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1.1 研究の背景 

 

1.1.1 はじめに 

 社会基盤を構成するコンクリート構造物は，公共性が高く，その使用期間も長いものが

多い．コンクリートは，設計と施工の両方が適切に行われれば優れた耐久性を示し，構造

物の経済性，機能性，安全性を確保するうえで極めて有用な材料となる．一方，コンクリ

ートは，引張強度が圧縮強度の 1/10 程度と低い，脆性的でひび割れやすい，水和反応や乾

燥によって収縮するという性質を併せ持つ．コンクリートのひび割れは，構造物の美観を

損なうだけでなく，塩化物など有害物質の侵入経路となり，構造物の耐久性にも影響を及

ぼす． 

 一般に，柱や梁，スラブといったコンクリート部材は，せん断破壊よりも曲げ破壊が先

行するように設計される．この様な曲げ部材の設計においては，コンクリートの引張応力

の負担を考慮しないため，曲げひび割れの発生が耐久性上問題の無い範囲で許容される．

しかし，コンクリートの収縮や収縮ひび割れとの複合状況によっては，部材のたわみ増大，

ひび割れ幅の拡大，耐力の低下といった使用性や安全性にも影響を与える 1),2)． 

 一般に，コンクリートのひび割れ発生原因は，材料的性質に関係するもの，施工に関係

するもの，環境条件に関係するもの，構造・外力に関係するものに大別される 3)（表 1.1.1，
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図 1.1.1）．コンクリートの多様なひび割れの中で，材料や施工に起因するひび割れの多く

は，材料の選定と丁寧な施工によってひび割れの発生を抑制できることが多く，施工業者

の意識向上の重要性が指摘されている 4)．曲げひび割れやせん断ひび割れといった構造・外

力に起因するひび割れ発生やそれを含む部材挙動も，コンクリートの収縮や収縮ひび割れ

との複合が問題にならないケースにおいては，既往の知見の積み重ねによって定量的に予

測・評価が可能となっている 5),6)． 

 

表 1.1.1 コンクリートのひび割れ発生の原因 3) 

 

大分類 中分類 小分類 番号 要　　　因

A1 セメントの異常凝結

A2 セメントの水和熱
A3 セメントの異常膨張
A4 骨材に含まれている泥分
A5 低品質な骨材
A6 反応性骨材(アルカリ骨材反応)
A7 コンクリート中の塩化物
A8 コンクリートの沈下・ブリージング
A9 コンクリートの乾燥収縮
A10 コンクリートの自己収縮
B1 混和材料の不均一な分散
B2 長時間の練り混ぜ

運搬 B3 ポンプ圧送時の配合の変更
B4 不均等な打ち込み順序
B5 急速な打ち込み

締め固め B6 不十分な締め固め
B7 硬化前の振動や載荷
B8 初期養生中の急激な乾燥
B9 初期凍害

打ち継ぎ B10 不適当な打ち継ぎ処理
B11 鋼材の乱れ
B12 かぶり(厚さ)の不足
B13 型枞のはらみ
B14 漏水(型枞からの、路盤への)
B15 型枞の早期除去

支保工 B16 支保工の沈下
コールドジョイント B17 不適当な打ち継ぎ処理

ＰＣグラウト B18 グラウト充填不良
C1 環境温度・湿度の変化
C2 部材両面の温度・湿度の差
C3 凍結融解の繰り返し
C4 火災
C5 表面加熱
C6 酸・塩類の化学作用
C7 中性化による内部鋼材のさび
C8 塩化物の浸透による内部鋼材のさび
D1 設計荷重以内の長期的な荷重
D2 設計荷重を超える長期的な荷重
D3 設計荷重以内の短期的な荷重
D4 設計荷重を超える短期的な荷重

構造設計 D5 断面・鋼材量不足
D6 構造物の不同沈下
D7 凍上

その他 E1 その他

材料

施工

使用環境

構造・外力

使用材料

コンクリート

コンクリート

鋼材

型枞

その他

物理的

化学的

荷重

支持条件

短期的な荷重

長期的な荷重

化学作用

温度・湿度

型枞

鋼材配置

セメント

養生

打ち込み

練り混ぜ

骨材
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図 1.1.1 コンクリートのひび割れ例 3) 

 

 温度ひび割れや乾燥収縮ひび割れは，単独の要因で発生するものではなく，材料，施工，

環境，構造・外力の多岐にわたる要因が長期的に複雑に影響を及ぼし合った結果として発

生するものである．従って，施工業者の努力だけでこれらのひび割れを抑制することは困

難であり，設計段階からの対策も重要となる．近年，精力的な研究や計算環境の発展によ

り，温度ひび割れの発生は，ある程度予測できるようになりつつある 7)．実務においも，ク

ーリングの様な施工前の対策・検討により，一定の成果も上がっている．一方，スラブや

壁状構造物などの比較的薄い部材や供試体レベルのコンクリート等，乾燥収縮の影響が相

対的に大きくなる条件において，ひび割れの発生とそれを含む部材としての挙動を定量的

に予測・評価することは，未だ困難な状況にある． 

 限られた予算の中で社会基盤を効率的に構築，維持，運営，管理していくためには，コ
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ンクリート構造物の使用性，安全性，耐久性の低下につながるひび割れの発生と，ひび割

れを含む部材としての挙動を定量的に予測し，適切な対策を講じていくことが重要である．

従って本研究は，乾燥収縮の影響が大きく現れるコンクリート部材を対象に，ひび割れの

発生とそれを含む部材挙動の予測精度向上に取り組むものである． 

 

1.1.2 乾燥収縮ひび割れの発生メカニズム  

 乾燥収縮ひび割れは，乾燥によって生じるコンクリートの自由な収縮が，何らかの形で

拘束される時に発生する．この拘束は，外部拘束と内部拘束に分類することができる（図

1.1.2）．外部拘束の例としては，壁を取り囲む柱や梁，構造物の基礎，コンクリート内部

の鉄筋等がある．内部拘束は，コンクリートの乾燥に伴う内部と表面の湿度の差によって

生じる収縮の差が，断面としての一体性を維持するために変形が拘束されることで生じる

ものである．従って，乾燥は表面から進行するため，外部から一切拘束を受けないコンク

リート部材であっても，内部拘束によって表面近傍には高い引張応力が生じ，表面にはひ

び割れが発生する可能性がある．実際のコンクリート構造物やコンクリート部材の挙動は，

外部拘束と内部拘束の両者の影響が組み合わさったものとして現れる 1),8),9)． 

 

 

図 1.1.2 乾燥収縮ひび割れの発生メカニズム 1),8),9) 
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1.1.3 既往の研究 

（１）収縮および収縮ひび割れが及ぼす部材挙動への影響 

 一般に，部材寸法が大きくなるほどコンクリートの乾燥収縮は小さくなり，表面近傍に

発生するひび割れも部材寸法に対して相対的に影響範囲が小さくなる．従って，断面の寸

法が比較的大きい土木構造物では，乾燥収縮やそれに伴うひび割れ発生の影響よりも温度

ひび割れに対する関心が高かったと思われる．しかし，近年では，コンクリートの乾燥収

縮とそれに伴うひび割れの発生が問題となる事例も報告されている 10)． 

 コンクリートの自己収縮や乾燥収縮とそれに伴う収縮ひび割れの発生は，構造物の使用

性や安全性に影響を及ぼす場合がある．例えば，ひび割れの発生しない PC 橋梁の長期たわ

みの進行は，コンクリートの乾燥収縮やクリープ挙動が大きな影響を及ぼすことが明らか

にされている 11)．さらに，ひび割れの発生は，部材の剛性を低下させ，たわみをさらに増

大させる 12)． 

 コンクリートの収縮に伴う鉄筋コンクリート梁部材への初期応力導入は，梁部材のせん

断耐力を低下させる 13)．さらに，封緘養生した梁試験体のせん断耐力に対し，乾燥養生し

た梁試験体のせん断耐力が低下することも実験的に確認されている 14)． 

 

（２）乾燥収縮ひび割れの発生条件 

 乾燥収縮とそれに伴うひび割れの発生は，上記で述べたように部材挙動に大きな影響を

及ぼすことがあるにも関わらず，コンクリートの乾燥収縮ひび割れの発生自体を定量的に

予測することは未だに困難である．これまでにも，乾燥収縮ひび割れ発生の予測を目的に，

図 1.1.3に示す様々な拘束方法の乾燥収縮ひび割れ試験が行われてきた 15),16),17),18),19)． 

 

 

図 1.1.3 拘束方法の違いによる乾燥収縮ひび割れの試験方法 

 

 図 1.1.3（A）の実験方法は，リング型のコンクリート内部に鋼材を埋め込むものであり，

実験は簡便であるが，拘束の度合いが不明確という短所がある．また，コンクリートの内

側がシール状態となるため，コンクリートの断面内で乾燥状態が不均一になるという特徴

がある．(A)の改良として，鋼管を用いて厚肉円筒理論から拘束度合いを推測する実験も行

われている 20)．(B)の実験方法は，コンクリート内部に埋め込んだ鉄筋によって収縮を拘束
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するものであり，拘束度合いは付着特性に依存する．鉄筋との付着によってひび割れが分

散して生じるため，試験体中央付近において鉄筋との付着を無くす等の処理が行われるこ

ともある．(C)の実験方法は，コンクリートの外部に設置した鋼材によって収縮を拘束する

ものである．この方法は，コンクリート単体としてのひび割れ挙動を把握しやすいという

長所があり，「JIS A 1151 拘束されたコンクリートの乾燥収縮ひび割れ試験方法 19)」として

規格化されている．従って，他の研究者の実験との対比も容易であり，実験も数多く行わ

れている．(C)の試験方法は，サーボモーター等によって機械的に拘束を導入する改良方法

も提案されている 21) ,22),23)． 

 コンクリートに導入される応力は，拘束鋼材のひずみから求められることが多い．また，

同時に自由収縮ひずみの計測，クリープ試験，強度試験等が行われ，ひび割れ発生条件や

ひび割れ発生メカニズムに関する考察が行われている．既往の多くの研究では，拘束鋼材

のひずみから求めたコンクリートの引張応力と，割裂試験や一軸引張試験から別途求めた

引張強度を比較することで，乾燥収縮ひび割れの発生基準を推察している 9),18),20), 24),25)．こ

の様にして求められた乾燥収縮ひび割れの発生基準は，研究者や実験方法によってばらつ

きも大きいが，代表的なものとしては以下の様なものが提案されている 26)． 

① 引張応力が引張強度を超えた時 

② 引張応力が引張強度の一定割合に達した時 

③ 引張ひずみが伸び能力（限界ひずみ）を超えた時 

④ 微視的機構や破壊力学に基づいて乾燥収縮ひび割れを評価するもの 

 上記①②の条件は，割裂試験等による静的な短時間載荷の引張強度を基準としたもので

あり，引張応力が引張強度の 40～90%の範囲でひび割れが生じるとの報告が多い．③の条

件は応力の代わりにひずみを用いるものであり，ひび割れ発生時の引張ひずみは 100～300μ

程度の範囲に分布している．これら①～③は，10-1m（10cm）程度の供試体寸法で平均化

された平均の応力，平均のひずみ，平均の強度に対応する乾燥収縮ひび割れ発生基準と考

えることができる． 

 ④の方法は，10-1m よりも小さい範囲におけるコンクリートの挙動に着目し，詳細に乾燥

収縮ひび割れの発生を予測しようとするものである．例えば，乾燥によって表面と内部に

湿度勾配が生じて内部拘束状態となった時，10cm 程度の供試体であっても均一な応力状態

とはならない．内部拘束で発生する表面近傍の局所的な引張応力の計算値が，部材として

の巨視的なコンクリートの引張強度を超えることも指摘されている 27),28),29)．また，厳密に

は，供試体の表面と内部で乾燥状態が異なるため，強度の発現状況も断面内で異なるはず

である．当然ながら，自由収縮ひずみやクリープ係数といった材料特性も，断面内で勾配

や分布を有しているものと考えられる．しかし，上記で述べた様な局所的な材料特性や挙

動を実験的に計測するため，2cm 程度の最大粗骨材寸法を含むコンクリートの材料試験を

10cm より小さい供試体で実施することは，実験の再現性やデータの信頼性の観点からも困

難であると思われる．この様に，乾燥収縮ひび割れに影響を及ぼすと考えられる個々の因
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子を直接的に計測することの難しさが，乾燥収縮ひび割れの発生を定量的に予測すること

を困難にしている一因と考えられる． 

 

（３）コンクリートの破壊・ひび割れメカニズム 

 乾燥収縮ひび割れに限らず，コンクリートのひび割れという現象自体に着目した研究も

数多く行われているが，コンクリートの破壊やひび割れのメカニズムは複雑であり，その

進展過程も不明な点が多い．定性的には，空隙や気泡，骨材界面の遷移帯といったセメン

ト硬化体中の初期欠陥や弱点部から微細き裂（ひび割れ）が進展・伝播すると考えられる

30)．しかし，これらの微視的なき裂（ひび割れ）や欠陥が直ちに巨視的なコンクリートの圧

縮・引張破壊には結びつかず，巨視的なコンクリートとしての応力ひずみ関係における非

線形性として現れる 31)．セメント硬化体よりも骨材の強度が高い普通コンクリートの場合，

微細き裂（ひび割れ）はセメント硬化体中に生じ，その伝播は骨材によって助長されたり

妨げられたり複雑な挙動を示す 32)．微細き裂（ひび割れ）の進展や応力（ひずみ）がある

限界状態に達すると，微細き裂（ひび割れ）が弱点部に集中しながら急激に成長・進展し，

巨視的なひび割れとなってコンクリートとしての破壊に至る 33)．この時，コンクリート中

に一定量の鉄筋が存在すれば，ひび割れの局所化が緩和されて安定的にひび割れが分散し，

巨視的に見た鉄筋コンクリートとしての一体性は保たれる 34),35)．この様に，コンクリート

の破壊やひび割れの現象は，微視的なき裂（ひび割れ）から巨視的なひび割れまでが連続

的に変化するマルチスケールの現象である．従って，着目する寸法が異なれば，破壊やひ

び割れの定義も異なったものとなる．そこで，本論文では，巨視的なコンクリートとして

引張軟化に至らない微視的なひび割れを微細き裂と称する．これは，骨材とセメント硬化

体間やセメント硬化体内部に生じるような微小領域のひび割れと，コンクリートとしての

巨視的なひび割れとの物理現象を区別するためである． 

 

（４）強度・弾性係数 

 コンクリートの破壊やひび割れがマルチスケールの現象であるのと同様に，コンクリー

トの強度や弾性係数も着目する寸法・位置によって強度や弾性係数は異なる．一般的なコ

ンクリートの材料試験は，10-1m 程度の供試体で実施される．すなわち，この材料試験で求

められるのは，供試体内の微視的現象を平均化・均質化した巨視的なコンクリートとして

の材料物性である．一方，着目する寸法を小さくして行けば，表面と内部の乾燥状態の違

いによるコンクリートの強度発現の差だけでなく，粗骨材，細骨材，モルタル，セメント

硬化体，気泡や各種空隙（毛細管空隙，ゲル空隙，層間空隙），未水和セメント，C-S-H ゲ

ル，各種結晶，水分子など，着目する寸法に応じた物質が現れてセメント硬化体でさえも

均質材料として扱うことはできなくなる 32)（図 1.1.4）． 
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図 1.1.4 コンクリートのコントロールボリューム 

 

 巨視的に着目したコンクリートのひび割れは，コンクリートとしての引張応力がコンク

リートとしての引張強度を超えた際に生じると考えられる．セメント硬化体の強度が骨材

強度を上回る高強度コンクリートでは，コンクリートのひび割れ発生時に骨材の破壊を伴

うため，当然ながら骨材強度がコンクリートの圧縮強度・引張強度にも影響を及ぼす．セ

メント硬化体が骨材よりも弱い普通コンクリートの場合においても，骨材によって圧縮強

度・引張強度のどちらも影響を受けることが報告されており，骨材量の増加に伴って強度

が減尐する傾向を示すことが報告されている 36),37)．一方，様々な骨材を用いた引張強度の

実験から，骨材強度や骨材剛性によっては単純な傾向を示さず，ペシマムを有するような

複雑な挙動をすることも報告されている 38)．これについては，セメント硬化体が骨材によ

って補強されるプラスの効果と，骨材および遷移帯によってセメント硬化体中の欠陥が増

加する影響や骨材周囲の応力集中等によるマイナスの効果の複合の結果として説明される

30)．この様な骨材とセメント硬化体の複雑な相互作用が及ぼす圧縮強度・引張強度への影響

は，メゾスケールに着目した複合理論を援用して説明する試みも行われているが 37),38)，明

確な理論の構築や説明には至っていないと考えられる．また，コンクリートを構成する材

料であるセメント硬化体自体の強度も，巨視的なコンクリートの強度に大きく影響を及ぼ

す．セメント硬化体の強度は，水セメント比説 65)やゲル空隙比説 66)で説明されることが多

い．一方，これらの理論のみでは，乾湿に伴う強度の変化 67)を説明できないことから，表

面エネルギーとGriffithの関係式から乾湿による強度の増減現象の説明も行われている 68)． 

 複合材料であるコンクリートの弾性係数は，経験式としてコンクリートの圧縮強度と関

連付けられることが多い 5),39),40),41)が，骨材種類，骨材量，骨材寸法によっても影響を受け

ることが知られている 36),42)．普通コンクリートでは，セメント硬化体よりも骨材の弾性係

数が大きいため，コンクリート中の骨材量が増加するほどコンクリートとしての弾性係数

は増加する．10-3～10-2m（1mm～1cm）程度のメゾスケールでコンクリートに着目した場

合，骨材とセメント硬化体または粗骨材とモルタルの様に，コンクリートの弾性係数を骨

材とそれを取り囲む母材として 2 相系または 3 相系材料とした複合理論で評価する試みが

行われている 43),44)．特にコンクリートの弾性係数は，並列モデル（Voigt），直列モデル

（Reuss），並列・直列混合モデル（Hirsh），Hashin-Hansen モデル等によって説明される
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ことが多い 45)．また，セメント硬化体としての弾性係数は，実験的に求める以外に，ミク

ロスケールで着目したゲル空隙比説からの評価 46)や結晶や未水和セメントまで考慮した評

価 47)も試みられている． 

 

（５）自己収縮・乾燥収縮 

 乾燥収縮ひび割れの発生やそれを含むコンクリート部材の挙動を精度良く予測するため

には，乾燥収縮の挙動自体も精度良く予測する必要がある．乾燥収縮のメカニズムは，セ

メント硬化体中の微細空隙に毛管凝縮した液状水の表面張力に起因するもの（毛細管張力

説）48),49),50)，ゲル粒子間の狭隘な空間の水の圧力と固体粒子間引力の釣り合いを考えるも

の（分離圧説）48),51),52)，吸着水の減尐によってゲル粒子の表面エネルギーが増加して固体

粒子中に圧縮応力が発生すると考えるもの（表面エネルギー説）48),53),54)等が提案されてき

た．しかし，単独で様々な湿度域の収縮現象を矛盾なく説明することが困難であるため，

いくつかの理論を組み合わせて考えることが必要となる．また，コンクリートの収縮性状

は骨材の影響を大きく受け，骨材に石灰岩を用いた場合の乾燥収縮は，小さくなることが

良く知られている 55)．骨材がコンクリートの収縮性状に影響を及ぼす原因としては，骨材

の剛性と骨材の収縮によって説明されることが多い 56),57),58)．また，セメント硬化体と骨材

間の微細き裂発生により，巨視的なコンクリートとしての収縮に対して微視的メカニズム

に基づいたセメント硬化体の収縮駆動力が寄与できなくなる影響も指摘されている 59)． 

 この様に，収縮のメカニズムに関する理論や仮説は様々である．さらに，収縮挙動を精

度良く予測するためには，発生する収縮駆動力に抵抗するコンクリートの剛性発現や，応

力の緩和に寄与するクリープの影響も同時に考慮する必要がある． 

 

（６）クリープ 

 巨視的なコンクリートのひび割れは，コンクリートの引張応力がコンクリートの引張強

度を超える時に生じると考えられる．従って，ひび割れの発生やそれらを含む部材挙動を

精度良く予測するためには，コンクリートの応力緩和に寄与するクリープ現象も正しく把

握することが重要となる．コンクリートのクリープ現象を引き起こすメカニズムについて

は，結晶質のすべりや骨材とセメント硬化体界面の局所的な破壊を考えるもの（塑性変形

説），セメントゲルが流動する粘性流体と考えるもの（粘性流動説），荷重によってゲル水

が絞り出されると考えるもの（浸出説），粘性流体が荷重を吸収した後に固体の弾性的な骨

格構造に移行していくと考えるもの（遅延弾性説），骨材とセメントペースト界面に生じる

局所的な破壊によるもの（マイクロクラック説）等が提案されている 45),60)．クリープも乾

燥収縮と同様に，様々な応力レベルや湿度域を単独で矛盾なく説明することは困難である

ため，複数の理論を組合せることが多い．コンクリートのクリープ現象では，乾燥クリー

プが基本クリープより大きくなるピケット効果 61)が良く知られており，クリープ現象を説

明する理論の検証として用いられることが多い．例えば，ピケット効果は，水分移動とマ
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イクロクラックの影響を組み合わせた理論等での説明が試みられている 62),63)．一方で，毛

細管張力を載荷応力の一部として考慮することで，基本クリープと乾燥クリープを区別せ

ずにピケット効果を説明できるとの報告もある 64)． 

 

