れ強度） 

 本解析で得られた梁部材の変形-せん断力関係における

第１折れ点から曲げひび割れ強度を算定した。その結果

を表２に示す。曲げひび割れ強度は、乾燥収縮ひずみが

生じると、鉄筋の内部拘束および外部拘束バネによって、

コンクリートに引張応力が生じ、その影響が大きくなる

ほど低下する傾向を示した。 

また、解析値と推定値との比較を行った。推定値は、

建築学会式 10)を適用したが、軸方向力を考慮しない梁を

対象とした推定値(σcr1)と、軸方向力を考慮する柱を対

象とした推定値(σcr2)とを表２に示す。後者については、

鉄筋による内部拘束の影響も考慮している。前者の推定

値(σcr1)は、解析値との差が大きいが、後者の推定値

(σcr2)は、解析値との差は小さく、軸方向力の影響を考

慮した柱の推定式の適用が好ましい結果となった。 

(3)降伏点剛性 

 乾燥収縮による引張拘束力を受けるモデルは、せん断

剛性が概ね低下する結果となったため、ここでは建築学

会式 10)による降伏点剛性の適用性について検討した。ま

ず、梁の曲げ終局モーメントと降伏点剛性低下率の建築

学会式から算定した降伏点変位を求め（32.8mm）、この変

位時における各解析値におけるせん断力を求めた。この

結果を図１に示す。引張拘束力を受けないモデルについ

ては学会式による値よりも大きいが、拘束力を受けるモ

デル（MODEL5-2,5-3）については、建築学会式による値

よりも小さな値を示し、降伏点剛性の推定値が変形上危

険側となる結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリープ 乾燥収縮 有限要素法 

逐次積分法 曲げせん断 Pushover 
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図２ 降伏点せん断変位時のせん断力 
（柱適用式による検討） 

図 1 降伏点せん断変位時のせん断力 
（梁適用式による検討） 
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そこで、同様に柱における曲げ終局モーメントと降伏

点剛性低下率の建築学会式を適用し、引張拘束力の影響

を考慮して、同様な検討を行った。図２にその結果を示

す。軸方向力を考慮した柱の建築学会式を適用すると、

解析値は建築学会式による推定値を上回り、せん断変形

上において安全側の評価結果となった。 

(4)軸方向力と曲げ終局モーメントの関係について 

 図３に、MODEL1, MODEL4と MODEL5 のシリーズについ

て、軸方向力と曲げ終局モーメントとの関係を示す（本

図では、軸方向力は、引張力を負としている 10））。せん断

耐力を曲げ終局モーメントに換算し、引張力による軸方

向力との関係を建築学会式 10)と比較して示した。解析に

よる曲げ終局モーメントは軸方向力が大きくなるほど減

少し、本解析範囲ではその程度は建築学会式に平行であ

った。ただし、近似式による軸方向耐力は、解析値によ

る推定値と建築学会式とはほぼ同じ値を示した（誤差：

2.83%）。また、軸方向力によって低下する曲げ終局モー

メントは、コンクリートにひび割れが生じないような本

解析の範囲内においても、軸方向力を考慮しない梁に適

用する場合の建築学会式の値よりも下回る結果も得られ

た（MODEL5-3）。したがって、乾燥収縮ひずみを生じ、そ

のひずみに対する外部拘束を受ける梁については、乾燥

収縮ひずみによる軸方向力を考慮する必要があることが

うかがわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. まとめ 

(1)本解析ではすべてのモデルで曲げ破壊が生じ、基本モ

デルのせん断耐力は設計式の値を十分に上回った。 

(2)曲げひび割れモーメントに相当する鉛直荷重を負荷し、

クリープを考慮しないモデルでは、基本モデルよりも

せん断耐力およびせん断剛性はやや低下した。 

(3)鉛直荷重を負荷してクリープ変形を考慮するモデルを

解析した場合、クリープを考慮しないモデルとの差は

小さく、その影響はほとんどないことが分かった。 

(4)鉄筋による内部拘束のみの場合の乾燥収縮ひずみを生

じるモデルでは、せん断耐力は基本モデルよりもやや

小さな値を示した。 

(5)一定の乾燥収縮ひずみを生じる場合、部材の拘束率が

大きくなると梁の軸方向引張力も大きくなる。 

(6)乾燥収縮ひずみが拘束を受ける場合の軸方向力による

コンクリートの引張応力については、本解析条件で

は、ひび割れは生じない範囲であった。 

(7)外部拘束バネを設けたモデルでは、乾燥収縮の影響が

大きく、曲げひび割れ強度、降伏点剛性ならびに曲げ

終局モーメントが低下し、梁についても軸方向力の影

響を考慮しなければならない結果となった。 

(8)乾燥収縮と外部拘束の影響による曲げ終局モーメント

の低下の程度は、柱に適用する建築学会式による低下

の程度とほぼ同じ結果となった。 

３．今後の課題 

本解析における外部拘束を受ける乾燥収縮による引張

拘束条件が、コンクリートのひび割れ発生が生じない条

件となったため、実際の鉛直部材による外部拘束の範囲

を概ね反映しているものと考えられるが、今後は架構モ

デルによる解析や既往の研究の成果 3),4)などを参考にして、

拘束力の適用範囲について検討する必要がある。そして、

本解析よりも幅広い範囲の条件やひび割れが発生する条

件の場合についても同様な検討を行う必要がある。 
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図３ 軸方向力と曲げ終局モーメントとの関係 

建
築

学
会
式

（
梁
用

）
 

梁用建築学会式

を下回る 

―238―


