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1．はじめに 
外壁タイルのコンクリート界面での剥離事故は、タイ

ル仕上げでの剥離力を生じるコンクリートとタイル仕上

げ間とのムーブメントの違いから起こることがこれまで

の研究で明らかとなっている。そのため、コンクリート

の乾燥収縮や自重などによる実ひずみを推定することは

非常に重要である。そこで、著書らは、実際に設計され

た鉄筋コンクリート造集合住宅について、その構造図を

参考に３次元有限要素モデルを作成し、骨組間の拘束に

よるクリープひずみを考慮したコンクリートの実ひずみ

を弾性解析によって算定した。本報告は、そのなかでも、

柱と梁について算定した結果をまとめたものである。 
2．対象建物 
・用途：集合住宅（分譲マンション） 

・構造物：ＲＣ造、外壁仕上げ：タイル後張り仕上げ 

（各階スラブにアンボンドプレストレスを導入） 

・使用コンクリート 

 単位水量：180m3、設計基準強度：24N/mm2 
・階数：地上 10 階 
・梁間方向のスパン数は１、桁行方向のスパン数は 10 
・建築面積：505.07m2、延床面積：7717.23m2 
解析モデルとした施工工程は、実際に行われた工事期

間を単純化した日程とした。 

3. 施工工程 

・コンクリート打設日とリフト間隔 

 我が国における通常実施されているコンクリート打設

リフトは、柱とその上階の梁・床スラブであるが、本解

析では、水平部材と鉛直部材を分けてリフトを定義した。

ただし、柱とその上階の水平部材との打設日は同一とし、

その間隔を 6 時間とした。したがって、本解析では、基

礎梁・基礎・１Ｆスラブを１リフトとした他は、地上 10
Ｆとした場合、計 21 リフトで解析を行った。また、ある

階と次の上階との施工間隔日数は概ね 15日であった。 
・せき板の取り外し日 
 型枠におけるせき板の取り外し日は、コンクリート打

設日から 3 日後とした。コンクリートの乾燥収縮はこれ

以降から生じるものとした。 
・タイル張り工事日 

 １階部分のタイル張りは、最上階のコンクリート打設

終了時とほぼ同時期で、その後、1 階当たり平均 5 日程度

の工期（全工程は 50日程度）で実施された。 

4. 本解析で算定する実ひずみ 
剥離応力に影響を及ぼすコンクリートひずみは、「タイ

ル施工後に生じるひずみ」であるため、図２の要領で(1)
式のように、長期的な実ひずみ(約５年間)を算定した。ま

た、実ひずみは、乾燥収縮ひずみ、弾性ひずみおよびク

リープひずみを含めた値である。 
ε1 = ε2 – ε3     (1) 

ここで、ε1：タイル施工後に生じる実ひずみ、ε2：実ひずみの終
局値、ε3：タイル施工までに生じる実ひずみ 
5.解析方法 
 解析には、市販の３次元有限要素法解析ソフトを使用

した。以下にその主な要領を示す。また、解析モデルを

図３に示す。 
・要素：6 面立方体・8 接点要素 
（接点数：61,594 点、要素数：41,484 個） 
・乾燥収縮ひずみ則：土木学会式 
（温度：20℃・湿度：65％で一定。本解析では、降雨の

影響（湿潤）を受けずに、脱型時から単調に乾燥） 
・クリープ構成則：STEP BY STEP 法 
・クリープ係数：日本建築学会式 
・圧縮強度発現履歴とヤング係数：土木学会式 

・実ひずみの抽出方法 
 部材中央の要素（梁は軸方向で４分割されており、そ

のうちの中央の 2 分割部分）のＹ方向（軸方向=水平方向）

のひずみ度の平均値を算定した（図４）。 
 
 

 

 

 

 

 

図１ 立面図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ タイル施工後に生じるひずみ 

終局値：ほぼ一定となる値 
（基礎打設から５年まで解析） 
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図３ 解析モデル 

 
 
 
 
 
 
 

図４ 実ひずみの抽出（梁の例） 
5. 解析結果 
図５に、桁行き方向中央付近の梁について、５階の部

材を抽出して、乾燥収縮のみによって生じる実ひずみ度

の経時変化（基礎のコンクリート打設を基準日としてい

る）を示す。実ひずみはコンクリート打設日から 500 日

程度で増大量は小さくなり、1827 日後（約５年後）には

概ね一定値を示した。他の階についても同様の結果が得

られている。図６に、コンクリート打設後 1827 日後の実

ひずみの等高図を示す。さらに、図７にタイル施工時か

ら終局値までの変化量を示す。タイル施工時で-350～-450
μ、終局値で-500～-600μ程度の値を示した。タイルを施

工した以降に生じる実ひずみ度は、概ね-100～-200μ程度

の範囲を示し、部材全体の総平均で-128μであった。なお、

上階になるほどタイル施工後の実ひずみが大きくなるの

は、コンクリート打設工程とタイル張り工程との間隔が

上階ほど小さくなるためである。 
自重のみによる柱の長手方向（Z 方向）の実ひずみ度を

図８に示す。タイル施工時で-30～-130μ、終局値で-30～ 
-140μ程度の値を示した。タイル施工以降に生じる実ひず

みは-20μ以下を示し、総平均で-6μであった。なお、柱

の乾燥による実ひずみ度は、梁よりも小さな値を示した。 
6. まとめ 
 本研究では、コンクリートの打設工程とタイル張り工

程を考慮した場合について、建物全体をモデル化して、

乾燥収縮または自重による梁および柱の長期的な実ひず

みを解析的に算定した。今後は、諸条件の影響のほか、

拘束度の影響などにも着目して詳細な検討を加えたい。 
 
謝辞：本研究は、2012 年 3 月に本学前期博士課程を修了した仲嶋裕
亮氏に多大な協力を得た。また、㈱日本建設大阪支店の大上氏には
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図５ ５階梁の実ひずみの変化例（乾燥収縮のみ） 

 

図６ 実ひずみの終局値の等高図（梁長手方向：Y 方向） 

 

図７ 実ひずみの算定結果（梁：乾燥収縮のみ） 

 

図８ 実ひずみの算定結果（柱：自重のみ） 
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