（７）乾燥収縮ひび割れの発生とそれを含む部材挙動の予測手法 

 コンクリートの乾燥収縮ひび割れ発生や，それを含む部材挙動を定量的に予測する試み

は，これまでにも数多く行われてきた．乾燥収縮ひび割れに影響を及ぼす収縮やクリープ，

強度，弾性係数といった個々の特性や現象についても，これまでに述べた材料の微視的機

構に関する考察や，メカニズムに立脚したモデルの構築・検証が進められている

69),70),71),72),73)． 

 一般に，乾燥収縮ひび割れの予測に際しては，これまでに述べた様な理論の一部や無拘

束条件下での自由収縮ひずみ，各材齢における強度・弾性係数ならびにクリープ係数など，

実験的に計測した材料特性を組み合わせ，構造挙動としての乾燥収縮ひび割れ発生を予測

するものが多い 9),25),74),75)．従って，ある条件下のひび割れ発生が予測可能であっても，配

合や使用材料が変化した場合，部材寸法が変化した場合，外部環境が変化した場合など，

様々な条件下に対して適用可能な統一的手法が確立できているとは言い難い．これは，様々

な条件下において単独で各現象を説明できる理論が存在せず，複数の理論の組み合わせが

必要なことや，それに伴う収縮・クリープ・強度・弾性係数といった個々の影響因子を直

接的に計測することが困難であることから，モデルの精度等に問題が存在する可能性も考

えられる．また，先に述べた様に 10cm 程度の供試体寸法においても，断面内には湿度勾配

が生じるため，均一な応力状態にはならず，材料特性も厳密には断面内で分布や勾配を有

していると考えられる．供試体内の湿度勾配を考慮した応力分布を求める試みも行われて

いるが，その比較対象となる引張強度は，供試体寸法で平均化された平均の引張強度が用

いられることが多い 9),25),74),75)．すなわち，乾燥収縮ひび割れの発生を予測するに際し，平

均と局所の挙動など着目する寸法の混在や，先に述べた個々の影響因子のモデルの精度が，

乾燥収縮ひび割れの発生を精度良く予測することを困難にしている要因として考えられる． 

 乾燥収縮ひび割れを含む部材の挙動は，乾燥に伴って表面近傍に発生するひび割れの影

響が相対的に小さくなる実構造物レベルの大きな部材では，乾燥収縮の影響自体も小さく

なるため，既往の設計や解析手法を用いたとしても実用上の問題はあまり現れなかったと

思われる．しかし，表面近傍に発生する微細き裂やひび割れの挙動が大きく影響を及ぼす

と考えられる寸法，例えばスラブや壁状構造物等の薄い部材や，実験室レベルの 10-1m

（10cm）オーダーの供試体に対しては，表面近傍に発生するひび割れの影響が相対的に大

きくなるため，現時点においてもひび割れ発生やそれを含むコンクリート部材の挙動を統

一的手法によって精度良く予測・評価するに至っていないと考えられる． 
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1.2 本研究の目的 

 

 以上の様な背景を基に，様々な条件下におけるコンクリート構造物の複雑な挙動を統一

的手法で評価することを目的として，マルチスケール統合解析システム（DuCOM-COM3）

の開発が進められている 73)．本システムは，セメントの水和反応の進展，硬化体の空隙構

造形成，内部の水分状態といったコンクリート内部の微視的挙動に関するモデル群を実装

した熱力学連成解析システム（DuCOM）70)と，鉄筋コンクリート構造の巨視的応答・損傷

を追跡可能な非線形動的 RC 構造解析システム（COM3）71),72)を統合したものである（図

1.2.1）． 

 

 

図 1.2.1 マルチスケール統合解析システム（DuCOM-COM3）70),71),72),73) 

 

 DuCOM-COM3 は，若材齢から超長期に至る時間軸上での挙動を，強度や弾性係数，収

縮ひずみといった材料特性やパラメータのフィッティングを解析対象ごとに行わなくても，

使用材料の種類，コンクリートの配合，養生・環境条件，構造諸元等の基本的情報を与え

るのみで実構造物スケールの挙動を良好に表現できることが確認されている 11)．例えば，

PC 橋梁のたわみ予測では，時々刻々と変化する場所毎の熱力学的状態諸量に立脚して巨視

的構造応答を算定することに成功しているが，本解析では PC 構造物であることから，ひび

割れの影響が考慮されていない．また，大きな自己収縮とコンクリートとしての巨視的な

ひび割れを同時に考慮した梁部材の力学的挙動の予測 78)も行われているが，乾燥条件では

ないため，水分逸散による湿度勾配，様々な材料特性の断面内での分布，表面近傍の微細

き裂やひび割れなどの影響が小さい条件である．従って，様々な材料特性や表面近傍に発

生する乾燥収縮ひび割れの影響などが相対的に小さくなる実構造物レベルの大きな部材に

対しては，既存の DuCOM-COM3 の統一的手法を用いることで，コンクリート構造物や部

材の挙動を予測・評価することが実用上可能になっている． 

 一方，乾燥収縮や乾燥収縮ひび割れが相対的に大きく影響を及ぼすと考えられるスラブ

や壁状構造物等の薄い部材，実験室レベルの 10-1m（10cm）オーダーの供試体に対しては，
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材料収縮現象と巨視的構造応答までを強連成した形で評価するには至っていない．また，

乾燥に伴って発生するセメント硬化体や骨材周囲の微細き裂が，コンクリートの引張強度

にも影響を及ぼすことも報告されており 79)，微細き裂の発生に影響を及ぼすと思われる骨

材とセメント硬化体の相互作用等についても検討を行う必要があると考えられる．すなわ

ち，乾燥収縮ひび割れ発生とそれを含む部材挙動を精度良く予測・評価するためには，乾

燥に伴う断面内の湿度勾配やそれに伴う応力・材料特性の分布，表面近傍の微細き裂・ひ

び割れ，骨材とセメント硬化体の相互作用といった挙動が相対的に大きな影響を及ぼす条

件において，検討を行うことが必要と考えられる．  

 本システムでは，収縮を引き起こす内在駆動力として高湿度域を想定した毛細管張力説

と低湿度域を想定した分離圧説の 2 つを組み合わせた収縮駆動力モデル 76)を採用している

（図 1.2.2 A）．収縮・クリープ等による時間依存変形は，骨材とセメントペーストの 2 相

系材料を仮定し，セメントペーストの剛性をバネ，ダッシュポット，スライダーでモデル

化した仮想水和殻の増加で表現する時間依存構成モデル 77)が採用されている（図1.2.2 B）．  

 

 

図 1.2.2 マルチスケール統合解析システムの概要と本研究の位置づけ 6),7),8),9) 
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 時間依存構成モデルは，入力されるひずみに対して長瀧らの説と同様に 64)，外力と収縮

駆動力を区別せずに応力を算出する．応力を受取った COM3 は，複数のひび割れの平均的

挙動をモデル化の出発点とした分散ひび割れモデル 71),72)を用いて構造応答を算出する（図

1.2.2 D）．COM3 に実装されている構成則は，10-1m オーダーの要素内に複数のひび割れ

を含む巨視的な応答・破壊挙動をモデル化の出発点とした分散ひび割れモデル（図 1.2.2 D）

71),72)である．一方，水分逸散による表面近傍の微細き裂が成長・結合して現れる乾燥収縮

ひび割れは，微視的領域から巨視的領域までのひび割れ挙動を連続的に評価しなければな

らないマルチスケールの問題である．すなわち，これまで述べてきた様に，乾燥条件下の

コンクリートを微視的に着目した際の非均質性や微細き裂による不連続面などの影響と，

巨視的な曲げ・せん断ひび割れ等を対象とする分散ひび割れモデルについて，いかに一体

的に取り扱えるモデルを構築するかが重要と考えられる． 

以上より本研究は，最初に乾燥収縮ひび割れの発生とそれを含む部材としての構造挙動

の予測精度向上に取り組む．すなわち，既存の DuCOM-COM3 を基にして，空隙構造形成

や水分移動等が想定するミクロスケール，乾燥収縮による微細き裂発生から乾燥収縮ひび

割れ発生等を考慮したメゾスケール，分散ひび割れモデルが対象とするマクロスケールの

構造応答までを統一的に一気通貫で評価する手法の構築を試みたものである（図 1.2.2 C）． 

 更に本研究では，構築したモデルを実問題に適用することを試み，実構造物のひび割れ

発生原因の推定と，ひび割れ抑制対策の効果について評価・分析を実施する． 

 

 

1.3 論文の構成 

 

 実環境を想定した様々な環境・荷重条件下において，乾燥収縮ひび割れの発生と，それ

を含んだコンクリート構造物の挙動を数値解析によって追跡できるようにすることが本研

究の最終目標である．図 1.3.1 に本論文の構成と相互関係，対応する時間・空間スケール

を示す． 

 第 1 章では，本研究の背景や目的，ひび割れ発生に影響を及ぼす各種影響因子や既往の

研究をまとめた． 

 第 2 章では，本研究の基盤となるマルチスケール統合解析システム（DuCOM-COM3）

に関する過去の研究を概観する． 

 第 3 章と第 4 章は，本研究の核となる部分である．第 3 章では，空隙構造内の水分状態

に着目し，微視的な水分挙動が巨視的なコンクリートの引張強度や乾燥収縮に及ぼす影響

について考察し，微細空隙内の水分状態を考慮したひび割れモデルについて提案を行う． 

 第 4 章では，骨材の収縮が巨視的なコンクリートの引張強度や部材挙動に及ぼす影響に

ついて，考察を進める．メゾスケールにおける骨材とセメント硬化体の相互作用を考慮し，
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骨材収縮を考慮したひび割れモデルについて提案を行う． 

 第 5 章では，乾燥条件下における梁部材の挙動について，提案モデルを用いた解析を実

施する．持続荷重下のたわみの進行やせん断耐力の挙動について，実験の傾向が良好に再

現できることを示す． 

 第 6 章では，施工情報の記録された実構造物のデータベースを基に，提案モデルの検証

を行い，実構造物のひび割れ発生原因の推定とひび割れ抑制対策の効果について検討を行

う． 

 第 7 章は結論であり，本研究で得られた成果と今後の課題をとりまとめる． 

 

 

図 1.3.1 本論文の構成 

 

 なお，先に述べた様に，本論文では，コンクリートとして引張軟化に至らないメゾスケ

ールの微細なひび割れを微細き裂と称する．これは，骨材とセメント硬化体間やセメント

硬化体内部に生じるような微小領域のひび割れと，分散ひび割れモデルが想定するコンク

リートとしてのマクロなひび割れとの物理現象を区別するためである． 
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第２章 

マルチスケール統合解析システムの概要 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 はじめに 

 

 DuCOM-COM3 は，本研究の基盤となる数値解析プログラムである．第 3 章以降で述べ

る準微細ひび割れモデルに使用される様々な熱力学的情報（空隙構造，相対湿度，飽和度

など）は，全て DuCOM-COM3 から得られるものである． 

 コンクリートは，打設直後から水和反応，空隙構造形成，空隙内部の水分移動が相互に

影響を及ぼし合いながら固体組織が成長する．本解析システムにおいても，セメントの水

和反応，空隙構造形成，水分保持・移動の 3 つの微視的挙動に着目した基本モデルによっ

てコンクリートの成長過程を追跡している（図 2.1.1）．本解析システムでは，コンクリー

ト構造物の形状，配合，養生条件等を初期条件及び境界条件とし，時間・空間に関して次

式で表現される保存則を支配方程式として解くことで，部材の各位置，各時間における状

態諸量を求めている．これまでに，一般的なコンクリートを対象とした水和発熱量や保水

性能の履歴挙動について，本解析システムの適用性が検証されている 1),2)． 

 0)(),(
)(





iiii

i QdivJ
t

S



    (2.1.1) 

 ここで，ζi：自由度 i の物理量であり，本解析システムでは，系内の温度 T と間隙水圧 P

に該当する． 
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図 2.1.1 熱力学連成解析システム（DuCOM）のフロー1),2) 

 

 上記の水和反応，空隙構造形成，水分保持・移動の微視的挙動に着目した 3 つの基本モ

デルは，図 2.1.2 に示す時間依存構成モデルによって巨視的な変形特性と関連付けられて

いる 2),3)．巨視的なコンクリートとしての応力とひずみは，体積成分と偏差成分に分離して

以下の様に表される． 

  zzyyxx  
3

1
0

      (2.1.2) 

  zzyyxx  
3

1
0

      (2.1.3) 

 ijijijS  0        (2.1.4) 

 ijijije  0        (2.1.5) 

 ここで，ζ0：体積応力，ε0：体積ひずみ，Sij：偏差応力テンソル，eij：偏差ひずみテンソ

ル，ζij：コンクリートの応力テンソル，εij：コンクリートのひずみテンソル，δij：クロネッ

カーのデルタ関数である． 

 時間依存構成モデル 2),3)では，コンクリートは骨材とセメント硬化体から構成される 2 相

系材料としてモデル化されている．骨材はそれ自体の収縮を加味した完全弾性体 4)，セメン

ト硬化体は，水和の進行に伴って仮想水和殻が増加する Solidification 理論 5),6)に基づいて

モデル化されている．仮想水和殻の数は図 2.1.1 で示した DuCOM から得られる水和度に
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依存し，セメント硬化体の負担応力は仮想水和殻が負担する応力の総和として表される． 

  


t

t
lycp tdttt

0'
)'()',()('       (2.1.6) 

  


t

t
ijcpij tdttStS

0'
)'()',(')()(       (2.1.7) 

 ここで，ζ’cp(t)：セメント硬化体の骨格部に生じる体積応力，ζly(t,t’)：仮想水和殻の体積

応力，(Sij)cp(t)：セメント硬化体の骨格部に生じる偏差応力テンソル，S’ij(t,t’)：仮想水和殻

の偏差応力テンソル，t：現在時刻，t’：仮想水和殻の生成時刻，Ψ：水和度である．セメン

ト硬化体の偏差応力テンソルは，6 成分それぞれに対して同一の式(2.1.7)が適用される． 

 

 

図 2.1.2 マルチスケール統合解析システム（時間依存構成モデル）のフロー2),3) 
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 コンクリートの体積成分では，下記 5 個の方程式を解くことで，ζ0，ζag，ζcp，εag，εcpの

5 個の未知数が求められる． 

 cpcpagag VV  0       (2.1.8) 

 cpcpagag VV  0       (2.1.9) 

 
sh

ag

ag

ag

ag
K




 
3

       (2.1.10) 

 )( cpcp f          (2.1.11) 

   0
4














 
cpag

cp

cpag

G



     (2.1.12) 

 ここで，ζag，ζcp：骨材，セメント硬化体の体積応力，εag，εcp：骨材，セメント硬化体の

体積ひずみ，Vag，Vcp：骨材，セメント硬化体の単位体積(m
3
/m

3
)，Kag：骨材の体積剛性，

Gcp：セメント硬化体のせん断剛性，ε
sh

ag：乾燥に伴う骨材の収縮ひずみである．この時，

セメント硬化体の体積応力 ζcpは，次式のように骨格部の応力と収縮駆動力による応力の和

として表される． 

 scpcp u '        (2.1.13) 

 ここで，ζ’cp：セメント硬化体の骨格部に生じる体積応力，us：収縮駆動力による応力で

ある．従って，収縮やクリープの影響は，外力と収縮駆動力の区別なく，自動的に連成さ

れることになる． 

 コンクリートの偏差成分では，2 相系における偏差応力は骨材の接触によって伝達されな

いと仮定することで，簡易にセメント硬化体の応力とひずみの関係として表現されている．

従って，RCD やプレパックドコンクリートの様に，骨材相互の接触を無視できない条件は，

本モデルの適用範囲外である． 

 ))(()( cpijcpijij efSS        (2.1.14) 

 ijdcpij exhe  )()(       (2.1.15) 

 ここで，Sij，(Sij)cp：コンクリート，セメント硬化体の偏差応力テンソル，eij，(eij)cp：コン

クリート，セメント硬化体の偏差応力テンソル，h(xd)：コンクリートとセメント硬化体のせ

ん断ひずみの比を表す関数であり，骨材とセメント硬化体の剛性，骨材とセメント硬化体

の両者の一体性，骨材の自由回転等を考慮して計算される． 
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 コンクリートの最大主応力がコンクリートの引張強度に到達すると，ひび割れ面の垂直

方向を主軸とした 3 次元直交座標系が仮定される 7),8)（図 2.1.3 右下）．ここで，最初のひ

び割れを含む(1,2)(1,3)平面と，ひび割れ面に一致する(2,3)平面の 3 平面が定義され，2 次

元平面応力状態において最大 4 方向までの独立したひび割れを表現可能な多方向非直交固

定ひび割れモデルが適用される 8),9),10),11)（図 2.1.3 右上）．ひび割れたコンクリートの 3 次

元応力状態は，この 3 つの平面で算定された応力の重ね合わせとして表現される． 

 

図 2.1.3 ひび割れを含む RC構成則 2),7),8),9),10),11)の概念図 

 

 2 次元場で空間平均化された多方向非直交固定ひび割れモデルは，1 次元の圧縮，引張，

ひび割れ面でのせん断伝達に関する構成則を組み合せて 2 次元へ拡張されたものである．

圧縮，引張，せん断伝達の個々の構成則は，短期荷重下で検証された平均応力-平均ひずみ

関係の構成則に，破壊パラメータとして時間依存項とひずみ繰り返しによる累積損傷項を

付加したものである 2)（図 2.1.3 左）．先に述べた熱力学的状態諸量に基づいた時間依存構

成モデルがコンクリートの微視的な損傷を考慮していないのに対し，ここで述べる 1 次元

モデルは要素内に複数のひび割れを含んだ平均応力と平均ひずみの関係において，疲労や

高応力レベルのクリープ破壊の進行といった微視的な破壊の進行も考慮したものである．

すなわち，最終的なコンクリート部材としての変形挙動は，熱力学的状態諸量から求めら

れる変形挙動と，応力によるコンクリートの損傷進行を組み合わせたものとして算出され

る．  
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2.2 複合水和発熱モデル 

 

 複合水和発熱モデル 1),2),12),13)は，エーライト（C3S），ビーライト（C2S），アルミネート

相（C3A），フェライト相（C4AF）のクリンカー鉱物と，高炉スラグ（SG）及びフライアッ

シュ（FA）を反応の基本単位とすることで，任意の紛体組成に対して水和反応過程を追跡

可能としている．単位体積あたりのコンクリートの全発熱速度は次式で与えられる． 

  ii HpH        (2.2.1) 

 ここで，H：セメント総体の発熱速度，Hi：鉱物 i の単位質量あたりの発熱速度，pi：鉱

物 i の組成質量比である．各鉱物の発熱速度の温度依存性は，アーレニウス則に従うと仮定

し，温度一定条件下での発熱速度である基準発熱速度 Hi,T0 と，反応の温度依存性を表す温

度活性-Ei/R の二つの材料特性値によって次式により表現される． 

  
 



















0

,

11
0 TTR

QE
QHsH ii

iTiiiiiii     (2.2.2) 

  dtHQ ii        (2.2.3) 

 ここで，Ei：鉱物 i の活性化エネルギー，R：気体定数， Hi,T0：基準温度 T0における鉱物

i の基準発熱速度，Qi：積算発熱量，γi：初期水和発熱過程におけるフライアッシュ及び有

機混和剤による遅延効果を表す係数，βi：自由水の減尐による発熱速度の低減を表す係数，

λi：液相中の水酸化カルシウム量に依存した高炉スラグ及びフライアッシュの発熱速度を表

す係数，μi：ポルトランドセメントの鉱物組成の相違による C3S 及び C2S の発熱速度の変化

を表す係数，si：粉末度の相違による基準発熱速度を表す係数である．ただし，反応の相互

依存性を表現する γi，βi，λi，μi，siの各係数について，複数の係数が 1.0 未満の値となる時

は，最も小さい係数により発熱速度の低減率が与えられる． 

 時刻 t における水和度 Ψ(t)は，セメントの発熱総量 Q(t)とセメント鉱物種と量に固有の最

終発熱量 Q∞の比として定義され，0～1 の無次元量である． 

      QtQt        (2.2.4) 
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2.3 空隙構造形成モデル 

 

2.3.1 セメント粒子の空間分布 

練り混ぜ直後のセメント粒子等は，Van der Waals 力と静電反発力の作用によって凝集・

分散する．水和の進行に伴い，結合材粒子表面が溶解しながら空隙空間に水和生成物が析

出し，大小様々な形状や連結構造を持った空隙が形成されていく． 

一般に使用される結合材粒子は幅広い粒子径分布を有し，練混ぜ直後における粒子の分

布構造を厳密に表現することは困難である．空隙構造形成モデル 1),2),14)では，練り混ぜ直後

における初期の結合材粒子の空間分布について，セメントペーストが平均代表半径 r0 を有

する結合材粒子から構成されると仮定し，結合材粒子間の平均間隔 s を次式で表している． 

    112
3/1

000   pGrs      (2.3.1) 

   1.0

0 350/79.0 BFG     (G0≦0.91)   (2.3.2) 

 ここで，s：結合材粒子の平均間隔，r0：結合材粒子の平均代表半径，ρp：結合材粒子の比

重，ω0：水紛体比[kg/kg]，BF：粉体のブレーン値である． 

結合材粒子の中心間平均間隔を l とした時，結合材粒子は外部に向かって自由に析出可能

な体積 l
3 の空間を有すると仮定している．解析における取り扱いを容易にするため，立方

体で表される析出可能空間は，半径 reqの球体に置換される（図 2.3.1）． 

 llreq 







 



3/1

4

3
      (2.3.3) 

 ここで，外部へ析出可能な厚さを δmaxとすれば，req=r0+δmaxとなる． 

 

 

図 2.3.1 結合材粒子の初期空間配置 1),2),14) 
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2.3.2 水和生成物の体積および空隙率 

（１）水和生成物の体積 

 空隙構造形成モデル 1),2),14)では，水和反応の進行に伴って形成される空隙を，毛細管空隙，

ゲル空隙，層間空隙に分類している．毛細管空隙は，セメント粒子外部に生成された C-S-H

ゲル粒子や水酸化カルシウム結晶で占められていない空間である．ゲル空隙は C-S-H ゲル

内部に形成された空隙であり，層間空隙は C-S-H ゲルの層と層の間に水分子 1 つ分の空間

をもつものとして仮定されている（図 2.3.2）． 

 

図 2.3.2 空隙構造の分類 

 

本モデルでは，水和度と単位水和粉体重量あたりの化学的結合水の量を用いて，次式に

より水和生成物(ゲル粒子)の体積 Vs[m
3
/m

3
]が計算される． 

 




















upch

p

s

W
V







 1

1
      (2.3.4) 

 ここで，Ψ：平均水和度，Wp：単位セメントペースト体積あたりの粉体質量[kg/m
3
]，ch：

水和物保有空隙率，ρp：粉体密度[kg/m
3
]，β：単位水和粉体重量あたりの化学的結合水の量

[kg/kg]，ρu：結合水の密度(=1.25×103[kg/m
3
])である． 

 

（２）空隙率 

式(2.3.4)で求められるゲル粒子の体積より，毛細管空隙率，ゲル空隙率，層間空隙率が

次式で計算される． 

 ))(1(1 ppscp WV        (2.3.5) 

 lrschgl V          (2.3.6) 

 
s

slw
lr V

st

2


         (2.3.7) 

 ここで，cp：毛細管空隙率，gl：ゲル空隙率，lr：層間空隙率，tw：層間空隙の厚さ(=2.8

Å)，sl：層間空隙の固有表面積[m
2
/kg]，ρs：ゲル粒子の乾燥密度[kg/m

3
]である．ゲル粒子の
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保有空隙率chは，30℃以下で 0.28，30℃から 60℃までは線形に低下し，60℃以上で 0.20

をとるパラメータとして温度依存性が考慮されている 15)．層間空隙の固有表面積 sl とゲル

粒子の乾燥密度 ρsはそれぞれ次の様に表される． 

 fasgpcl fffs 32001500510       (2.3.8) 

 
  

 uw

chup

s










11
      (2.3.9) 

 ここで，fpc，fsg，ffa はそれぞれ，ポルトランドセメント，高炉スラグ微粉末，フライアッ

シュの粉体全体中における質量比である． 

水和生成物の空隙率は，内部生成物の空隙率ch から外部生成物の最外殻部の空隙率u ま

で分布すると仮定している．隣接する粒子の外部生成物が相互に接触する前はu=1.0 をと

り，接触後はuが減尐することで，粒子間の相互作用を考慮している（図 2.3.3）． 

 

図 2.3.3 水和の進行に伴う空隙構造形成 1),2),14),15) 

 

2.3.3 細孔分布密度関数と空隙の表面積 

（１）細孔分布密度関数 

 空隙構造形成モデル 1),2),14)では，水和反応の進行で形成される全体の空隙構造を細孔分布

密度関数 16)を用いて毛細管空隙率，ゲル空隙率，層間空隙率の和として表現している． 

       lrglglcpcp rVrVr        (2.3.10) 

 ここで，r：空隙半径，Vcp(r)：毛細管空隙に対して細孔径分布規定する関数，Vgl(r)：ゲル

空隙に対して細孔径分布を規定する関数である．Vcp(r)，Vgl(r)は Raleigh-Ritz 分布関数を仮

定し，それぞれの空隙 i に対して以下の様に定義されている． 
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    rdrBrBrdV

rBrV

iii

ii

lnexp

exp1




     (2.3.11) 

 ここで，Bi：関数形状を決定するパラメータ[1/m]であり，対数軸において 1/Bi が細孔径

分布の空隙ピーク径を表す．パラメータ Bi は，毛細管空隙およびゲル空隙のそれぞれの表

面積 Siより，次式に従って算出できる． 

  


 
lim

lnexp22 1

r
iiiii rdrBBdVrS      (2.3.12) 

 ここで，rmin：考慮する最小空隙半径である．パラメータ Biの解析解を求めるのは困難で

あるため，Biと Si/iの関係を陽な形で表して用いている． 

  





















 



77655.1

59715.4

72633.3/log
exp ii

i

S
B

      (2.3.13) 

 

（２）毛細管及びゲル空隙の表面積 

 単位体積あたりの毛細管空隙の表面積 Sc は，粒子中心からの距離を r とした微小距離領

域 dr における毛細管空隙の表面積 dScを水和生成殻の厚さで積分することで求められる． 

 dr
r

dV
dV

dS
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r
g
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c
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1

14 2

    (2.3.14) 

 ここで，r：粒子中心位置からの距離 r における空隙率，dVg：粒子中心位置から距離 r

の領域における水和生成物の体積，δ：水和物の体積と表面積の比[nm
3
/nm

2
]であり，温度に

依存した水和物析出限界半径 hydRmin[nm]を用いて，次の様に補正される． 

 fasgpc fff 0.15.1301   

  









min)(

min)(

min2 1

11

hydR

hydR

hydR 


 　　　　     (2.3.15) 

 ここで，fpc，fsg，ffa はそれぞれ，ポルトランドセメント，高炉スラグ微粉末，フライアッ

シュの粉体全体中における質量比である．水和物の寸法が変化した場合には，当然にゲル

粒子の固有比表面積も変化する．ゲル空隙の表面積 Sg は，相似性を仮定することで温度依

存性を次式の様に表現している． 

 


 1
gsg sWS         (2.3.16) 

 ここで，Sg：単位セメントペースト体積あたりのゲル空隙の表面積[m
2
/m

3
]，Ws：ゲル水

和生成物の質量[kg/m
3
]，sg：ゲル粒子の固有比表面積(=3.0×10

4
[m

2
/kg])である． 
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2.4 水分保持・移動モデル 

 

2.4.1 水分保持モデル 

（１）毛管現象と凝縮水 

 固体中の微細空隙では，飽和蒸気圧より小さい蒸気圧下で気体が液体へ毛管凝縮し，気

液界面が形成される．微細空隙を細孔半径 r の円筒形と仮定すれば，蒸気圧 Pv との関係を

Kelvin 式から以下の様に表すことができる． 

 
rRT

V

P

P m

v

v 1cos2
ln

0


       (2.4.1) 

 ここで，Pv：蒸気圧[Pa]，Pv0：飽和蒸気圧[Pa]，γ：表面張力[N/m]，Vm：液体のモル容積

[m
3
/mol]，ζ：液体と固体の接触角[rad]，R：気体定数[J/mol/K]，T：絶対温度[K]，r：仮定し

た円筒形の細孔半径[m]である．これは，蒸気圧 Pvによって液体が存在する最大細孔半径が

一意に定まることを意味している． 

 水分保持モデル 1),2),14),17),18)では，セメント硬化体は親水性で接触角が小さいとして，cosζ=1

を仮定している．また，セメントペースト中の局所的な空隙の相対湿度 h(=Pv /Pv0)において，

液状水の存在する最大空隙半径 rs が一意に定まる時，半径 rs 以下の空隙は全て液状水で満

たされるとしている．この時，空隙 i の凝縮水による飽和度 Siは，半径 rs以下の空隙体積の

総和として次式の様に求められる． 

 
h

M

RT
r

l

w
s

ln

12




       (2.4.2) 

   
sr

sii rBdVS
0

exp1      (2.4.3) 

 ここで，rs：液状水が存在する最大空隙半径[m]，h：相対湿度，γ：表面張力[N/m]，Mw：

水の分子量[kg/mol]，R：気体定数(=8.314[J/mol/K])，T：絶対温度[K]，ρl：液状水の密度[kg/ 

m
3
]，Bi：細孔容積分布関数の形状を決定するパラメータである． 

 

（２）吸着等温線と吸着水 

 ある相対湿度で毛管凝縮が生じない空隙半径の空隙においても，壁面への吸着水として

液状水が存在すると考えられる．一般に，2 相が接している界面において，Van der Waals

力等に基づく成分濃度の変化は物理吸着，化学結合力に基づくものは化学吸着として分類

される 19)．しかし，現実の系において吸着力は連続的に変化・混在しており，両者を明確

に分離・定量化することは困難である．物理吸着と化学吸着を区別しない一般の多分子層

の吸着等温線としては，Burunauer，Emmett，Teller らによって次式（BET 式）20)が導かれ

ている． 
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    (2.4.4) 

 ここで，V：吸着量，Vm：単分子層吸着量，Pv：蒸気圧[Pa]，Pv0：飽和蒸気圧[Pa]，C：係

数である．水分保持モデルでは，Hillerborg による修正 BET 式 1),21)より空隙壁面の吸着層

厚さを表現している． 

 
  hkhhhh

hVk
t

mm

m
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1

1

/1/1 
      (2.4.5) 

 ここで，ta：吸着層厚さ[m]，Vm：単分子層の厚さ(=0.35nm)，h：相対湿度，hm：空隙を液

状水で完全に満たすのに必要な相対湿度，k1：係数(=15)である．hm は，細孔半径を r1 とし

た円筒形を仮定することで，次式の様に求めることができる． 
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      (2.4.6) 

 ここで，r1：空隙半径から吸着層厚さ ta [m]を差し引いた距離[m]である．以上より，半径

r の円筒形と仮定した空隙の吸着水による飽和度 Srは次式で表される． 

 

2

1 






 


r

tr
S a

r       (2.4.7) 

 

図 2.4.1 BET理論と空隙内における液状水の吸着 

 

 吸着水の寄与による飽和度 Sads は，式(2.4.7)を与えられた空隙径分布に関して積分する

ことで求められる．従って，空隙全体の飽和度 S は，凝縮水による飽和度 Sc と吸着水の寄

与による飽和度 Sadsの和となる． 

 



c

c

r
adscr

r

SSdVSdVS
0

     (2.4.8) 

 ここで，rc：吸着水層厚さで補正した気液界面の存在する空隙半径[m]である．rc は式

(2.4.2)で求まる rs よりも大きい値をとり，rc 以下の径の空隙は完全飽和状態である．rc 以

上の空隙は，完全または部分的に液状水で満たされていることになる． 

 sc rCr         (2.4.9) 

 ここで，C：吸着水層厚さを考慮する定数であり，rs 値と rcの解析的予測の比較結果の蓄

積より C=2.15 が採用されている． 
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（３）乾湿による履歴挙動 

 凝縮水を表現する Kelvin 式と吸着水を表現する修正 BET 理論に拠れば，コンクリート

の乾燥過程と湿潤過程の経路に関わらず，飽和度と相対湿度の関係を表す水分等温線は一

意に定まるはずである．しかし，コンクリートを含めて多くの多孔質材料においては，乾

湿の経路によって保持する含水量が変化する履歴現象が知られている． 

 本モデルでは，毛細管空隙とゲル空隙の幾何学的構造に起因して液状水が閉じ込められ

るインクボトル効果によって，履歴挙動を表現している 22)（図 2.4.2）． 

    adsccinkadsctotal SSkSSkSSS  ln1  （乾燥過程） (2.4.10) 

 
adsctotal SSS       （湿潤過程） (2.4.11) 

 ここで，Stotal：空隙の飽和度，Sc：Kelvin 式より求められる湿潤過程における飽和度，Sink：

インクボトル効果によって閉じ込められた水分に起因する付加的な飽和度，k：インクボト

ル水逸散を表現するパラメータである．パラメータ k は乾燥直後に 1.0 をとり，乾燥の進展

とともに 0.0 の値に収束するもので，時間と相対湿度の関数として定義されている． 

 

 

図 2.4.2 乾湿による毛細管空隙とゲル空隙の水分挙動 

 

層間水の履歴挙動についても，実験結果に基づき温度依存性を考慮したモデルが定式化

されている 23)（図 2.4.3）． 

 

図 2.4.3 乾湿による層間空隙の水分挙動 
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2.4.2 水分移動モデル 

（１）水分移動の駆動力 

水分移動モデル 1),2),14),17),18)では，任意の温度条件下における水蒸気と液状水の両者を含め

たコンクリート中の水分流束 J[kg/m
2
.s]について，間隙水圧勾配と温度勾配を駆動力として

以下の様に表現している． 

 )( TDPDJ Tlp        (2.4.12) 

 ここで，Dp：間隙水圧勾配を駆動力とする水分移動係数[kg/Pa.m.s]，DT：温度勾配を駆動

力とする水分移動係数[kg/K.m.s]，Pl：間隙水圧[Pa]，T：絶対温度[K]である．上式は，系内

の水蒸気密度勾配，間隙水圧勾配，絶対温度勾配のそれぞれによる流束の和から導かれる
24)． 
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   (2.4.13) 

ここで，Dv：コンクリートの水蒸気拡散係数[m
2
/s]，ρv：系内の水蒸気密度[kg/m

3
]，Kl：

コンクリートの液状水の移動係数[kg/Pa.m.s]，T：絶対温度[K]，KT：水分の温度拡散移動係

数[kg/K.m.s](=0 として無視)である． 

 

（２）水蒸気流れ 

 多孔質固体内における気体の拡散現象において，細孔径が大きい場合には分子同士の衝

突（分子拡散）が支配的となり，細孔径が小さい場合には細孔壁面への衝突（Knudsen 拡

散）が支配的となる．一般に，細孔径が分子の平均自由行程より 10 倍以上大きい場合は分

子拡散，細孔径が分子の平均自由行程の 0.1 倍以下の場合は Knudsen 拡散が支配的となる

が，その中間域では両者の影響が混在する 24)．また，細孔壁面の吸着現象も，液相と気相

の境界が明確でない濃度勾配として存在し 19)，細孔壁面の濃度勾配を駆動力として表面拡

散が生じる（図 2.4.4）． 

 

図 2.4.4 拡散現象の概念図 
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 水分移動モデルでは，空隙構造による複雑な屈曲度や Knudsen 拡散等により，見かけ上

の水蒸気拡散の減尐を考慮して水蒸気流束を以下の様に表している． 

 
vv
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k
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dVTD
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)(0     (2.4.14) 

 ここで，：空隙率，D0：自遊空間における水蒸気拡散係数[m
2
/sec]，Ω：空隙の屈曲を表

すパラメータ，ρv：飽和水蒸気密度[kg/m
3
]，Nk：Knudsen 数である． 

 Knudsen 数は，空隙径から液状水として考慮した吸着水厚さを引いたものを代表径とし

ている． 

 
)(2 a

m
k

tr

l
N


        (2.4.15) 

 ここで， r：空隙径，ta：吸着水厚さ，lm：水分子の平均自由行程[m]である．1 気圧で温

度 20℃，水分子の直径を 0.3nm と仮定した場合には，lm≒100nm となる． 

 

（３）液状水流れ 

 空隙中の液状水移動は，凝縮水の存在する空隙中のみで生じ，空隙壁面に沿って生じる

吸着水の移動は無視できると仮定している．乱雑な空隙分布モデルを用いた空隙構造に関

して液状水流束を積分することにより，連続した空隙中の液状水流束 ql を次式で求めるこ

とができる． 
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    (2.4.16) 

 ここで，：全空隙率（層間空隙は除く），ρl：液状水密度[kg/m
3
]，Kl：液状水移動係数

[kg/Pa.m.s]，ε：非理想条件下における液状水の粘性であり，次式で表現される． 

 









RT

Geexp0        (2.4.17) 

 ここで，ε0：理想条件下における液状水の粘性，Ge：非理想条件下において液状水流れに

要する付加的 Gibbs エネルギー，R：気体定数，T：絶対温度である． 
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2.5 コンクリートの微視的機構に着目した時間依存構成モデル 

 

2.5.1 仮想水和殻によるレオロジーモデル 

（１）仮想水和殻の生成 

 セメント硬化体の収縮やクリープといった時間依存変形は，水和の進行に伴って仮想水

和殻が増加する Solidification 理論 5),6)に基づいてモデル化されている 3)（図 2.5.1）．個々

の仮想水和殻は，バネ，ダッシュポット，スライダーの組合せで表現され，毛細管空隙は

粘弾性，ゲル空隙は粘塑性，層間空隙は塑性としての挙動を示す．セメント硬化体のひず

みは仮想水和殻の生成時期に関わらず共通であるが，新規生成殻の初期応力はゼロとなる．

これは，硬化前のセメントペーストが応力を負担できないためである． 

 

 

図 2.5.1 仮想水和殻の生成とレオロジーモデル 3) 

 

（２）弾性 

 仮想水和殻の弾性バネは，多孔質体であるセメント硬化体全体の弾性変形を代表するも

のである． 

 eely E          (2.5.1) 

 ここで，ζly：仮想水和殻に生じる応力[N/mm
2
]，Ee：弾性バネの剛性 [N/mm

2
]，εe：瞬間

弾性ひずみである．弾性バネの剛性 Ee は，生成された仮想水和殻の固体部分の剛性を代表

するものであり，セメント硬化体の体積剛性を基にして以下の式で与えられる． 

 
d

dK
E

cp

e         (2.5.2) 

 ここで，Kcp：セメントペーストの体積剛性[N/mm
2
]，Ψ：水和度である． 

 

（３）粘弾性 

 毛細管空隙を対象とした粘弾性モデルは，応力によって生じる時間依存の可逆変形を代

表するものである．毛細管空隙は，変形の可逆性を表現するバネと，空隙をゆっくり移動
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する水を表現したダッシュポットの並列構造を仮定している． 

 
dt

d
CEE c

ccccly


        (2.5.3) 

 ここで，Ec：粘弾性部分の体積剛性[kgf/cm
2
]，εc：粘弾性ひずみ，Cc：ダッシュポットの

粘性係数[1/day]である．粘弾性部分の体積剛性は，時間遅れ変形の収束値を規定することと

等価であり，次式の様に表される． 

 

 

)1(5.0

0.3

2

capec

ec

capeecc

Sf

a

SfEaE







      (2.5.4) 

 ここで，aec：定数，Scap：時刻 t における毛細管空隙の飽和度である．定数 aecは瞬間弾性

変形と遅れ可逆変形の差を考慮したものであり，fec は空隙中の水分が負担する応力によっ

て見かけ上弾性係数に違いが生じることを考慮したものである． 

 粘性を表現する係数 Cc は，毛細管空隙の飽和度，温度で変化する水の粘性，空隙構造の

緻密さに依存するとして以下の様に表現されている． 
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   (2.5.5) 

 ここで，acc：定数[1/day]，ε：無次元化した微細空隙構造中の液状水の粘性，εi：非理想

条件下の液状水の粘性[Pa  s]，Ge：非理想条件下において液状水流れに要する付加的 Gibbs

エネルギー[J/mol]，R：気体定数[J/mol/K]，T：絶対温度[K] ，εi
295K：温度 T=295[K]に対す

る非理想条件下における液状水の粘性[Pa  s]，Bcap：時刻 t における毛細管空隙構造の形状

を決定するパラメータ[1/m]で，1/Bcapが毛細管空隙の代表半径に相当する． 

 

（４）粘塑性 

 ゲル空隙を対象とした粘塑性モデルは，応力によって生じる非可逆変形を代表するもの

である．ゲル空隙は毛細管空隙よりも小さく，ゲル空隙内の水分が一度浸出してしまうと

元に戻ることができず，変形が回復できないと考えられる．ゲル空隙は，非可逆変形を表

現するスライダーと，空隙をゆっくり移動する水を表現するダッシュポットの並列構造を

仮定している．また，図 2.5.1に示した様に，ゲル空隙の大きさの違いを考慮している． 
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　　　    (2.5.6) 

 ここで，εg：粘塑性ひずみ，εg,lim：粘塑性ひずみの収束値，εg,eq：等価塑性ひずみ，Cg：

ダッシュポットの粘性に関する係数[1/day]，W：塑性仕事である．ゲル空隙の大きさの違い

に関わらず同一の式(2.5.6)が用いられるが，個々のパラメータは異なった値が適用されて

いる 25)． 

 

（５）塑性 

 層間空隙は，毛細管空隙やゲル空隙と比較して非常に小さい空隙である．従って，層間

空隙を対象とした塑性モデルでは，応力による変形は生じず，簡略的に熱力学的状態のみ

に依存して塑性変形が生じると仮定されている． 

 
dt

dS
E

dt

d
l

l int
int


       (2.5.7) 

 ここで，εl：塑性ひずみ，int：層間空隙率，Sint：層間空隙の飽和度，El：単位空隙あたり

の塑性ひずみで 1.22×10
5
μである． 

 

2.5.2 骨材およびセメント硬化体の弾性係数 

 セメント硬化体の体積剛性 Kcp とせん断剛性 Gcp，骨材の体積剛性 Kag とせん断剛性 Gag

は，一般の弾性理論と同様に次式で表される． 

 
 213 


E

K        (2.5.8) 

 
 


12

E
G        (2.5.9) 

 ここで，K：体積剛性，G：せん断剛性，E：弾性係数，ν：ポアソン比である．セメント

硬化体の弾性係数 Ecpは，セメント硬化体の圧縮強度から，骨材の弾性係数 Eagは骨材の密

度から次式の様に求めている 25)． 

 
785.0

716 cpcp fE        (2.5.10) 

   4108.575.23  agagE       (2.5.11) 

 ここで，fcp：セメント硬化体の圧縮強度[MPa]，γag：骨材の密度である． 
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2.5.3 骨材およびセメント硬化体のポアソン比 

 骨材のポアソン比 νagは 0.2 の一定と仮定している．セメント硬化体のポアソン比は，分

散する骨材の影響を考慮した有効ポアソン比 νcpとして次式で表現している． 

 

  

   
  agagcpcpp

pp

purecppcp

VEEVx

xxy

xy







02.0198.0

1

8.1

,

     (2.5.12) 

 ここで，νcp,pure：セメント硬化体単体のポアソン比（0.25 と仮定），xp：セメント硬化体に

換算されたコンクリートの固有体積と定義されている．ただし，xpが 1 を超える時は y=0.02

とする． 

 

2.5.4 収縮駆動力 

（１）収縮駆動力 

 収縮を引き起こす内在駆動力として，セメント硬化体内の 10nm より大きい空隙内部に

存在する水分は毛細管張力が，また 10nm より小さい空隙内水分では分離圧に起因する駆

動力が卓越すると仮定されている．そこで式(2.5.13)のように，収縮駆動力による応力 us

を毛細管張力の式(2.5.14)と，分離圧に起因する駆動力の式(2.5.15)の和として表現して

いる 26)． 

sdscs uuu         (2.5.13) 

 
lLglLcpsc PVVAu  __
     (2.5.14) 

tsd FFu  0        (2.5.15) 

ここで，usc：毛細管張力による収縮駆動力，usd：分離圧に起因する収縮駆動力，Vcp_L：

半径10nm以上の毛細管空隙に存在する水分量[m3/m3]，Vgl_L：半径10nm以上のゲル空隙に存

在する水分量(m3/m3)，Pl：間隙圧，F0：セメント硬化体の骨格から受ける引力，Ft：分離圧

による壁面への斥力，A：感度解析より定められた定数で8.0である．図2.5.2に毛細管張力

の概念と分離圧に起因する収縮駆動力の概念を示す． 

 

図 2.5.2 収縮駆動力の概念図 26) 
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（２）水和収縮 

 セメントと水の水和反応で生成される水和生成物の体積は，反応前のセメントと水の体

積の合計より小さく，この差が水和収縮として定義されている 27)．凝結前の段階において

は，セメントペーストの水和収縮が巨視的に観察される体積変化と直結する．一方，セメ

ント硬化体の骨格形成後の水和収縮による体積変化は，セメント硬化体内部に新たな空隙

の形成をもたらすと考えられている 28)． 

 本モデルでは，一部の水和収縮が空隙構造形成に寄与する一方，ある部分は巨視的な自

己収縮へも寄与すると仮定し，水和収縮による収縮ひずみを次式から直接与える形として

簡易に取り扱っている 26)． 

 )( mchch f          (2.5.16) 

 

chl

ch
ch

W




/1/1 
       (2.5.17) 

 )exp(045.0)(
b

mm af        (2.5.18) 

 ここで，εch：水和収縮に起因する自己収縮，νch：水和収縮，δm：空隙構造形成モデルか

ら算定されるセメント粒子の外部析出層の最大厚さ，Wch：単位コンクリート体積あたりの

結合水質量，ρl：液状水の密度，ρch：結合水の密度，a，b：感度解析より定められた定数で

あり，それぞれ 1.2×10
-4と 6.0 である．δmは，使用する結合材粒子の平均粒径およびブレー

ン値より求められ，2δmはセメントの平均間隔という物理的意味を持つ．水セメント比が小

さい場合，図 2.5.3 に示す様に 2δm が減尐して f(δm)が大きくなり，水和収縮に起因する自

己収縮の影響が現れるようになる． 

 

 

図 2.5.3 セメント粒子の分布の影響と水和収縮への寄与 26) 

 

（３）骨材収縮 

 骨材自体の体積変化は，コンクリートの収縮量に大きな影響を及ぼすことが知られてい

る 29),30)．乾燥に伴う骨材の収縮メカニズムは，セメント硬化体の収縮メカニズムと同様，
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毛細管張力や固体表面エネルギーの増大が推測されるが，骨材による収縮量のばらつきも

大きい． 

 本モデルでは，様々な骨材の実験結果 29),30)から，骨材飽和度と収縮量の関係として回帰

した式を用いて骨材に生じる体積ひずみ εag
shを求めている 4)． 

 










)95.0(

)95.0(

0.0

)95.0/0.1(max,

ag

agag

sh

agsh

ag S

SS
　　　


    (2.5.19) 

 ここで，ε
sh

ag,max：絶乾時の骨材収縮ひずみの最大値，Sag：骨材の飽和度である． 

 

図 2.5.4 骨材飽和度と骨材収縮量の関係 4) 

 

2.5.5 圧縮強度 

 コンクリートの圧縮強度の発現は，セメント硬化体中の空隙構造に大きく依存すること

が知られている 31),32)．本モデルでは，圧縮強度を次式の様に表現している 33)． 

 






































 






outhyd

c

D
kff

.
'exp1''     (2.5.20) 

 ここで，Ψ：強度比，f’∞：鉱物組成の割合による最終到達強度，k：水和生成物分布の偏

りを表す係数，Dhyd.out：初期空隙量と外部水和物量との体積比，ζ：粒子間隔を表す係数，α , 

β：定数である．水和の進展によりセメント外部に存在する自由空間が水和物により埋めら

れ，時間の経過と共に増加する圧縮強度が，モデル内で自動的に求められることとなる． 

 

2.5.6 引張強度 

 構造解析に用いるコンクリートの引張強度は，圧縮強度を用いて次式としている 34)． 

 
3/2'58.0 ct ff         (2.5.21) 

 ここで，f’c：コンクリートの圧縮強度[kgf/cm
2
]である． 
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2.6 巨視的挙動に着目した鉄筋コンクリートの構成則 

 

2.6.1 鉄筋コンクリートの構成則 

（１）コンクリート 

 2.5 節で述べた時間依存構成モデル 2),3)は，骨材やセメントペースト内部の微視的な熱力

学的機構から巨視的な変形特性を考慮するものであり，コンクリートの自己・乾燥収縮や

微細き裂や微視的損傷の無い時間依存応答に対応するものである．一方，鉄筋コンクリー

ト部材としての変形挙動は，大小様々なひび割れや鉄筋とコンクリート間の付着，ひび割

れ面でのせん断伝達機構等を考慮しなければならない 9)．分散ひび割れモデルを基にした 3

次元の RC 構成則は，2 次元の多方向非直交固定ひび割れモデル，1 次元の圧縮，引張，せ

ん断伝達モデルと階層的に構成されている 7),8)（図 2.1.3）． 

 基本となる 1 次元のコンクリートの圧縮，引張，せん断伝達の各構成則は，破壊パラメ

ータを導入することで，複数のひび割れを含む空間平均化されたコンクリートの複雑な挙

動を簡潔な形で表現している．これらは，載荷履歴やひび割れによる剛性低下，ひび割れ

面での骨材の摩耗，高応力時のクリープ破壊の進行等の挙動に対応したものであり，曲げ

破壊やせん断破壊といった部材レベルの静的・動的な構造挙動から高サイクル疲労の挙動

まで多数の検証が行われ，精度が確認されているものである 2),35),36),37)． 

 eCKE  0        (2.6.1) 

 eTKE  0        (2.6.2) 

 ),(  orX         (2.6.3) 

 ここで，ζ：コンクリートの応力，εe：コンクリートの弾性ひずみ，E0：初期の接線弾性

係数，KC：圧縮の破壊パラメータ，KT：引張の破壊パラメータ，η：せん断応力，ηor：接触

密度関数から求められるせん断応力，X：繰り返し載荷によるせん断応力低下を表す破壊パ

ラメータ，δ：ひび割れ面相互の相対ずれ，ω：ひび割れ幅である．コンクリートのひずみ

は，弾性ひずみと塑性ひずみの和として以下の様に表される． 

 pe          (2.6.4) 

 ここで，ε：コンクリートのひずみ，εe：コンクリートの弾性ひずみ，εp：コンクリートの

塑性ひずみである． 

 

（２）鉄筋 

 鉄筋の降伏は，ひび割れ位置で最初に生じる．従って，分散ひび割れモデルに基づいて

要素全体で平均化した際のコンクリート中の鉄筋の平均応力-平均ひずみ関係は，鉄筋単体
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の降伏点よりも降伏点が低下する 38)．本モデルでは，この様な分散ひび割れモデルの適用

を前提とした鉄筋の構成則が採用されており，降伏以降の繰り返し載荷によるバウシンガ

ー効果も含めて高精度なモデル化が行われている（図 2.6.1）39),40)． 

 

図 2.6.1 コンクリート中の鉄筋の平均応力-平均ひずみ関係  

 

2.6.2 圧縮コンクリートの構成則 

 式(2.6.1)で表される圧縮コンクリートの構成則は，高応力並びに圧縮軟化域における塑

性・損傷の進行を考慮したものである．破壊パラメータ KC は，高応力による微細なひび割

れの発生を意味し，図 2.6.2に示すバネの生存率(0～1)で表される．圧縮コンクリートの非

線形特性は，載荷履歴に応じて時々刻々と変化する塑性ひずみ εpと破壊パラメータ KCによ

って表現され，時間 t とその時の弾性ひずみ εe に関連付けられている 41)． 
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図 2.6.2 時間依存性を考慮した弾塑性破壊モデル 41) 
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2.6.3 引張コンクリートの構成則 

 式(2.6.2)で表される引張コンクリートの構成則は，複数のひび割れを含んだ要素全体の

平均応力と平均ひずみの関係としてひび割れ以後の繰り返し載荷で鉄筋とコンクリートの

付着が务化することを考慮したコンクリートの剛性低下を次式で表現している 42),43)． 

 eeT HdGdFdtdK    

 H で表される項は損傷の進行を意味し，岡村らによる引張軟化の式から導かれている． 
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H crt  (2.6.7) 

 ここで，α：補強材とコンクリートの付着に関する係数（通常の異形鉄筋の場合には 0.4），

εcr：ひび割れ発生ひずみ（2ft/E0），εmax：過去の履歴における最大ひずみ，ft：コンクリート

の引張強度，E0：初期の接線弾性係数である． 

 F で表される項は，時間依存性の巨視的な剛性低下を表すものであり，引張クリープ試験

から得られたものである． 
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S

0  

 G で表される項は，低応力高サイクル疲労による損傷の進行を表すものであり，引張疲労

実験結果を用いて次式が提案されている．高応力低サイクル疲労の影響は，前述の時間依

存性によって自然な形で計算に反映される． 
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max

,8





tp
m


 　　  

 ここで，ζtp，εtp：折り返し点の応力およびひずみである．式をひび割れ前の状態に対して

適用する時は，m=20 かつ ζtp/ζenv=1.0 となる． 
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図 2.6.3 コンクリートの引張側の応力ひずみ関係 42),43) 

 

2.6.4 ひび割れ面におけるせん断伝達機構の構成則 

 式(2.6.3)で表されるせん断伝達の構成則では，ひび割れ面の凹凸それぞれに作用する微

小応力の総和として式(2.6.10)の様にモデル化されている 8),9)．また，疲労によってひび割

れ面が平滑化し，ひび割れに沿った方向のせん断伝達力が低下する影響を式(2.6.11)とし

て考慮している 44)． 

 
2/

2/
sin),,('




 dR cor      (2.6.10) 

   1.0)/(1log
10

1
1 10   dX     (2.6.11) 

 ここで，ω：ひび割れ幅，δ：ひび割れ面相互のずれ，ζ：接触単位の角度である． 

 

 

図 2.6.4 コンクリートのせん断伝達モデル 8),9),44) 
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第３章 

細孔内水分状態と強連成した準微細ひび割れモデル 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 はじめに 

 

3.1.1 乾燥条件下におけるコンクリートの微細き裂・ひび割れ 

 乾燥収縮ひび割れは，巨視的なコンクリートとしての軟化域に達する前のセメント硬化

体内や骨材間に生じる微細ひび割れ（以後，微細き裂と称する）から，分散ひび割れモデ

ルが想定する巨視的なひび割れとの物理現象を区別しなければならないマルチスケールの

問題と考えられる 1)．第 1 章で述べた様に，乾燥を受けるコンクリートは，湿度勾配に伴う

内部拘束等によって，10cm 程度の供試体であっても均一な応力状態にはならない．従って，

コンクリート構造物の乾燥収縮ひび割れを精度良く予測するためには，断面内の湿度勾配

に伴う微細き裂の発生 2)と，それによる力学的挙動の変化，熱力学的挙動の変化を分散ひび

割れモデルの構成則と如何に統一的に扱うかが重要である．分散ひび割れモデルの材料構

成則は，10-1m 程度のコントロールボリュームを想定した巨視的なコンクリートを対象とし

たものであり，コントロールボリューム内の微視的現象を平均化・均質化できるとの仮定

に基づいている 3)． 

 均質材料を想定した理想的な連続体における応力・ひずみの規定される体積が無限小で

あるのに対し，コンクリートの応力，ひずみ，強度はコントロールボリュームによって異

なったものとなる 4)．例えば，10-3m（1mm）程度の要素寸法を用いてセメント硬化体と骨

材を個々にモデル化し，微細き裂，セメント硬化体の強度・弾性係数，骨材の影響も含め
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てコンクリートとしての挙動を表現する試みも行われている 5)．しかし，コントロールボリ

ュームを 1mm とした場合，実施工等を経たコンクリート中の骨材分散状況を把握すること

は不可能であり，実構造物規模の解析を行うことも計算負荷の観点からは現実的でない．

また，解析時の要素寸法依存性や破壊の局所化，微視的な不連続性の影響を巨視的な現象

と対応させる工夫も必要となる 6),7),8),9),10)．コンクリートと同様にき裂・ひび割れによる不

連続面を有する岩盤の分野では，微細な欠損の相互依存性を個別に評価した後に空間平均

化し，圧縮時の局所化領域を自然に考慮可能かつ詳細な微視的応答を反映した巨視的応答

を表現する方法が提案されている 11)．脆性材料を対象とした引張時においても，非均質性

や不連続面といった微視的な破壊挙動を均質化し，巨視的な破壊挙動に関連付ける試みが

行われている 12)． 

 

3.1.2 本章の位置づけ 

 マルチスケール統合解析システム（DuCOM-COM3）3),13),14),15)は，第 2 章で述べた様に

ナノからマイクロメートルのスケールを想定した水和反応，水分状態，収縮駆動力といっ

た熱力学的挙動と，それに基づく微細き裂やひび割れの無い条件における巨視的なコンク

リートの非線形時間依存応答といった力学的挙動が構築されており，実構造物スケールで

の精度も検証されている．また，10-1m のコントロールボリュームを対象とした巨視的応

答・損傷を精度良く追跡可能な構成則（分散ひび割れモデル）も既に実装されている． 

 これまで述べてきた様に，コンクリートの乾燥収縮ひび割れ挙動を精度良く予測するた

めには，乾燥に伴うコンクリートの断面内における応力や材料特性の非均一性や，不連続

面（微細き裂）といった軟化域に達する前の挙動を，分散ひび割れモデルがカバーする巨

視的な挙動といかに結びつけるかが重要である． 

 第 3 章における本研究の特色は，DuCOM-COM3 のフレームワークを基に，供試体より

も 1 オーダー小さい 10-2m（1cm）のコントロールボリュームに着目し，乾燥条件下におけ

るコンクリートの湿度勾配，微細き裂，強度発現などの影響を考慮し，分散ひび割れモデ

ルの構成則と統一的に扱う手法を構築することにある．そして，これまで材料特性として

扱われることの多かった供試体の引張強度について，10-1m（10cm）程度の供試体断面内

の様々な影響を考慮し，乾燥条件下のコンクリート供試体の引張強度を予測できるように

する． 
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3.2 既存モデルを用いた乾燥条件下における引張強度 

 

3.2.1 解析モデル  

 最初に，コンクリートの乾燥による引張強度への影響を検討するため，乾燥条件下にお

ける一軸引張試験について，既存モデルによる解析と上田らによる実験 16)（断面 10×10cm，

材齢 7 日以降，温度 20℃，相対湿度 60%環境で乾燥開始）の比較を行った．また，同時に

実施された乾燥収縮の実験についても，既存モデルによる解析と比較を行った． 

 解析は，図 3.2.1 に示すような 10×10×40cm の 1/8 の範囲を 3 次元にてモデル化し，

強制変位を軸引張方向に与えて最大荷重を断面積で除したものを引張強度とした．要素寸

法は，1×1×1cm の立方体としている．コンクリートの配合と環境条件は，実験と同一の

条件を与えた．乾燥開始後，8 日（1），10 日（3），14 日（7），21 日（14），35 日（28），

63 日（56）の各材齢で実験結果との比較を行った（カッコ内は乾燥期間）． 

 コンクリートの構成則は，図 3.2.2 に示す COM3 に実装される既往のモデル 3)を基本と

し，コンクリートとしてのひび割れ発生基準に第 2 章の式(2.5.21)の引張強度を用いた． 

 

   

図 3.2.1 解析メッシュ       図 3.2.2 コンクリートの構成則 

 

 既往の COM3 に実装されるコンクリートの構成則は，標準養生（湿潤養生）された 10cm

程度の供試体を用いた載荷実験から構築されたものであり，材料試験時の載荷に伴うコン

クリートとしての応力とひずみは，均一に作用していることが仮定されている．一方，乾

燥を受けるコンクリートは，第 1 章で述べた様に湿度勾配によって生じる内部拘束や，骨

材とセメント硬化体の収縮差による微細き裂の発生など，10cm 程度の供試体であっても均

一な応力状態にはならない．従って，既往の構成則を乾燥条件下のコンクリートにそのま

ま適用することは本来の適用範囲を逸脱するものであり，要素寸法も 10-1m のオーダーが

適切である． 

 既往の DuCOM では，供試体の各位置における水和反応や乾燥の進行に伴い，時々刻々

と微視的な熱力学的機構から収縮駆動力が算出され，それに抵抗するコンクリートの剛性

も同時に算出されて乾燥収縮やクリープの挙動が求められる．従って，乾燥条件下におけ

る供試体の熱力学的機構から求められる様々な値（温度，湿度，応力，強度・剛性の発現）

には断面内で勾配や分布が生じるため，要素寸法は湿度勾配等を表現できる程度の小ささ

が必要である．既往の研究では数ミリメートルから数センチメートルの要素寸法を用いて
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水分逸散，乾燥収縮，クリープといた各種挙動の解析・検証が行われてきた 17)．本来，骨

材とセメント硬化体を複合材料のコンクリートとして扱うためには，最大骨材寸法程度の

要素寸法が必要と考えられる．ただし，一般的なコンクリートにおいて，水分移動係数は

骨材量によらないことや，骨材量が変化しても細孔容積分布密度関数の形状が相似形を保

つために微細空隙の総和から求められる収縮駆動力が骨材量に応じて自動的に低減される

影響等により，コンクリートを骨材寸法未満のミリメートルからセンチメートルのコント

ロールボリュームとして平均的に扱ったとしても，実験結果を十分な精度で再現し得るこ

とが確認されている 18)．そこで本研究では，供試体断面内の水分勾配等を考慮するため，

既往の研究 18)で用いられた 1cm の要素寸法がそのまま乾燥収縮ひび割れの解析にも適用で

きると仮定した．すなわち，このコントロールボリュームにおいても，図 3.2.2 に示した

既往のコンクリートの構成則をそのまま適用できるとしたものを本研究の出発点とした． 

 

3.2.2 解析結果 

 図 3.2.3 に引張強度を，図 3.2.4 に弾性係数の実験と解析の比較を示す．上記仮定を用

いた既存モデルによる乾燥養生の解析の引張強度と弾性係数は，実験に対して半分程度と

大幅に小さい結果となっている．封緘養生とした引張強度と弾性係数の解析結果は，乾燥

養生とした場合の解析結果よりも大きくなっている． 

 

 

図 3.2.3 引張強度の比較       図 3.2.4 弾性係数の比較 

 

 図 3.2.5と図 3.2.6に，一軸引張試験の解析において，載荷前にひび割れの発生した（構

成則の軟化域に達した）要素の分布状況を示す．図中の赤色部分は，乾燥収縮の影響のみ

によってひび割れの発生した要素に相当する．乾燥開始後，ひび割れが表面から発生し，

材齢が進むにつれて内部へ深く進展していく傾向が見てとれる．しかし，実際の現象とし

て，図 3.2.5と図 3.2.6に示した本解析結果ほど，コンクリート内部へひび割れが進展し

ていくとは考えにくい。図 3.2.3および図 3.2.4で示した解析の引張強度と弾性係数の過

小評価も，水分逸散に伴う応力勾配によって発生する表面近傍のひび割れ発生を過大評価

したためと考えるのが自然である． 
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図 3.2.5 断面内のひび割れ発生状況 

 

 

図 3.2.6 10×10×40cm供試体のひび割れ発生状況（乾燥期間 56日） 

 

 図 3.2.7 に乾燥収縮ひずみの実験と解析の比較を示す．図 3.2.2 に示した既存の構成則

をそのまま適用してひび割れの発生を考慮した解析は，乾燥収縮ひずみを過小評価する結

果となっている．これは，図 3.2.5と図 3.2.6に示した表面からの微細ひび割れの進展が，

供試体としての乾燥収縮ひずみも低減させているためである．一方，ひび割れの発生を許

容しない（コンクリートの引張軟化を許容しない）解析では，ひび割れの発生を許容した

解析よりも乾燥収縮ひずみが実験に近づく傾向を示している．すなわち，単純に図 3.2.2

の材料構成則を適用しただけでは，乾燥条件下における供試体の引張強度だけでなく，乾

燥収縮挙動も再現できないことがわかる．これは，いずれも図 3.2.5 と図 3.2.6 に示すよ

うな表面近傍におけるコンクリートとしての微細ひび割れ進展を過剰評価していることが

原因として考えられる． 

 

図 3.2.7 ひび割れ発生の有無による乾燥収縮ひずみの比較 
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3.3 湿度勾配による微細き裂発生を考慮した有効収縮駆動力 

 

3.3.1 微細き裂が巨視的なコンクリートの収縮挙動に与える影響 

（１）湿度勾配に伴う表面近傍の微細き裂 

 乾燥条件下のコンクリート表面には，水分逸散・収縮発生に伴う応力勾配によって，表

面近傍には大きな引張応力が発生し 19),20),21)，微細き裂やひび割れが生じることが実験にお

いても確認されている（図 3.3.1）2),22)． 

 

 

図 3.3.1 乾燥に伴う表面近傍の微細き裂発生状況 2) 

 

 また，SEM による観察からも，目視困難なレベルの微細き裂が表面近傍ほど多く発生し

ていることが確認されている（図 3.3.2）23)． 

 

 

図 3.3.2 SEMの反射電子像による微細き裂の観察例 23) 

 

 しかしながら，様々な大きさの微細き裂がセメント硬化体内に多数発生したとしても，

巨視的なコンクリートとしての破壊に至っているわけでは無いと考えられる．実際の現象

としても，乾燥条件下にあるコンクリート供試体の表面近傍に微細き裂やひび割れが観察

されることは多いが，それによって表面近傍が荷重負担能力を失う様なコンクリートとし

ての破壊に至っているとは言い難い． 
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（２）微細き裂発生による巨視的なコンクリートの収縮挙動 

 1mm程度のコントロールボリュームを想定したメゾスケールでモデル化した解析の場合，

セメント硬化体の微細き裂（ひび割れ）発生を許容するかどうかで全体の収縮挙動が変化

することが報告されている（図 3.3.3）5)．すなわち，微細き裂の発生によってセメント硬

化体の応力が解放され，巨視的なコンクリートとしての収縮量減尐が現れるのである． 

 

 

図 3.3.3 セメント硬化体中のき裂発生の有無による収縮差 5) 

 

（３）既存モデルの課題 

 先の 3.2.2 の解析結果において，供試体の引張強度が減尐した原因は，表面近傍におい

て巨視的なコンクリートとしてのひび割れ発生，すなわちコンクリートとして軟化領域に

入ったと判定したためである．既往の研究においても，乾燥に伴う内部拘束によって発生

する表面近傍の局所的な応力が，部材としての巨視的なコンクリートの引張強度を超える

ことが報告されている 19),20),21)．しかし，上記で述べた様に，ミクロスケールやメゾスケー

ルに着目した際の微細き裂発生と，分散ひび割れモデルのマクロなコンクリートとしての

軟化開始を同一視することは適切でないと考えられる．むしろ，メゾスケールにおけるセ

メント硬化体中の微細き裂発生は，コンクリートとしての巨視的な収縮に対し，微視的メ

カニズムに基づく収縮駆動力の寄与が減尐する様に作用すると考えられる． 

 既存モデルによる熱力学的状態諸量から求められたセメント硬化体中の収縮駆動力によ

る応力は，2.5 節で述べた時間依存構成モデルに関連付けられて巨視的なコンクリートとし

ての応力と変形挙動を算出するが，この様な微視的損傷の影響は考慮されていない．すな



第 3章 細孔内水分状態と強連成した準微細ひび割れモデル 

54 

 

わち，既存の時間依存構成モデルから求められる表面近傍の収縮駆動力は，セメント硬化

体中に多数の微細き裂が発生する様な条件下において，過剰に評価している可能性が考え

られる． 

 

3.3.2 微細き裂発生を考慮した有効収縮駆動力モデル 

 セメント硬化体を C-S-H や未水和セメントのミクロレベルでモデル化した解析 24),25)や，

コンクリートを骨材やセメント硬化体といったメゾスケールでモデル化した解析 5),26)等の

研究により，微視的な挙動の影響を詳細に調べる試みが行われている．一方，工学的応用

の観点では，構造物レベルの挙動を把握することが重要であり，ミクロやメゾスケールの

コントロールボリュームによる解析は，計算負荷の観点からも現実的ではない． 

 微細き裂や不連続面の微視的な破壊の影響を巨視的なコントロールボリュームで表現す

る試みは，これまでにも様々な方法が提案されてきた 27)．例えば，破壊領域を表現する材

料固有の長さの次元を有する特性長さ（寸法）を別途パラメータとして採用することで空

間平均化する手法 28)や，要素内部に破壊の局所化領域を埋め込む方法 29)，状態量や材料特

性と同時に周囲の状態（空間勾配等）も独立変数として取り込んだ勾配理論 30)，Cosserat

理論 31)等が提案されている． 

既存の DuCOM-COM3 では，骨材寸法の数倍程度を想定した 10-1m オーダーのコントロ

ールボリュームで空間的に平均化され，破壊エネルギーを一定とするように引張軟化が規

定された構成則が実装されている．本モデルは，2.6 節で述べた様に繰り返し載荷に伴う微

視的損傷の進行や疲労の影響も包含したものであり，部材レベルから実構造物レベルにお

ける構造挙動の検証が行われ，精度が確認されている．一方，乾燥条件下にあるコンクリ

ートは，複合材料を構成する個々の材料物性が変化しない条件における微視的損傷の挙動

だけでなく，構成材料自体が体積変化を生じながら応力の発生源となり，またそれ自体の

弾性係数や強度といった材料物性も時々刻々と変化を続ける．さらに，微細き裂やひび割

れの発生が水分の移動特性に変化を与え，水分状態の変化がさらに構成材料の体積変化と

材料物性に影響を及ぼす．この様なコンクリートの乾燥収縮ひび割れに関する複雑な挙動

について，いかに物理現象に基づいて簡潔なモデルを構築するかが重要となる． 

 そこで本研究では，コンクリートの乾燥収縮過程におけるこの様な微視的破壊の進行に

最も影響を及ぼす要因として水分の存在に着目した．すなわち，水分状態の変化が個々の

構成材料の体積変化と材料物性に影響を及ぼし，その結果としてセメント硬化体中の微細

き裂発生を通じてコンクリートとしての巨視的な挙動に影響をもたらすためである． 

 既存の DuCOM-COM3 では，コンクリート中の空隙構造や水分状態から自動的に収縮駆

動力や圧縮強度等の材料物性が算出される．DuCOM-COM3 でモデル化されている収縮駆

動力による応力は，毛細管張力および分離圧といったナノ～マイクロメートルスケールで

生じる機構に基づくものである．ここで湿度勾配に起因する急激な応力勾配によって表面

近傍に微細き裂が生じた場合，巨視的なコンクリートとしてのミリメートルあるいはセン
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チメートルといったコントロールボリュームに対して，微視的メカニズムに基づいた収縮

駆動力の寄与が減尐すると考えられる．そこで，微視的メカニズムに基づいた収縮駆動力

が巨視的なコントロールボリュームの収縮に寄与できる影響を有効収縮駆動力として式

(3.3.1)の様に表現する．そして，第 2 章にて述べた時間依存構成モデルの式(2.1.13)を式

(3.3.2)の様に修正する． 

  sns ufu _        (3.3.1) 

 nscpcp u _'         (3.3.2) 

 ここで，us_n：微視的メカニズムに基づいた収縮駆動力が巨視的なコントロールボリュー

ムに対して寄与する影響を考慮した有効収縮駆動力，ζcp：セメント硬化体の体積応力，ζ’cp：

セメント硬化体骨格部の体積応力である． 

 式(3.3.1)は，乾燥に伴う微細き裂が発生するほど有効収縮駆動力が減尐し，微細き裂が

発生しない条件では有効収縮駆動力と既存の収縮駆動力が一致する関数形を取る必要があ

る．そこで，微細き裂の発生状況を表現するパラメータを Q とし，関数を次式の様に表現

する（図 3.3.4）． 

     Quuf ss  exp1       (3.3.3) 

 

 

図 3.3.4 微細き裂の発生状況と有効収縮駆動力の関係 

 

 先にも述べた様に，コンクリートの乾燥に伴う表面近傍の微細き裂やひび割れは，急激

な湿度勾配によって発生すると考えられる．そこで，湿度勾配自体を有効収縮駆動力のパ

ラメータとして採用することを考え，空隙内の間隙水圧の関係を用いて湿度勾配を次式の

様に表す． 

 
dX

dP

RT

M
h

dX

dh l












      (3.3.4) 
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 ここで，h：相対湿度，Pl：間隙水圧[Pa]，ρ：液状水の密度[kg/m
3
]，M：液状水のモル分

子量[kg/mol]，R：気体定数[J/mol.K]，T：絶対温度[K]である．この湿度勾配を表すパラメー

タ[1/cm]の逆数をコンクリートの特性寸法と定義し，次式とする． 

 

1

5.0













dX

dh
Q        (3.3.5) 

 ここで，Q：湿度勾配によるコンクリートの特性寸法[cm]であり，50%の相対湿度変化が

生じる距離を意味し，dh/dX=0.5 で 1.0cm の基準値となる．封緘養生や十分に乾燥した場合，

特性寸法は大きくなり，乾燥初期で表面近傍の湿度勾配が大きい場合の特性寸法は小さく

なる（図 3.3.5）． 

 

 

図 3.3.5 湿度勾配と特性寸法の関係 

 

 湿度勾配から求めた特性寸法 Q を有効収縮駆動力のパラメータとすることにより，図

3.3.4は図 3.3.6の様に表現される． 

 

 

図 3.3.6 湿度勾配（特性寸法）と有効収縮駆動力の関係 

 

 一方，セメント硬化体中に生じる微細き裂の進展は，骨材によって影響を受けると考え
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られる．例えば，乾燥条件下における微細き裂の発生は，同一の骨材量であったとしても

骨材寸法が大きいほど増加する傾向が報告されている 5)．従って，2cm の最大骨材寸法のコ

ンクリートと，0.5cm のモルタルの均一性が異なる材料では，湿度勾配から定まる特性寸法

が同じであったとしても，微細き裂の発生状況は異なると考えられる．すなわち，骨材寸

法が大きくなるほど微細き裂が多く発生して有効収縮駆動力が減尐し，巨視的なコンクリ

ートとしての乾燥収縮ひび割れが発生しにくい（軟化域に達しにくい）ことになる．そこ

で，上記の特性寸法を最大骨材寸法で除して無次元化したものを有効収縮駆動力のパラメ

ータとして式(3.3.3)を式(3.3.6)の様に表現することとした． 

  




















max

0.1
exp1

G

Q
uuf ss      (3.3.6) 

 ここで，Gmax：最大骨材寸法[cm]であり，本研究では一般的なコンクリートの最大骨材寸

法 2cm を仮定する． 

 当然ながら湿度勾配をパラメータにするということは，微細ひび割れ発生前の乾湿に伴

う収縮駆動力低減（微細き裂発生）の影響は可逆性である．しかし，表面近傍の要素にひ

び割れ発生の判定が尐しでも生じれば，乾湿に伴う非可逆性の挙動が現れる．コンクリー

トとしてのひび割れが発生して軟化域に入る挙動と比較すれば，微細き裂による収縮駆動

力低減の非可逆性の影響は十分に小さいと考えられる． 

 一方，湿度勾配がほとんど生じない様な封緘養生や，極めて緩慢に乾燥させた条件，顕

著な湿度勾配が発生しないほど小さい供試体においては，表面近傍に微細き裂は発生しな

いため，有効収縮駆動力は既存の収縮駆動力モデルと一致することになる．すなわち，乾

燥に伴う表面近傍の微細き裂によって収縮駆動力が巨視的なコントロールボリュームへ寄

与する影響を考慮した有効収縮駆動力の式(3.3.6)は，湿度勾配で発生する微細き裂とコン

クリートとしての巨視的なひび割れで消費されるエネルギーをそれぞれ分離したものとし

て説明することができる． 

 

3.3.3 有効収縮駆動力を用いた再解析結果 

 以上の湿度勾配に伴う微細き裂発生の影響を考慮し，有効収縮駆動力を用いた再解析結

果を図 3.3.7 に示す．また，湿度勾配による特性寸法の感度を確認するため，先に述べた

式(3.3.6)の式中において 0.4Q，0.7Qとしたケースについても併せて比較を行った．図 3.3.7

に示す様に，引張強度と弾性係数の再解析結果は，湿度勾配による特性寸法が小さくなる

ほど（湿度勾配が大きくなり，表面近傍で微細き裂が多く発生して有効収縮駆動力が減尐

するほど）改善する傾向が見られる．特に，弾性係数は，提案モデルによる改善の効果が

大きく現れている． 
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図 3.3.7 引張強度(左)と弾性係数(右)の実験と再解析の比較 

 

 次に，乾燥収縮ひずみについて，コンクリートとしてひび割れ発生の「あり」と「なし」

を仮定したそれぞれの場合の再解析結果を図 3.3.8 に示す．ひび割れの発生を「なし」と

した解析は，大きな引張強度を設定することで，計算において軟化域に達しない様にした

ものである． 

ひび割れの発生を許容した乾燥収縮ひずみの解析結果では，0.7Q と 1.0Q のケースでは，

既存モデルとほぼ同じ挙動，0.4Q のケースでは引張強度や弾性係数とは逆に実験結果から

乖離する傾向が見られる．ひび割れの発生を許容しない解析の場合では，さらに明確に特

性寸法が小さくなるほど実験結果から乖離する傾向を示している．ひび割れの発生を許容

した解析において，既存モデルとの差が小さい原因は，有効収縮駆動力による応力の減尐

がひび割れ発生による軟化挙動と同様の影響を与えるためと考えられる． 

 

 

図 3.3.8 乾燥収縮ひずみの比較（左：ひび割れ発生あり，右：ひび割れ発生無し） 
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3.4 コンクリートの局所引張強度 

 

3.4.1 乾燥に伴うコンクリートの局所的な強度増加 

 前節の解析結果では，表面近傍に発生する微細き裂の影響を考慮し，湿度勾配をパラメ

ータとした有効収縮駆動力を考慮した．しかし，再解析において引張強度や弾性係数の改

善傾向は見られたものの，逆に乾燥収縮ひずみは実験から乖離する傾向を示した．すなわ

ち，乾燥収縮ひび割れを予測する上でさらに別の要因が存在していることを示唆している

ものと考えられる． 

 表面近傍でコンクリートの軟化判定の妥当性を検討する際には，コンクリートの引張強

度も課題の 1 つとして考えられる．すなわち，ひび割れ発生基準にコンクリートの部材と

しての巨視的な引張強度を用いたことにも課題が存在していると推測される．第 2 章で示

したように，既存の圧縮強度発現モデルの式(2.5.20)は，空隙量のみに依存する．コンク

リートの引張強度は，この圧縮強度から式(2.5.21)求で求められる．従って，供試体断面

内において圧縮強度発現状況に応じた引張強度の分布は考慮されるものの，乾燥による不

飽和状態の影響が直接的に考慮されていない．過去の研究から，巨視的に測定される引張

強度が，乾燥の影響を受けて変化することが知られている 32),33)．従って空隙内部の熱力学

状態，特にメゾスケールにおける水分状態と局所的な引張強度の関係について考察を深め，

モデルへの反映を試みることとした． 

 地盤工学等の分野では，水と土の 2 相の混合体を Biot の多孔質弾性論 34)に基づき，混合

体の応力 ζijを次式のように表している． 

 ijijij p  '        (3.4.1) 

 ここで，ζ’ij：多孔質弾性材料の応力テンソル，p：間隙水圧，δij：クロネッガーのデルタ，

α：Biot-Willis 係数であり，1.0 の定数とした単純化が地盤工学等でしばしば用いられてい

る 35),36)． 

 先にも述べた様に，DuCOM-COM3 のコンクリートの応力は，外力と収縮駆動力の区別

なく自動的に連成されている．すなわち，コンクリートの収縮や時間依存変形は，骨材と

セメント水和物などの骨格部と，硬化体内部の空隙から構成される多孔質体を仮定し，多

孔質弾性論 34)を援用している．そこで，コンクリートの局所引張強度に対しても，コンク

リート骨格部（骨材+セメント硬化体）と空隙に作用する収縮駆動力に分割して考える． 

 本解析システムでは骨材の接触は無いものと仮定し，偏差応力はペーストのみに依存す

る．ここで，コンクリートの応力テンソル ζijの最大主応力を ζ1とし，最大主応力方向にお

ける各応力を以下の様に表現する． 

 cpcpagag VV _11         (3.4.2) 
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 cpcpagag VV _11 ''         (3.4.3) 

 pscpcp u _1_1 '       (3.4.4) 

   pscpuV11max_1 1''        (3.4.5) 

 ここで，ζ’1：コンクリート骨格部の応力，ζ1_cp：セメント硬化体の応力，ζ’1_cp：セメン

ト硬化体骨格部の応力，ups：セメント硬化体内の空隙に生じる内圧，ζ’1_max：収縮駆動力に

よる内圧の作用で生じるコンクリート骨格部の応力分布の最大応力，α1：収縮駆動力の分布

によって生じる ζ’1と ζ’1_maxの比率であり 0.0～1.0 の範囲をとる係数である． 

 そして，コンクリート骨格部の最大応力 ζ’1_max が，骨格部の引張強度 fskeに達した際にコ

ンクリートとしてのひび割れが発生すると考えた． 

 skefmax_1'        (3.4.6) 

 すなわち，式(3.4.2)，(3.4.3)，(3.4.4)は，2.1 節で述べた既往の研究を基に最大主応

力方向におけるコンクリートおよびコンクリート骨格部としての応力を再定義したもので

あり，式(3.4.5)はそれらと収縮駆動力によって生じる応力分布の影響を結びつける関係を

表現したもの，式(3.4.6)はコンクリート骨格部のひび割れ発生基準である．式(3.4.5)中

の α1は，1.0 で収縮駆動力によって骨格部に応力分布が生じていないことを意味する． 

 ここで，式(3.4.6)となる時，最大主応力方向におけるコンクリートの応力 ζ1を ft_localと

呼んで式(3.4.2)～式(3.4.5)を変形すれば，次式の様に表現することができる． 

 pscpskelocalt uVff 1_        (3.4.7) 

 上式は，コンクリートとしての最大主応力に対応する局所引張強度である．また，換言

すれば，コンクリートの局所引張強度は，骨材とセメント硬化体から成るコンクリート骨

格部の強度と，収縮駆動力によるコンクリート骨格部へのプレストレス効果の和として説

明することができ，係数 α1 は収縮駆動力によるプレストレス効果の有効率と表現すること

もできる（図 3.4.1）． 

 

図 3.4.1 コンクリート中の微細空隙の内圧によるプレストレス効果 
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 乾燥に伴うコンクリートの強度増加は，実験的事実として現象が確認されている 32),33)．

この強度増加の原因としては，表面エネルギー増加による効果 37)や，毛細管張力によるプ

レストレス効果 38)が定性的には指摘されており，本研究では毛細管張力によるプレストレ

スの効果として上記の様に考えたものである． 

 

3.4.2 骨格部およびプレストレス効果のモデル化 

（１）コンクリート骨格部の引張強度 

 Wittmann や岡島は，Griffith の式を用いることで乾湿に伴うコンクリートの引張強度の

変化を表現している 1),33)．Griffith の式は，表面エネルギーの変化を式中で自然に考慮でき

るものであり 39)，これまでにもコンクリートの引張強度や破壊基準を Griffith の式から表

現する試みが行われている 40),41)．しかし，コンクリートは Griffith の式が想定するガラス

等の均質材料と異なり，非晶質かつ多孔質の材料である．また，Griffith の式を用いる場合，

初期のき裂幅を実験や何らかの仮定によって定めなければならず，既往のいずれの研究に

おいても初期き裂幅の根拠は明確になっていない． 

 本研究では，コンクリート骨格部の強度 fske は，湿潤養生で多くの検証が行われている既

往の引張強度と同じと考え，第一次近似として式(2.5.21)をそのまま用いることとした．

従って，湿潤養生時の式(3.4.7)の局所引張強度は収縮駆動力が生じないため，既往の引張

強度の式(2.5.21)と一致することになる． 

 

（２）プレストレスとして作用する収縮駆動力 

 セメント硬化体骨格部に応力分布を生じさせる空隙の内圧としては，式(2.1.13)と同様

に毛細管張力と分離圧に起因する収縮駆動力の両方をそのまま用いることとした． 

 sdscsps uuuu        (3.4.8) 

 本来，分離圧に起因する収縮駆動力の影響は，毛細管張力とスケールのオーダーが異な

るため，両者が同じようにコンクリート骨格部へのプレストレスとして作用する必然性は

無い．ゲル空隙の大きさを考慮すれば，プレストレスとしての寄与よりも，表面エネルギ

ーの増加によるコンクリート骨格部の強度増加として説明することの方が適切とも思われ

る．ただし，ここでは第一次近似として両者を区別せず，簡易に扱うこととした． 

 

（３）プレストレス効果の有効率 

 係数 α1 は，空隙の内圧によって生じるセメント硬化体骨格部の応力分布を考慮する係数

であり，0.0～1.0 の範囲をとる．空隙率が大きいほど空隙間の骨格部が狭くなり，応力分布

は薄肉的挙動へ近づくと考えられる（図 3.4.2）．一方，骨格に生じる微細き裂はプレスト

レス効果を消失させるように働き，骨材量が減尐するほど微細き裂は進展しやすくなると
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考えられる（図 3.4.3）．従って，空隙率が大きいほど α1は大きくなり，骨材量が減尐する

ほど α1 は小さくなると推測される．以上より，内圧によって生じる応力分布の影響を表現

する係数を以下の様に表す． 

    
cpag fVf  1       (3.4.9) 

 ここで，Vag：骨材容積率，cp：毛細管空隙率である。式(3.4.9)中のそれぞれの関数は，

感度解析から簡易に以下の様に定めた． 

   0.1 agag VVf       (3.4.10) 

  
cpcpf  5.1   （cp ≦0.10）     (3.4.11) 

 ここで，Vag：骨材体積率，cp：セメント硬化体の毛細管空隙率である． 

       

図 3.4.2 空隙間距離による応力分布    図 3.4.3 骨材量による微細き裂の進展 

 

 cpの上限を 0.10 と 0.15 とした場合の局所引張強度の増加を図 3.4.4～図 3.4.7に示す．

コンクリート骨格部の引張強度に対する乾燥で増加した引張強度の比で比較した場合，高

水セメント比の低湿度域においてcpの上限値が 0.10 の時に 2.8 倍程度，0.15 の時に 3.8 倍

程度までコンクリートの局所的な引張強度が増加することとなる．既往の実験では，湿潤

状態から絶乾状態になることで，セメント硬化体の圧縮強度が 2.2 倍程度まで増加すること

が報告されている 42)．コンクリートの局所的な引張強度が実際にどの程度まで増加するか

現時点で不明であるが，3 倍を超える引張強度の増加を裏付ける実験事実はこれまでのとこ

ろ見当たらない．そこで，ここではcpの上限値を 0.10 とすることとした． 

 本提案モデルでは，プレストレスとして作用する収縮駆動力について式(3.4.8)で仮定し

た様に，毛細管張力と分離圧に起因する収縮駆動力を区別せずに簡易に扱っている．本来，

低湿度域においては，毛細管張力の影響が減尐し，分離圧による収縮駆動力の影響が大き

くなる．先にも述べた様に，想定するスケールのオーダーが異なる 2 つの収縮駆動力につ

いて，両者が同じ様にプレストレスとしての効果を発揮する必然性は無い．従って，分離

圧による収縮駆動力の影響が大きくなる低湿度域の強度増加のメカニズムやモデルの精度
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向上については，今後の課題としたい． 

なお，低水セメント比かつ高湿度の場合において，材齢の進行と共に強度増加の影響が

減尐する傾向となるのは，骨格部の強度増加とコンクリートの自己乾燥が周囲からの水分

供給によって緩和されるためである． 

 

 

図 3.4.4  Ft_local/Fskeと材齢の関係（0.10） 

 

図 3.4.5  Ft_local/Fskeと材齢の関係（0.15） 

 

図 3.4.6  Ft_local/Fskeの最大値と相対湿度，水セメント比の関係（0.10） 

 

図 3.4.7  Ft_local/Fskeの最大値と相対湿度，水セメント比の関係（0.15） 
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3.4.3 局所引張強度増加の影響 

 3.3 節で提案した有効収縮駆動力（湿度勾配に伴う収縮駆動力の低減）と合わせて，本節

で提案した水分状態に応じた局所的な引張強度増加の影響を考慮した再解析結果を図

3.4.8に示す．また，比較のために 3.3節の提案モデル単独で解析したケースも併せて示す．

図 3.4.8 に示す様に，引張強度と弾性係数の再解析結果は，水分状態に応じた局所的な引

張強度増加の考慮によって改善する傾向が見られる． 

 

 

図 3.4.8 引張強度(左)と弾性係数(右)の実験と再解析の比較 

 

 次に，乾燥収縮ひずみの再解析結果を図 3.4.9 左に示す．表面近傍の微細ひび割れ発生

が抑制されたことによって，乾燥収縮ひずみは改善の傾向が見られるが，まだ実験との乖

離が大きいと思われる．そこで，乾燥収縮ひずみの実験と同時に計測された水分逸散量と

の比較を行った（図 3.4.9右）．図 3.4.9右に示す様に，解析による水分逸散量は実験より

も小さい傾向となっており，これが乾燥収縮ひずみを過尐評価している原因と推測される

（水分逸散量は，既存モデル，3.3 節提案モデル，3.4 節提案モデルで同じ値である）．そこ

で，次節に示す水分逸散量についても検討を行うこととした． 

 

 

図 3.4.9 乾燥収縮ひずみ(左)と水分逸散量(右)の実験と解析の比較  
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3.5 微細ひび割れからの水分逸散 

 

3.5.1 微細ひび割れ発生による水分流束の増加 

 一般的に，コンクリートにひび割れが生じた場合，水分流束が変化し，水分の逸散が増

加する 43),44)．従って，乾燥に伴う表面近傍の微細ひび割れ発生によっても，コンクリート

の水分移動特性が変化すると考えることは自然な流れと思われる．第 2 章で述べた様に，

既存モデルでは，微細ひび割れ発生の有無に関わらずコンクリートの水分流束を同一の次

式により表現している． 

  TDPDJ Tlp        (3.5.1) 

 ここで，Dp：間隙水圧勾配を駆動力とする水分移動係数，DT：温度勾配を駆動力とする

水分移動係数，Pl：間隙水圧，T：絶対温度，∇：微分演算子である． 

 本研究では，コンクリートとしての応力が局所引張強度に達し，有効ひずみが 300μを超

えた場合，有効ひずみに応じて水分流束を増加させることで，コンクリートに微細ひび割

れが発生したことによる水分逸散の影響を簡易的に表現することとした． 

  TDPDBJ Tlpii       (3.5.2) 

   0.11010/30012 36  iiB       (3.5.3) 

 ここで，εi：コンクリートの有効ひずみである． 

 

図 3.5.1 ひび割れ発生に伴う水分流束の増加 

 

3.5.2 微細ひび割れ発生による水分流束増加の影響 

（１）水分逸散量および乾燥収縮ひずみ 

 3.3 節と 3.4 節の提案モデルと同時にコンクリートとしての微細ひび割れ発生による水分

流束変化の影響を考慮した再解析結果を図 3.5.2に示す．また，式(3.5.3)中の係数（12.0）

の感度を調べるため，併せて 4.0，8.0 についても比較を行った．解析による水分逸散量は，

最終的な収束値はほぼ同じであるが，水分流束が変化しないと仮定していた既存モデルよ
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りも材齢初期の段階で改善する傾向が見られ，係数が大きくなるほど実験に近づく結果と

なっている．また，乾燥収縮ひずみの解析についても，係数が大きくなるほど実験に近づ

く傾向を示しており，ひび割れ発生を許容した既存モデルだけでなく，ひび割れ発生を許

容しないケースよりも改善する傾向が見られる． 

 

 

図 3.5.2 水分逸散量(左)と乾燥収縮ひずみ(右)の実験と解析の比較 

 

（２）引張強度 

 上田らの一軸引張試験 16)について，上記と同様に再解析した結果を図 3.5.3 に示す．微

細ひび割れ発生による水分流束の変化は，引張強度に及ぼす影響は小さいことがわかる．

また，弾性係数は水分流束の増加に伴って減尐する傾向となっているが，既存モデルと比

較すれば改善の傾向を示している． 

 

 

図 3.5.3 水分流束が変化する場合の引張強度(左)と弾性係数(右)の実験と解析の比較 

 

 これまで各節で述べてきた有効収縮駆動力（湿度勾配に伴う収縮駆動力の低減），水分状

態に応じた局所的な引張強度増加，微細ひび割れ発生による水分流束増加を考慮した解析

による供試体の微細ひび割れ発生状況を図 3.5.4 と図 3.5.5 に示す．既存モデルによる図

3.2.5，図 3.2.6と比較して，微細ひび割れ発生領域が変化している．これが，部材全体と

しての引張強度と弾性係数の解析結果に影響を及ぼしていると考えられる．すなわち，図
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3.5.3 に示した解析の挙動は，3.3 節と 3.4 節までの提案モデルの適用によって表面の微細

ひび割れが減尐して強度と弾性係数の解析結果が増加し，3.5 節の提案モデルの適用によっ

て表面の微細ひび割れが若干増加して強度と弾性係数の解析結果が減尐したと考えられる．

有効収縮駆動力の考慮，乾燥による局所引張強度の増加，表面近傍のひび割れ発生と水分

逸散量の増加といったそれぞれのプラスとマイナスの影響が複合することによって，部材

としての巨視的な引張強度や弾性係数の複雑な挙動が表れているのである． 

 

  

図 3.5.4 供試体のひび割れ発生状況（左：既存モデル，右：3.3節） 

 

  

図 3.5.5 供試体のひび割れ発生状況（左：3.4節，右:3.5 節） 

 

 本節までのまとめとして，既存モデルの乾燥養生と封緘養生，提案モデル（式(3.5.3)中

の係数は 12.0）の乾燥養生と封緘養生の違いについて比較した結果を図 3.5.6 に示す．封

緘養生の解析結果では，引張強度と弾性係数のどちらも既存モデルと提案モデルで差が生

じていないことがわかる．一方，乾燥養生の解析結果では，引張強度と弾性係数のいずれ

も既存モデルより大きくなっている．すなわち，これまでに述べてきた表面近傍に発生す

るひび割れの抑制や局所的な引張強度の増加によって，解析の精度が改善されたためと考

えられる． 
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図 3.5.6 引張強度（左）および弾性係数（右）の乾燥養生と封緘養生の違い 

 

 なお，解析結果は，封緘養生においても引張強度が実験値より小さい傾向が見られるが，

これは第 2 章で述べた式(2.5.20)による圧縮強度の解析精度の影響と考えられる．本提案

モデルの骨格部の引張強度は，圧縮強度の精度に依存する．図 3.5.7 に示す様に，解析は

実験の圧縮強度よりも低めの結果となっており，これが引張強度を低く算出している原因

として考えられる（圧縮強度の感度の影響については，付録 1 に記す）．なお，実験では，

64%という高い水セメント比にも関わらず圧縮強度が 30MPa を超える強度に達している．

この原因の詳細は不明であるが，セメントの品質がモデルの想定する平均的な品質のもの

よりも良好であったためと思われる． 

 

 

図 3.5.7 圧縮強度の比較 
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3.6 提案モデルの検証 

 

3.6.1 引張強度  

 上田らの実験 16)以外のケースとして，水セメント比 31%，42%，53%について，水中養

生を基本として材齢 1，7，28 日に乾燥を開始した望月らによる実験 45)と解析の比較を示す

（図 3.6.1～図 3.6.3）．既存モデルは，乾燥開始後に全て強度が低下している．提案モデ

ルによる解析結果では，乾燥後に強度が増加する傾向が出ており，比較的実験の傾向を表

現できていると考えられる． 

 

図 3.6.1 W/C 31%の引張強度の比較（左：既存モデル，右：提案モデル） 

 

図 3.6.2 W/C 42%の引張強度の比較（左：既存モデル，右：提案モデル） 

 

図 3.6.3 W/C 53%の引張強度の比較（左：既存モデル，右：提案モデル） 
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3.6.2 水分逸散量 

 これまで，DuCOM-COM3 を用いたモルタルやコンクリートの供試体の水分逸散量は，

様々な条件に対してその精度が検証されてきた 13),15)．そこで，表面近傍に微細ひび割れ発

生後の水分流束の変化の影響を確認するため，既存モデルによる水分逸散量との比較を行

った（図 3.6.4～図 3.6.5）．既存モデルによる解析では，微細き裂発生後も水分流束が変

化しないため，高水セメント比の初期材齢に乾燥を開始したケースにおいて若干実験結果

よりも小さい傾向を示している． 

 

 

図 3.6.4 W/C 31%の水分逸散量の比較（左：既存モデル，右：提案モデル） 

 

図 3.6.5 W/C 42%の水分逸散量の比較 （左：既存モデル，右：提案モデル） 

 

図 3.6.6 W/C 53%の水分逸散量の比較 （左：既存モデル，右：提案モデル） 

 



第 3章 細孔内水分状態と強連成した準微細ひび割れモデル 

71 

 

3.7 本章のまとめ 

 本章では，DuCOM-COM3 をフレームワークとして活用し，供試体としての引張強度，

乾燥収縮，水分逸散量について検討を行った． 

既存モデルをそのまま適用した場合，乾燥収縮ひび割れ発生とそれを含む供試体の挙動

を解析で再現できないことを示した． 

湿度勾配に伴う表面近傍の微細き裂の影響について，微視的メカニズムに基づいた収縮

駆動力が巨視的なコントロールボリュームに対する収縮へ寄与できなくなることを考慮し

た有効収縮駆動力モデルを提案した．さらに，乾燥に伴う局所的な引張強度の増加と，ひ

び割れの発生による水分流束の変化を同時に考慮することにより，供試体としての巨視的

な引張強度を良好に解析で再現できることが確認された． 
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第４章 

乾燥条件下における骨材とセメント硬化体の相互作用 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 はじめに 

 

4.1.1 骨材収縮とセメント硬化体の相互作用 

 複合材料であるコンクリートは骨材の影響を大きく受けるものの，それらが乾燥収縮ひ

び割れに対してどのような影響を及ぼすのかについて，定量的に評価するに至っていない．

第 3 章では，水分状態に応じたコンクリートの応力緩和や局所的な引張強度の増加，微細

ひび割れ発生に伴う水分流束の変化といった影響について考察を行い，DuCOM-COM3 の

フレームワークに改良を行ってきた．ただし，前章までは，骨材とセメント硬化体の相互

関係を無視できる条件に対象を絞り，主に供試体レベルの引張強度に着目して検証を行っ

てきたものである． 

 コンクリートが収縮する際，骨材とセメント硬化体の収縮差によって骨材周囲に微細き

裂が多数発生し，それによって巨視的な収縮挙動に影響を及ぼすことは既に述べた 1)（第 3

章 図 3.3.3）．また，骨材界面やセメント硬化体中に生じる微細き裂が，供試体の引張強度

や質量減尐率に影響を及ぼすことも報告されている 2)．北口らは，石灰岩や砂岩といった骨

材種の異なるコンクリートを用いて供試体断面の主ひずみ分布を計測している 3)．図 4.1.1

に示す様に，骨材収縮の小さい石灰岩を用いた場合，供試体内部まで微細き裂が発生して

いるのに対し，骨材収縮の大きい砂岩と川砂利は，表面近傍付近に微細き裂が発生してい

るものの，供試体内部への微細き裂の進展は尐ないことが報告されている．これは，骨材
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の収縮量が大きい場合，コンクリートとしての乾燥収縮量も増加し，内部と表面の収縮差

による内部拘束によって表面近傍に微細ひび割れが発生する．一方，骨材の収縮量が小さ

い場合には，コンクリートとしての収縮は小さくなるがセメント硬化体の収縮が骨材から

拘束される影響が大きくなるため，供試体内部にも微細き裂が発生することを示している

と考えられる．従って，コンクリートの乾燥収縮ひび割れに影響を及ぼす力学特性を評価

するためには，骨材とセメント硬化体の相互作用についても検討する必要があると考えら

れる． 

 

 

図 4.1.1 乾燥 44日後の最大主ひずみ分布（RH 60%）3) 

 

4.1.2 本章の位置づけ 

 第 3 章で提案したモデルでは，乾燥条件下において骨材が収縮する等，骨材とセメント

硬化体の相互作用による影響が大きく表れると考えられる状況については考慮されていな

い．近年，骨材事情の悪化等から収縮量の大きい低品質骨材を使わざるを得ない状況も生

じており，実務への適用性の観点からも骨材収縮の影響が無視できないケースについて検

討を進める必要があると考えられる． 

 第 4 章における本研究の特色は，第 3 章と同様に DuCOM-COM3 のフレームワークを基

に，供試体よりも 1 オーダー小さい 10-2m（1cm）のコントロールボリュームに着目し，乾

燥条件下におけるコンクリートの骨材収縮の影響を考慮して，分散ひび割れモデルの構成

則と統一的に扱う手法を構築することにある．すなわち，骨材とセメント硬化体の相互作

用がコンクリートの挙動に及ぼす影響に着目する．そして，10-1m（10cm）程度の寸法の

供試体について，断面内の各位置における骨材収縮の影響を考慮し，骨材収縮の影響を無

視できない乾燥条件下の引張強度を予測できるようにする． 
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4.2 第 3章提案モデルによる骨材収縮を考慮した解析 

 

4.2.1 解析概要 

 最初に，大野・魚本によって実施された実験 4),5)と，第 3 章の提案モデルを用いた解析の

比較を行う．本実験は，「圧縮強度」，「引張強度」，「乾燥収縮ひずみ」，「JIS 1151 拘束さ

れたコンクリートの乾燥収縮ひび割れ試験」が同時に行われたものである．強度および乾

燥収縮ひずみの解析メッシュは，第 3 章と同様に 10×10×40cm 供試体の 1/8 の範囲を 3

次元にてモデル化し，1×1×1cm の要素寸法とした（図 4.2.1左）．JIS の乾燥収縮ひび割

れ試験は，図 4.2.1右に示す様に，拘束鋼材を含めて 1/8 の範囲を 3 次元でモデル化し，試

験区間の要素寸法は 1×1×1cm の立方体とした．コンクリートの配合と環境条件は，実験

と同一の条件（温度 20℃，湿度 60%環境で材齢 7 日に乾燥開始）を与えた． 

   

図 4.2.1 解析メッシュ（左：10×10×40cm供試体，右：JIS 1151 乾燥収縮ひび割れ試験） 

 

 JIS 乾燥収縮ひび割れ試験の解析は，事前に図 4.2.2に示す 1/1 のフル 3 次元モデルと上

記 1/8 モデルで比較を行い，両者の差が小さいことを確認した．これは， 1/1 のフル 3 次

元モデル（要素数：約 12500）の計算時間短縮を目的としたためであるが，コンクリート

の微細ひび割れ進展や拘束鋼材とのバランスによる応力再分配の影響がモデル化の違いに

よって現れないかどうかを事前に確認したためである． 

 

図 4.2.2 1/1モデルと 1/8モデルのメッシュ，及び解析結果の比較（右：拘束鋼材ひずみ） 
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4.2.2 第 3章の提案モデルによる解析結果 

（１）圧縮強度 

 図 4.2.3に圧縮強度に関する大野らの実験 4),5)と解析の比較を示す．実験で実施された水

セメント比は，30%，45%，60%の 3 種類である．解析は，水セメント比 30%のケースに

おいて実験よりも若干高め，60%のケースにおいて低めの傾向と思われるが，おおよそ実験

の傾向を再現できていると考えられる． 

 

 

図 4.2.3 圧縮強度の実験と解析の比較 

 

（２）乾燥収縮ひずみ 

 第 2 章で述べた式(2.5.19)の絶乾時の最大骨材収縮量を 0μ と 650μ の 2 種類に変化させ

た 10×10×40cm 供試体の乾燥収縮ひずみの解析結果を図 4.2.4 に示す．最大骨材収縮量

を 0μとした解析は，水セメント比に関わらず実験結果よりも明らかに小さい傾向を示して

いる（図 4.2.4 左）．一方，最大骨材収縮量を 650μ とした解析では，水セメント比 60%の

ケースにおいて乾燥収縮ひずみが実験よりも大きくなっているが，30%と 45%のケースと

合わせて総合的に見れば，おおよそ実験の傾向を表現できていると考えられる（図 4.2.4

右）． 

 

 

図 4.2.4 10×10×40cm供試体の収縮ひずみ（左：0μ，右：650μ） 
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 図 4.2.4で示した解析の差は，ひび割れの発生領域（軟化域に達した要素）による影響

も考えられる．そこで，引張強度を十分に大きく設定することでコンクリートとして軟化

しない（ひび割れが発生しない）と仮定した解析を図 4.2.5に示す．図 4.2.5に示す様に，

たとえコンクリートにひび割れが発生しなかったとしても，骨材の収縮を考慮しなければ

10×10×40cm 供試体の乾燥収縮ひずみを適切に表現できないケースであることがわかる．

すなわち，本ケースは骨材収縮の影響を無視できないケースであると考えられる． 

 

図 4.2.5 軟化しない場合の 10×10×40cm供試体の収縮ひずみ（左：0μ，右：650μ） 

 

（３）引張強度 

 同様に，引張強度の実験と解析の比較を図 4.2.6 に示す．引張強度の解析は，第 3 章と

同様に強制変位を軸引張方向に与え，最大荷重を断面積で除したものを引張強度とした． 

 最大骨材収縮量を 0μとした引張強度の解析は，実験の傾向を比較的良く再現できている

と考えられる（図 4.2.6 左）．一方，最大骨材収縮量を 650μ とした引張強度の解析では，

いずれの水セメント比においても，明らかに実験よりも小さくなる傾向を示している（図

4.2.6 右）．先に述べた様に，乾燥収縮ひずみの解析では，骨材収縮を考慮しなければ実験

の傾向を再現できなかった．しかし，引張強度の解析では，骨材収縮を考慮することによ

って実験結果から乖離する傾向となり，骨材収縮が解析精度に及ぼす影響が乾燥収縮ひず

みと引張強度で逆になっている． 

 

図 4.2.6 引張強度の実験と解析の比較（左：0μ，右：650μ） 
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（４）JIS乾燥収縮ひび割れ試験 

 次に，同時に実施された JIS 1151 乾燥収縮ひび割れ試験について，拘束鋼材に導入され

たひずみの実験と解析の比較を図 4.2.7に示す．実験では，材齢 20 日付近でいずれの水セ

メント比においてもコンクリートに貫通ひび割れが発生し，拘束鋼材のひずみが解放され

ている．また，水セメント比 30%の実験では，貫通ひび割れ発生前において微細ひび割れ

発生の影響と思われる応力の再分配により，拘束鋼材のひずみが複雑な挙動を示している． 

 最大骨材収縮量を 0μとした解析の場合，拘束鋼材に導入されるひずみは，なだらかに増

加し続ける傾向となっている（図 4.2.7 左）．一方，最大骨材収縮量を 650μ とした解析で

は，貫通ひび割れの発生によって拘束鋼材のひずみが解放される傾向は表現できているも

のの，拘束鋼材のひずみは実験より小さい傾向となっている（図 4.2.7右）． 

 

 

図 4.2.7 JIS 1151 乾燥収縮ひび割れ試験における拘束鋼材のひずみ 

 

 図 4.2.8 と図 4.2.9 にそれぞれの解析結果のひずみコンター図を示す．骨材収縮を無視

した解析では，若干のひび割れ進展が見られるものの，水セメント比の違いに関わらず貫

通ひび割れの成長には至っていない（図 4.2.8）．一方，骨材収縮を考慮した解析では，微

細ひび割れの増加傾向と同時に，ひずみが集中化して貫通ひび割れへと進展している傾向

が見られる（図 4.2.9）．この様なひずみ分布の傾向が，拘束鋼材に導入されるひずみの「な

だらかに増加し続ける」「貫通ひび割れ発生によって解放される」といった挙動の違いとし

て現れたと考えられる．解析による JIS の乾燥収縮ひび割れ試験は，コンクリートの収縮

挙動と引張強度が同時に影響するため，先に述べた乾燥収縮ひずみと引張強度の両方が適

切でなければ，実験の傾向を表現できないと考えられる． 
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図 4.2.8 JIS乾燥収縮ひび割れ試験の解析によるひずみコンター図 

最大骨材収縮量 0μ，材齢 40日 

（左：W/C 35%，中：W/C 42%，右：W/C 50%） 

 

 

図 4.2.9  JIS乾燥収縮ひび割れ試験の解析によるひずみコンター図 

最大骨材収縮量 650μ，材齢 40日 

（左：W/C 35%，中：W/C 42%，右：W/C 50%） 
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4.3 骨材収縮の影響を考慮した準微細ひび割れモデル 

 

4.3.1 骨材収縮の影響に関する課題 

 前節で述べた様に，乾燥収縮ひずみの解析では，骨材収縮の影響（最大骨材収縮量 650μ）

を考慮する必要があった．一方，引張強度の解析では，骨材収縮の影響を無視（最大骨材

収縮量 0μ）した方が実験の傾向と一致する結果となった．第 3 章で提案したモデルでは，

乾燥収縮と引張強度に関して骨材収縮が解析精度に及ぼす影響が逆になっていることが確

認された．この原因として，第 3 章までに考慮したこと以外の現象がモデルに反映されて

いないためと考えるのが自然である． 

 そこで，乾燥に伴う断面内の応力の分布について，骨材収縮によってどのように変化す

るかを調べた結果を図 4.3.1 に示す．図 4.3.1 は，前節 4.2 の 10×10×40cm 供試体の解

析において，コンクリートは軟化しない（ひび割れが発生しない）と仮定した時，供試体

断面で各材齢において供試体の軸方向に発生する応力(ζx)の分布である．最大骨材収縮量を

0μ とした場合の表面近傍に発生する引張応力に対し，最大骨材収縮量が大きくなるほど，

表面近傍に発生する引張応力が増加する傾向が見てとれる．すなわち，骨材収縮がコンク

リートとしての収縮増大に寄与するため，コンクリート表面と内部の収縮差による内部拘

束が増大し，表面近傍で発生するひび割れを過剰に評価している可能性が考えられる． 

 

 

図 4.3.1 骨材収縮の違いによる断面内の応力分布 

（最大骨材収縮量の入力値 左：0μ，中：500μ，右：1000μ） 

 

4.3.2 巨視的なコンクリートの引張応力発生に対する骨材の寄与 

（１）骨材中の水分と骨材収縮量 

上記で述べた様に，骨材収縮を考慮した解析では，表面近傍に発生するひび割れを過剰

に評価している可能性がある．この解析結果の原因の一つとして，乾燥に伴う表面近傍の

湿度低下で骨材の収縮量が増加し，表面近傍のコンクリートとしての収縮量増加によって

内部拘束を増大させる影響が考えられる．すなわち，既存モデルの骨材中の湿度と骨材収

縮量の関係 6)において，骨材収縮量を大きく見積もっている可能性である．しかし，既存モ

デルは，骨材単体としての湿度と収縮量の関係から定められたものであり，様々な収縮性

状の骨材を用いたコンクリートとしての乾燥収縮についても適用性が検証されている 6)．従
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って，既存モデルの骨材中の湿度と骨材収縮量の関係以外に原因が存在していると考えら

れる． 

 

（２）骨材周囲に発生する微細き裂の影響 

 一般に骨材周囲には遷移帯やブリージングによって弱点部が形成される．図 4.3.2 の様

にコンクリートとしての引張応力条件下において骨材が収縮する場合，セメント硬化体と

骨材の剥離等を促進することが予想され，実験においてもセメント硬化体中や骨材とセメ

ント硬化体界面に剥離や微細き裂の発生が観察されている 1),7)．セメント硬化体と骨材の剥

離（界面の微細き裂発生）がコンクリートとしての挙動に与える影響を定量的に評価する

ことは困難である．しかし，コンクリートの乾燥進行過程において湿度勾配による内部拘

束が生じ，表面近傍で骨材とセメント硬化体の両方が引張応力を負担する状況を想定した

時，骨材界面の剥離によって定性的にはコンクリートの引張応力発生に対する骨材の寄与

が小さくなると考えられる． 

 

 

図 4.3.2 骨材周囲の剥離・微細き裂発生イメージ 

 

2.1 節の式(2.1.8)～式(2.1.12)で示した 2 相系による既存の時間依存構成モデルは，骨

材とセメント硬化体が完全に一体化しているとの仮定でコンクリートの応力を算出してい

るため，上記で述べた骨材とセメント硬化体の剥離の影響は考慮されていない．従って，

本節（１）の解析で検討を行った表面近傍のひび割れを過剰に評価しているのは，乾燥に

よる湿度勾配環境下において，表面近傍の引張応力算出時に骨材の剥離や骨材周囲の微細

き裂発生を考慮していないことが原因の一つとして推測される．しかし，2 相系材料の応力

のやり取りを骨材界面の剥離の影響を含めてモデル化することは容易ではない．さらに，

既存の時間依存構成モデルに修正を行うと，これまでに検証が行われてきたクリープ挙動

にも影響を及ぼし，骨材とセメント硬化体界面の剥離の影響に着目することが難しくなる．

そこで，本研究では，骨材とセメント硬化体が完全に一体化しているとの仮定を基にして

構築された既存の時間依存構成モデルに修正を加えずに，骨材界面の剥離や微細き裂の影

響を表現することを試みる． 
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 2 相系で表現されるコンクリートの体積応力 ζ0は，式(2.1.8)で示した様に，骨材の応力

とセメント硬化体の応力の和として表現されている．また，図 4.3.3 に示す様に，骨材の

応力とセメント硬化体の応力は，式(2.1.10)および式(2.1.13)より求められる． 

 

 

図 4.3.3 2相系モデルによる応力 

 

ここで，セメント硬化体骨格部の応力 ζ’cpは，仮想水和殻の応力と仮想水和殻の厚さ（水

和度の増分 ΔΨ）の積を加算したもので表される 8)． 

    lycp'       (4.3.1) 

 2.5 節で述べた仮想水和殻のレオロジーモデルによる応力 ζly は，時間領域に関して離散

化することで，セメント硬化体のひずみの関数として表現される 8)． 

 CD cpcp   '        (4.3.2) 

 ここで，D，C：時間領域に関して離散化されたレオロジーモデルの弾性，粘弾性，粘塑

性，塑性の力学情報に関わるものである．本稿で D と C の詳細 8)は省略するが，D と C を

係数と見なして式(4.3.2)および式(2.1.8)～式(2.1.12)を εag と εcp について解くと次式が

得られる． 

 

agcpcpcpag

sh

agagscpcp

ag
VGDVGK

KuCVGD

)4()43(

)3()4( 0







     (4.3.3) 

 

agcpcpcpag

sh

agagsagcpag

cp
VDGVGK

KuCVGK

)4()43(

)3()43( 0







    (4.3.4) 

 

 上式で示した様に，D と C を係数とすれば，骨材とセメント硬化体の応力は，それぞれ

のひずみを介して骨材の体積剛性 Kag，骨材のせん断剛性 Gag，セメント硬化体の体積剛性

Kcp，セメント硬化体のせん断剛性 Gcp，収縮駆動力 us，骨材収縮量 εag
sh，コンクリートのひ
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ずみ ε0によって求められることがわかる．ここで，コンクリートのひずみ ε0は入力値であ

り，収縮駆動力 us はセメント硬化体の収縮駆動力であるため，骨材とセメント硬化体の剥

離の影響を考慮するものではない．骨材とセメント硬化体の剥離によるコンクリートとし

ての応力変化は，それぞれの剛性または骨材収縮量の変化によって表現できると考えられ

るが，剛性は体積剛性とせん断剛性の関係までを決定しなければならないのに対し，骨材

収縮量は 1 変数のみである．そこで，本研究では，骨材収縮量を骨材とセメント硬化体の

剥離の影響を表現する変数として採用することとした．これは，巨視的なコンクリートと

しての引張応力発生に対し，骨材とセメント硬化体界面の剥離によって骨材の寄与が減尐

する影響を，見かけ上骨材収縮量が減尐するとして表現したものである． 

乾燥の進行によって表面近傍のコンクリートが引張応力状態となるのに対し，内部のコ

ンクリートは圧縮状態となるため，骨材とセメント硬化体は密着すると考えられる．また，

湿度勾配が生じない程度に極めてゆっくりとコンクリートが乾燥する場合においても，表

面近傍には内部拘束によるコンクリートとしての引張応力は発生せず，収縮量の大きいセ

メント硬化体には引張応力が，相対的に収縮量の小さい骨材には圧縮応力が作用し，セメ

ント硬化体と骨材はより密着すると考えられる（図 4.3.4）．この様な，骨材とセメント硬

化体が密着する条件は，既存の 2 相系モデルの仮定に近づくものである． 

 

 

図 4.3.4 湿度勾配による骨材とセメント硬化体間の剥離と密着の影響  

 

第 3 章で検討した様な骨材収縮の影響を無視できる条件では，当然ながら表面近傍のコ

ンクリートに骨材収縮による剥離の影響が現れないため，骨材が収縮するケースと比較し

て既存の 2 相系モデルの仮定に近くなっていると考えられる．これは，骨材収縮を無視で

きる条件では，コンクリートとしての引張応力条件下においてもセメント硬化体の収縮が
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卓越し，骨材とセメント硬化体が密着すると仮定していることに相当する． 

以上の様な考察に関して，乾燥によって表面近傍に高い引張応力が作用する際には骨材

収縮量が見かけ上減尐する，極めてゆっくり乾燥する場合や封緘条件のような場合には既

存の骨材収縮量と一致する，骨材収縮量が 0 の時には 0 のままとなる（骨材が収縮側から

膨張側には転じない）ような関数形およびパラメータとして，第 3 章で述べた湿度勾配か

ら求められる特性寸法を援用することとした．式(4.3.5)の様に，湿度勾配に応じて骨材収

縮量を低減する形で見かけの骨材収縮量を簡易に表現し，第 2 章にて述べた式(2.1.10)を

式(4.3.6)の様に見かけの骨材収縮量を用いる形に修正することとした． 

 





















max

_

7.0
exp1
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Qsh

ag

sh

nag       (4.3.5) 

 
sh

nag

ag

ag

ag
K

_
3




        (4.3.6) 

 ここで，ε
sh

ag：骨材の収縮量，Q：特性寸法，Gmax：骨材の最大寸法，εag：骨材の体積ひ

ずみ，ζag：骨材の体積応力，Kag：骨材の体積剛性である． 

 湿度勾配に伴う骨材収縮量の低減についても，第 3 章と同様に最大骨材寸法で湿度勾配

から求めた特性寸法を除することとした．これは，骨材寸法が大きくなるほどブリージン

グの影響が骨材界面に生じやすくなることや，骨材自体または骨材周囲の遷移帯等が母材

としてのセメント硬化体の初期欠陥となり，応力集中の影響を増加させることを考慮した

ためである．実際に，最大骨材寸法が大きくなるほどセメント硬化体と骨材の界面に剥離

や微細き裂が多く発生することが実験でも確認されており 1)，さらに骨材寸法によってコン

クリートの引張強度や弾性係数も影響を受けることが報告されている 1),9)． 

 式(4.3.5)および式(4.3.6)は，既存の骨材中の湿度と骨材収縮量の関係を湿度勾配に応

じて低減するものであり，既存の時間依存構成モデル自体には変更を加えていない（時間

依存構成モデルに引き渡すパラメータとしての骨材収縮量を変更したものである）．そして，

ここでの湿度勾配が意味する現象は，表面近傍のコンクリートとしての引張応力作用条件

下における骨材界面の剥離や微細き裂の発生であり，湿度勾配が生じない条件においては，

既存の骨材収縮量と一致する解析となるものである． 

 

（３）提案モデルによる再解析結果 

 以上の湿度勾配による骨材収縮の低減を考慮した断面内の応力分布について，再解析結

果を図 4.3.5 に示す．図 4.3.1 と比較して，解析における最大骨材収縮量の入力値が増加

しても表面近傍に発生する引張応力の増加が抑えられていることがわかる． 
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図 4.3.5 骨材収縮の違いによる断面内の応力分布 

（最大骨材収縮量の入力値 左：0μ，中：500μ，右：1000μ） 

 

 上図は式(4.3.5)中の係数を 0.7 としたものであるが，係数を 0.4，0.7，1.0 とした場合

の引張強度と乾燥収縮ひずみの比較を図 4.3.6 と図 4.3.7 に示す．式(4.3.5)中の係数は，

大きくなるほど湿度勾配に伴う骨材収縮量も大きくなる（第 3 章の提案モデルのみで解析

した結果に近づく）．従って，解析による供試体としての引張強度は係数が小さくなるほど

大きくなり，実験結果に近づく傾向を示している．しかし，係数が小さくなると図 4.3.7

に示す様に骨材収縮量が減尐するため，当然ながら乾燥収縮ひずみは実験結果から乖離す

る方向に変化する．すなわち，湿度勾配に伴う骨材収縮量低減を考慮した解析のみでは，

引張強度と乾燥収縮を同時に満足させることはできないと考えられる．本研究では，引張

強度の改善効果は低いものの，乾燥収縮ひずみが良好な範囲と考えられる係数として 0.7 を

採用することとした．すなわち，第 3 章で考慮した有効収縮駆動力と，ここで考慮した湿

度勾配に応じた骨材収縮の低減について，特性寸法が異なるとした． 

 

図 4.3.6 係数を変化させた引張強度の比較 

（左：0.4，中：0.7，右：1.0） 

 

図 4.3.7 係数を変化させた収縮ひずみの比較 

（左：0.4，中：0.7，右：1.0） 
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4.3.3 骨材収縮によるコンクリートの見かけの引張強度増加 

 これまでに述べてきた引張強度と乾燥収縮の関係は，局所的な引張強度に骨材収縮の影

響を考慮する必要性を示唆しているものと推測される．骨材の収縮がコンクリートの引張

強度に及ぼす影響は不明な点も多く研究も尐ないが，骨材が収縮することで単純に引張強

度が減尐することはなく，むしろ骨材収縮によって引張強度が増加する例 10)も報告されて

いる．すなわち，骨材収縮の影響を無視できないケースに対するこれまでの解析は，コン

クリートとしての局所的な引張強度を過小評価していると考えられる． 

 一般に，乾燥に伴うセメント硬化体の収縮量は骨材よりも大きいため，セメント硬化体

の収縮が骨材に拘束されることによって，骨材界面や骨材周囲のセメント硬化体には微細

き裂が生じる 7)．このセメント硬化体中の微細き裂は，引張強度に影響を及ぼすことが報告

されている 2)．微細き裂の発生につながるセメント硬化体の引張応力は，骨材が収縮するほ

ど緩和すると考えられる．従って，骨材が破壊に至らない普通コンクリートにおいて，骨

材の収縮はコンクリートとしての見かけの引張強度を増加させるように作用すると考えら

れる． 

 本来，このような巨視的なコンクリートとしての引張強度の特性は，骨材とセメント硬

化体の相互作用を厳密に考慮しなければならないと考えられるが，本研究では骨材が収縮

する際の局所的な引張強度について，次式のように簡易に骨材収縮量に応じた局所引張強

度の増加として表現することとした． 

  sh

nagpscpskelocalt fuVff __        (4.3.7) 

 ここで，fske：コンクリート骨格部の引張強度，α：プレストレス効果の有効率，Vcp：セメ

ント硬化体の体積率，ups：収縮駆動力によるプレストレス，ε
sh

ag_n：骨材の収縮ひずみであ

る． 

一般に骨材はセメント硬化体よりも剛性が高いため，セメント硬化体の変形を拘束する

効果や，微細き裂の進展を防ぐ効果といったプラスの影響と，セメント硬化体の収縮を拘

束してセメント硬化体に引張応力を生じさせるマイナスの影響 7),11)の両方の性質を持つ．す

なわち，第 2 章の式(2.1.12)で示した骨材とセメント硬化体の応力とひずみが並列的挙動

と直列的挙動が複合している様に，引張強度においても並列的挙動と直列的挙動が複合的

に影響を及ぼしていると考えられる．従って，骨材の収縮がセメント硬化体と全く同じ挙

動を示す仮想的な骨材が存在するとすれば，骨材量が多いほど，骨材の剛性が高いほど，

コンクリートとしての引張強度は高くなると考えられる．一方，骨材の収縮が小さくなる

ほど，セメント硬化体には引張応力が導入されることになり，上記の様なコンクリートの

引張強度に対するプラスの効果を打ち消すことになる．この様な影響を厳密に考慮するた

めには，骨材とセメント硬化体の個々の応力状態を常に考慮すると同時に，セメント硬化

体に生じる微細き裂や骨材とセメント硬化体間の付着，遷移帯や骨材周囲の応力分布など
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非常に複雑である．そこで，本研究では第 3 章の様な骨材収縮を無視できる時（骨材収縮

が 0 の時），骨材のプラスの効果は全て打ち消けされていると簡易に仮定することとした．

すなわち，骨材収縮が 0 の時に見かけの引張強度の増加が 0，骨材量が 0 の時に骨材収縮に

伴う見かけの引張強度の増加が 0 となる条件を仮定したものである． 

上記では骨材の効果について着目してきたが，セメント硬化体の弾性係数も当然ながら

変化する．極端な例として，セメント硬化体と骨材の剛性が逆転するようなケースにおい

ては，骨材がセメント硬化体を補強する効果として寄与できなくなるはずである． 

以上の様な考察に基づき，式(4.3.7)の骨材収縮による見かけの引張強度増加の関数を以

下の様に表現することとした． 

   sh

nagcagcp

sh

nag EVf __ 25.1        (4.3.8) 

 ここで，cp：セメント硬化体中の毛細管空隙率，Vag：骨材容積率，Ec：コンクリートの

弾性係数[MPa]，ε
sh

ag_n：骨材の収縮ひずみである． 

コンクリートの引張強度は，遷移帯や骨材による応力の乱れ，付着など上記で考慮して

いない影響も多く含まれると同時に，骨材自体も非常にばらつきの大きい材料である．そ

こで，骨材剛性の影響は，簡易にコンクリートの弾性係数で代表させることとした．また，

セメント硬化体の弾性係数は，セメント硬化体中の空隙率に依存することから毛細管空隙

率で代表させることとした． 

 

4.3.4 骨材収縮によるコンクリートの見かけの引張強度増加の影響 

 先に実施した大野・魚本による実験 4),5)について，本章 4.3.2節と 4.3.3節で提案したモ

デルを用いた再解析結果を図 4.3.8 と図 4.3.9 に示す．解析の最大骨材収縮量は，先ほど

と同じ 650μを設定した．本章の提案モデルによる圧縮強度の解析については，表面近傍の

微細ひび割れ発生状況の違いによる水分流束の変化と，それによる水和進行・空隙構造形

成の変化から若干の差が生じるが，先の解析結果からの変化は鈍感である（図 4.3.8 左）．

一方，引張強度は第 3 章提案モデルによる解析結果（図 4.2.5 右）から大きく改善し，比

較的実験の傾向を表現できていると考えられる（図 4.3.8右）．乾燥収縮は，湿度勾配によ

って骨材収縮量を低減したため，第 3 章提案モデルによる解析（図 4.2.4 右）と比較して

若干小さめの結果となっている．ただし，実験との比較では，良好な範囲と思われる（図

4.3.9 左）．JIS の乾燥収縮ひび割れ試験についても実験との差はまだ見られるが，第 3 章

提案モデルによる解析結果（図 4.2.6右）と比較して改善の傾向が見られる（図 4.3.9右）． 

 引張強度や JIS の乾燥収縮ひび割れ試験の解析結果から，式(4.3.7)と式(4.3.8)で示し

た骨材収縮に伴う見かけの引張強度増加に関する係数 1.25 は，若干大きくする余地がある

と思われる．しかし，現時点では安全側としてこの値を採用することとした．従って，実

験よりも尐し早い材齢 15 日付近で貫通ひび割れが発生し，拘束鋼材のひずみが解放された

と考えられる． 
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図 4.3.8 提案モデルによる最大骨材収縮量 650μの解析結果 1 

（左：圧縮強度，右：引張強度） 

 

  

図 4.3.9 提案モデルによる最大骨材収縮量 650μの解析結果 2 

（左：収縮ひずみ，右：JIS 乾燥収縮ひび割れ試験） 

 

 

 

 図 4.3.10に JIS 乾燥収縮ひび割れ試験の解析結果のひずみコンター図を示す．解析結果

では，表面から発生した微細ひび割れ（ひずみの集中化）の進展が途中で止まり，貫通に

至らない微細ひび割れが発生している．実際の実験においても，拘束状態にあるにも関わ

らず，局所的にひずみが大小する複雑な挙動を示すことが報告されている 4),5)．解析におい

ても，この様な現象が現れているものと考えられる． 
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図 4.3.10 JIS乾燥収縮ひび割れ試験の解析結果（ひずみ） 

（左：W/C 35%，中：W/C 42%，右：W/C 50%） 
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4.4 提案モデルの検証 

 

 大野・魚本の実験 4),5)は，同種の骨材で水セメント比を変化させたものである．一方，神

田らは，同一の水セメント比で収縮量の異なる骨材を用いた JIS の乾燥収縮ひび割れ試験

を実施している 10)．本実験は，実際の骨材収縮量は不明であるが，図 4.4.1 右に示すよう

に同一の水セメント比でも最大骨材収縮量を 500，800，1000，1200μ として大きな最大骨

材収縮量を設定しなければ，10×10×40cm 供試体の乾燥収縮ひずみを適切に解析で表現で

きないケースである．解析の圧縮強度は，図 4.4.1 左に示す様に比較的良好な結果である

と考えられる． 

 

図 4.4.1 骨材収縮量を変化させた第 4章の提案モデルによる解析と実験の比較 

（左：圧縮強度，右：乾燥収縮ひずみ） 

 

 第 3 章提案モデルによる解析は，骨材収縮量が大きいケースにおいて材齢の進行ととも

に引張強度が減尐する傾向となっている（図 4.4.2 左）．実際現象として，乾燥条件下かつ

骨材収縮量の大きいケースといえども，材齢の進行とともに引張強度が減尐する傾向は適

切でないと思われる．本章で提案したモデルによる引張強度の解析結果では，最大骨材収

縮量の設定値に関わらず，若干ではあるが材齢の進行とともに強度が増加する傾向となっ

ている（図 4.4.2右）．  

 

図 4.4.2 骨材収縮量が異なる引張強度の比較 

（左：第 3章提案モデル，右：第 4章提案モデル） 
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 神田らによる JIS 乾燥収縮ひび割れの実験と解析の比較は，拘束鋼材のひずみから求め

たコンクリート部の平均応力として表現したものである（図 4.4.3）．骨材収縮による見か

けの引張強度増加を考慮していない第 3 章提案モデルによる解析では，実験よりも大幅に

小さい結果となっている（図 4.4.3左）．湿度勾配による見かけの骨材収縮低減と骨材収縮

に伴う見かけの引張強度増加を考慮した本章の提案モデルによる解析結果では，まだ実験

よりも小さいものの，改善する傾向が見られる（図 4.4.3右）． 

 

図 4.4.3 骨材収縮量が異なる JIS乾燥収縮ひび割れ試験の拘束鋼材ひずみの比較 

（左：第 3章提案モデル，右：第 4章提案モデル） 

 

 図 4.4.4～図 4.4.7に上記の JIS 乾燥収縮試験のひずみコンター図を示す．ひずみコンタ

ー図においては，いずれの骨材収縮量のケースにおいても第 3 章提案モデルと本章提案モ

デルで大きな違いは見られない．本解析の結果からも，先に述べた式(4.3.4)の係数 1.25

を増加させる余地は存在すると思われるが，次章に述べる部材挙動等のバランスを考慮し

たこと，本提案モデル自体が骨材とセメント硬化体の相互作用の影響をコンクリートとし

ての局所的な引張強度の増加として簡易に表現していること等を考慮し，安全側としてこ

の値を採用することとした． 

 

図 4.4.4  JIS乾燥収縮ひび割れ試験のひずみコンター図（最大骨材収縮量 500μ） 

（左：第 3章提案モデル，右：第 4章提案モデル） 
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図 4.4.5  JIS乾燥収縮ひび割れ試験のひずみコンター図（最大骨材収縮量 800μ） 

（左：第 3章提案モデル，右：第 4章提案モデル） 

 

 

図 4.4.6  JIS乾燥収縮ひび割れ試験のひずみコンター図（最大骨材収縮量 1000μ） 

（左：第 3章提案モデル，右：第 4章提案モデル） 

 

 

図 4.4.7  JIS乾燥収縮ひび割れ試験のひずみコンター図（最大骨材収縮量 1200μ） 

（左：第 3章提案モデル，右：第 4章提案モデル） 
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4.5 本章のまとめ 

 

第 3 章にて提案した乾燥に伴う表面近傍に発生する微細き裂の影響を考慮した有効収縮

駆動力，乾燥による局所的な引張強度増加，微細ひび割れ発生による水分流束増加の影響

を考慮したのみでは，骨材が収縮するケースにおいて，供試体の引張強度や乾燥収縮ひず

みを解析で表現できないことを示した． 

 そこで，本章では骨材とセメント硬化体の相互作用に着目し，骨材とセメント硬化体界

面の剥離によって，コンクリートの引張応力発生に対して骨材の寄与が小さくなる影響を

湿度勾配に応じた見かけの骨材収縮量の低減として表現した．また，骨材の収縮によって

セメント硬化体中に発生する引張応力が減尐する影響を考慮し，コンクリートとしての見

かけの局所的な引張強度上昇に関するモデルの提案を行った． 

 提案モデルついて DuCOM-COM3 へ改良を行い，供試体の引張強度試験や JIS の乾燥収

縮ひび割れ試験との比較を通じて解析精度の改善効果を確認した． 
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第５章 

部材挙動の解析 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 はじめに 

 

 第 3 章では，乾燥に伴う表面近傍の微細き裂を考慮した有効収縮駆動力，水分状態に応

じた局所的な引張強度の増加，ひび割れの発生による水分流束の増加の影響を考慮したモ

デルについて提案を行った．第 4 章では，骨材とセメント硬化体の相互作用について考察

を行い，骨材界面の剥離の影響を考慮した見かけの骨材収縮量の低減と，骨材収縮に伴う

見かけの引張強度増加に関するモデルについて提案を行った． 

 ただし，前章までは 10×10×40cm 供試体の乾燥収縮，引張強度，水分逸散，JIS の乾

燥収縮ひび割れ試験といった比較的小さい供試体について検討を行ったものである．本章

では，部材レベルの試験体を対象に，提案モデルの検証を進める． 

 

 

5.2 乾燥条件下における RC 梁部材の曲げ変形挙動 

 

5.2.1 RC梁部材の曲げ変形挙動に関する実験の目的 

 ここでは，乾燥収縮ひび割れを含む梁部材の実験を比較対象として，提案モデルの精度

について検証を行う．乾燥収縮ひび割れを含むコンクリート梁部材の挙動を一気通貫で精

度良く予測するためには，自己収縮，乾燥収縮，クリープ，強度発現，微細ひび割れの発
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生・進展，水分移動・逸散等の影響を正しく考慮することが重要である．そこで，砂岩を

用いた水セメント比 40%の配合で図 5.2.1 に示す形状の梁試験体を作成し，複雑な温度・

湿度の環境履歴と載荷履歴においてたわみの計測を行い，提案モデルによる解析と比較を

行った（実験の詳細は付録 2 を参照）． 

 

 

図 5.2.1 梁試験体の形状・寸法 

 

 梁試験体と同じ骨材を用いた 10×10×40cm 供試体の乾燥収縮ひずみの実験値と解析値

の比較を図 5.2.2に示す．図 5.2.2に示す様に，骨材の最大収縮量として 500μ程度を考慮

しなければ，乾燥収縮挙動を適切に表現できないケースである． 

 

 

図 5.2.2 10×10×40cm供試体の乾燥収縮ひずみの実験値と解析値 

 

5.2.2 実験の概要 

 梁試験体はコンクリート打設後，材齢 7 日まで封緘養生を行い，乾燥を開始させた．材

齢 8 日に梁中央のたわみ計測を開始し，1 枚 63kg の鉄板 6 枚（合計 3704N）を材齢 21, 28, 

35 日の 3 回（1235N／回）に分けて載荷した．曲げひび割れ発生後のたわみ進行への影響

を確認するため，載荷重量は計算上の曲げひび割れ発生荷重である 3596N を超えるように

設定した．実験を通して試験体は実験室にて保管し，実験室の温度履歴と湿度履歴を計測

し，解析においても実際の温度履歴と湿度履歴を与えた（図 5.2.3）． 
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図 5.2.3 温度履歴と湿度履歴（左：実験室の気温，右：実験室の湿度） 

 

5.2.3 実験と解析の比較 

 実験結果と解析結果の比較を図 5.2.4 に示す．解析は，第 3 章提案モデルと第 4 章で提

案したモデルの両方を合わせて比較した．図 5.2.4 に示す様に，実験は梁の乾燥収縮によ

って荷重載荷前からたわみが進行し，材齢 21, 28, 35 日に荷重を載荷したタイミングで，そ

れぞれたわみが増加している． 

第 4 章の提案モデルによる解析は，3 回の載荷によるたわみ量の増加傾向を良好に表現し

ている．ただし，材齢 60 日以降においては，材齢が進むほどたわみ量を過剰に評価する傾

向が見られる．これは, 図 5.2.3の湿度履歴で示した様に，比較的高湿度な時期に載荷を開

始し，徐々に実験室の湿度が低下したことが原因と思われる．特に，20%に達するほどの低

湿度域での本モデルの検証は尐ないため，低湿度域でのひび割れ発生基準（局所的なコン

クリートの引張強度）または時間依存構成モデルに改良の余地が残されていると考えられ

る． 

第 3 章提案モデルにおいても比較的良好な結果と考えられるが，第 4 章提案モデルと比

較すると 3 回目載荷以降におけるたわみの進行をさらに過剰評価する結果となっている．

本実験は，骨材収縮量として 500μ程度の考慮が必要なケースであり，骨材収縮の影響を考

慮した第 4 章で提案したモデルの有効性が確認されたと考えられる． 

 

図 5.2.3 梁試験体のたわみの比較 
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5.3 乾燥収縮による RC梁部材のせん断耐力低下 

 

5.3.1 解析条件 

 鉄筋コンクリート部材のせん断耐力は，コンクリートの自己収縮や乾燥収縮によって低

下することが報告されている 1),2),3)．そこで，これまでに提案した湿度勾配に伴う骨材収縮

低減や，骨材収縮によるコンクリートの見かけの引張強度増加を考慮した提案モデルにつ

いて，梁曲げ試験を対象に検証を行う．比較対象は，三谷らによって実施された梁のせん

断破壊実験とした 3)．梁試験体の有効高さは，250，500，1000mm の 3 種類（図 5.3.1），

養生方法は封緘および乾燥条件（材齢 7 日乾燥開始，平均温度 15.2℃，平均湿度 46.1%）

である． 

 

 

図 5.3.1 RCはり試験体の概要（単位 mm）3) 

 

 解析メッシュは，梁の表裏で 1/2 とした範囲を 3 次元にてモデル化した．図 5.3.2に解析

メッシュを示す．実験と同じ位置の要素に同じ鉄筋量を設定した．解析は，既往の構造解

析手法である COM3 単独で実施したケースと，第 3 章と第 4 章の提案モデルを実装した

DuCOM-COM3 による連成解析を実施したケースの 2 種類とした． 

 

図 5.3.2 RC梁試験体の解析メッシュ 
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5.3.2 COM3 単独解析の結果 

（１）荷重-変位関係 

 図 5.3.3～図 5.3.5 に，既往の手法である COM3 単独で解析した結果と，乾燥・封緘養

生それぞれの実験結果との比較を示す．また，二羽式 4)とコンクリート標準示方書 5)のせん

断耐力式による計算結果を併せて示す．既往の構造解析においては，見かけの引張強度と

してシリンダー試験で求めた引張強度を低減したものを入力値として用いている．これは，

構造体中の見かけの引張強度は，鉄筋拘束などによって乾燥収縮による内部応力が生じ，

シリンダー試験から求めた引張強度より小さくなることが知られているためである 6),7)．今

回，解析の入力値である引張強度は，シリンダーの割裂試験より求められた引張強度

3.30MPa を基本とし，2.50MPa と 1.65MPa と 2 種類に引張強度を低減したケースについ

ても併せて比較した． 

解析結果では，いずれの有効高さの梁においても，引張強度の入力値を低減するほどせ

ん断耐力と曲げ剛性が低下する傾向が見られる． 

 封緘養生のケースでは，解析にシリンダーの割裂試験より求めた引張強度である

3.30MPa を用いても，曲げ耐力，曲げ剛性ともに実験に近い結果となっている．d=500mm

の実験の曲げ剛性が解析結果よりも若干小さい傾向が見られるが，シール面の精度によっ

て乾燥が若干生じていたことが想像される． 

乾燥養生とした実験は，載荷前の養生期間中にたわみの進行とひび割れが生じるため，

曲げ剛性とせん断耐力が低下し，部材寸法が大きくなるほどその影響も大きくなることが

報告されている 2)．引張強度を 3.30MPa とした解析では，乾燥養生した有効高さ d=250mm

と d=500mm のケースにおいてせん断耐力はおおよそ一致しているものの，d=1000mm の

ケースではせん断耐力を若干高く評価している．曲げ剛性についても，d=500mm と

d=1000mm のケースにおいて実験より高く評価している．引張強度の入力値を低減した解

析では，曲げ剛性は乾燥養生の実験に近づく傾向となるが，同時に解析のせん断耐力も低

下するため，乾燥養生の実験をより安全側に評価する傾向となっている． 

封緘養生とした実験のせん断耐力は，いずれの梁寸法においても，ほぼ二羽式と一致し

ている．乾燥養生とした d=1000mm の実験結果は，二羽式よりも明確に低い結果となって

いるが，安全側の計算結果を与えるコンクリート標準示方書のせん断耐力式には達してい

る． 

以上より，既往の手法に基づいた COM3 単独の構造解析は，乾燥・封緘いずれのケース

に対しても曲げ剛性が一致する引張強度を入力値とすることによって，安全側の結果を得

ることができる． 
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図 5.3.3 d=250mmの梁試験体の比較（左右の解析結果は同一） 

 

 

図 5.3.4 d=500mmの梁試験体の比較（左右の解析結果は同一） 

 

 

図 5.3.5 d=1000mmの梁試験体の比較（左右の解析結果は同一） 

 

（２）ひび割れ発生状況 

図 5.3.6～図 5.3.8に，上記のCOM3単独で解析した破壊時のひび割れ発生状況を示す．

コンクリートの引張強度の入力値を変化させることによって，ひび割れの発生状況に変化

が生じていることがわかる．特に d=250mm の梁のケースでは，引張強度が高い場合

（Ft=3.30MPa）のケースで曲げひび割れが卓越し，せん断ひび割れが明確に表れない結果

となっている．一方，Ft=1.65MPa としたケースではせん断ひび割れが現れているが，図
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5.3.3に示した荷重変位関係で示した様に剛性や最大荷重が明らかに減尐しており，引張強

度の入力値を小さくしすぎていると考えられる．他の寸法の梁の解析では，いずれの引張

強度の入力値においてもせん断ひび割れが卓越する状況であったが，引張強度の入力値が

増加するほど若干中心方向にせん断ひび割れが近づく傾向となっている． 

 

 

図 5.3.6 d=250mmの梁試験体のひび割れ状況（ひずみコンター図） 

 

 

図 5.3.7 d=500mmの梁試験体のひび割れ状況（ひずみコンター図） 

 

 

図 5.3.8 d=1000mmの梁試験体のひび割れ状況（ひずみコンター図） 
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5.3.3 DuCOM-COM3連成解析の結果 

（１）圧縮強度と乾燥収縮ひずみ 

 先に述べた様に，既往の構造解析手法においても，封緘・乾燥養生のいずれに対しても

安全側の結果を得ることは可能である．ただし，より合理的な解析結果を得るためには，

DuCOM-COM3 による連成解析が必要と考えられる．そこで，第 4 章で提案したモデルを

実装した DuCOM-COM3 を用い，先ほどと同じ三谷らによる実験 3)について再解析を行っ

た．解析では，実験と同じコンクリートの配合，構造諸元，環境条件を与えた． 

 図 5.3.9 に圧縮強度と乾燥収縮ひずみの実験と解析結果の比較を示す．圧縮強度の解析

結果は，比較的実験に近い結果であったことから，実験で使用された水セメント比 50%を

そのまま解析に用いている．骨材収縮を無視した場合，乾燥収縮ひずみが大幅に実験結果

より小さくなることから，解析における最大骨材収縮量を 900μに設定した．本実験も骨材

収縮を無視できないケースである． 

 

 

図 5.3.9 圧縮強度と乾燥収縮ひずみの比較 

 

 

（２）荷重-変位関係 

 図 5.3.10～図 5.3.12に第 4 章で提案したモデルを実装した DuCOM-COM3 の連成解析

結果と，乾燥・封緘養生それぞれの実験結果との比較を示す．また，骨材収縮の影響を考

慮する前の第 3 章提案モデルについても併せて比較を行った． 

封緘養生としたケースでは，第 3 章提案モデルと第 4 章で提案したモデルの差は小さい．

これは，湿度勾配が無く骨材収縮量も小さいため，第 4 章で提案したモデルの影響が現れ

ないためである．いずれの梁寸法の解析においても，曲げ剛性とせん断耐力は比較的実験

結果と一致していると考えられる． 

乾燥養生としたケースでは，事前の引張強度の低減等の操作無しに自動的に曲げ剛性と

せん断耐力の低下が解析で表現されている．ただし，第 3 章提案モデルの解析結果は，第 4

章提案モデルの解析結果および実験結果と比較して，若干曲げ剛性とせん断耐力を過尐評

価する結果となっており，第 4 章で提案した骨材収縮の影響を考慮する有効性を示してい
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ると考えられる． 

コンクリートの配合，構造諸元，環境条件といった基本的情報の設定のみにも関わらず，

第 4 章で提案したモデルによる連成解析が乾燥養生・封緘養生の違いの傾向を表現できて

いるということは，乾燥によって発生する内部応力，微細き裂・ひび割れとその進展や骨

材収縮の影響の評価が間接的に証明できているためと考えられる． 

 

 

図 5.3.10  d=250mmの梁試験体の実験と解析の比較 

 

 

図 5.3.11  d=500mmの梁試験体の実験と解析の比較 

 

 

図 5.3.12  d=1000mmの梁試験体の実験と解析の比較 
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（２）荷重-変位関係 

 図 5.3.13～図 5.3.14に上記の DuCOM-COM3 連成解析結果の破壊時のひび割れ発生状

況を示す．比較のため，既存モデル，第 3 章提案モデル，第 4 章提案モデルについて，乾

燥養生と封緘養生ごとに結果を示した． 

 

 

図 5.3.13 d=250mmの梁試験体のひび割れ状況（ひずみコンター図） 

左：乾燥養生，右：封緘養生 

 

 

図 5.3.14 d=500mmの梁試験体のひび割れ状況（ひずみコンター図） 

左：乾燥養生，右：封緘養生 

 

 

図 5.3.15 d=1000mmの梁試験体のひび割れ状況（ひずみコンター図） 

左：乾燥養生，右：封緘養生 
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いずれの解析結果においても，COM3 単独の解析結果と比較して曲げひび割れの発生が

大きく現れていることがわかる．これは，DuCOM-COM3 の連成解析によって自己収縮・

乾燥収縮に伴う初期応力が導入され，曲げひび割れが発生しやすくなったためと考えられ

る．DuCOM-COM3 連成解析の荷重変位関係において，引張強度の入力値の低減なしに初

期の曲げ剛性の低下を表現できる理由は，この様な曲げひび割れが発生しやすくなった影

響を考慮できているためと考えられる． 

d=250mm の封緘養生のケースについては，乾燥に伴う初期応力導入の影響が小さいこと

や，封緘養生によってコンクリートの強度発現が良好であること等の理由により，引張強

度の入力値を低減していない COM3 単独の解析と同様の曲げひび割れが卓越する結果とな

っている．ただし，実際の実験のひび割れの発生状況が不明であるため，今後複数の実験

との比較がさらに必要と考えられる．d=250mm の乾燥養生のケースでは，第 4 章提案モデ

ルの場合はせん断ひび割れの進展が見られるが，既存モデルや第 3 章提案モデルでは曲げ

ひび割れの影響が大きい様に見える． 

d=500mm および d=1000mm のケースでは，DuCOM-COM3 連成解析の既存モデル，第

3 章提案モデル，第 4 章提案モデルで若干のひび割れ発生状況の変化は見られるものの，大

きな傾向の変化は無いと考えられる結果となった．これは，第 3 章，第 4 章で検討してき

た供試体レベルの寸法と比較して，この部材レベルの寸法であれば乾燥に伴う表面近傍の

微細ひび割れ等の影響が比較的小さくなるためと考えられる． 

本研究では，細かい要素寸法を用いて解析を行ってきた．すなわち，部材レベルの鉄筋

コンクリートとしての解析において，既往の分散ひび割れモデルが想定する複数のひび割

れを含む鉄筋コンクリートとしての巨視的なモデルから，コンクリートや鉄筋を個別にモ

デル化した解析に近づくことになる．従って，ボンド要素等を用いて鉄筋とコンクリート

間の付着の影響等についても検討が必要になってくるはずである．この様な影響について

は，コンクリートの収縮やひび割れによって鉄筋や周囲のコンクリートに初期応力・初期

ひずみが生じて付着の影響が間接的に表れてくるため，小さな要素寸法を用いたとしても

特別にボンド要素等を用いずに上記の解析結果が得られたと考えられる．今後，コンクリ

ートの収縮量，鉄筋比，要素寸法の影響などを総合的に評価していきたいと考えている． 
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5.4 本章のまとめ 

 本章では，第 3 章と第 4 章で提案したモデルを用いて，部材レベルの梁試験体を対象に

検証を行った． 

 乾燥条件で曲げひび割れを有する持続荷重下のたわみ進行について，実際の複雑な温度

履歴・湿度履歴を与えた解析によって，比較的良好にたわみの進行を追跡できることを示

した．今後，低湿度域での精度向上が課題として考えられる． 

 乾燥養生と封緘養生の梁試験体のせん断破壊実験を対象に，提案モデルによる解析を行

った．提案モデルによる解析によって，乾燥条件下における剛性とせん断耐力の低下が自

然に表現されることを示した． 
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第６章 

打設管理記録を活用した実構造物のひび割れ解析 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 はじめに 

 

6.1.1 ひび割れ抑制への取り組み 

 温度ひび割れや乾燥収縮ひび割れは，材料選定や施工時の対策だけでなく，クーリング

や目地の導入といった設計段階からの対策も必要となる．この様にひび割れの発生原因と

その対策は，設計，材料選定，コンクリート製造，施工，維持・管理など各段階に跨るも

のである．また，プロジェクトの各段階で様々な組織や人間が関与するため，責任の所在

が曖昧になりやすく，ひび割れ発生原因の特定に必要な情報伝達も困難になりやすい．コ

ンクリート構造物のひび割れ挙動を定量的に予測して適切な対策を講じていくためには，

初期の計画段階から長期の維持・補修までを含めた全体のマネジメントシステムを構築す

ることが重要である． 

 以上の様な背景より，山口県では「ひび割れ抑制システム」と呼ばれるマネジメントシ

ステムを構築し（図 6.1.1），コンクリート構造物に生じるひび割れの抑制に取り組んでい

る 1)．これは，図 6.1.2に示す「打設管理記録」を施工時に作成し，データベースとして収

集・整理したものをプロジェクト関係者で共有すると同時に，インターネットを通じて一

般にも公開しているものである． 

 第 1 章で述べた様に，コンクリートのひび割れ発生原因は様々であり，施工状況やひび

割れ発生・進展状況に関する各種情報は，その後の対策や改善を進める上で重要な判断材
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料となる．また，統一的に整理されたデータベースの公開は，納税者である一般市民によ

る事業への関心を高めるだけでなく，様々な研究者や事業者による研究開発や応用利用に

も活用されることが期待される． 

 

 

図 6.1.1 ひび割れ抑制システム 1) 

 

 

図 6.1.2 打設管理記録の例 1) 
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 蓄積された打設管理記録のデータベースは，構造物の設計に際して貴重な参考資料とな

る．図 6.1.3のフローに示す様に，施工後の観察・調査結果を設計の改善に反映させるPDCA

サイクルを推進することで，山口県ではひび割れ抑制対策を施工時だけでなく，設計段階

から考慮できるようにしている 2)． 

 この様な山口県の取り組みは，設計由来のひび割れと施工由来のひび割れを区別するの

に有効なだけでなく，施工者の品質に関する意識向上にも寄与している．実際に山口県で

は，施工に由来するひび割れの発生件数がひび割れ抑制システム導入後に大幅に減尐して

いることが報告されている 3)．しかしながら，ひび割れ抑制システム導入後においても，コ

ンクリート構造物に発生するひび割れを完全に抑制するには至っていない．この一因とし

て，ひび割れの挙動を統一的手法によって定量的に予測することの難しさが挙げられる．

特に，コンクリートの乾燥収縮ひび割れは，ひび割れの発生に影響を及ぼす要因が多岐に

わたると同時に，収縮やクリープ，強度，弾性係数といった個別の要因でさえも，計測の

難しさや現象の複雑さから様々な理論や仮説が提案されている．従って，構造物にひび割

れが発生した場合に，「何がひび割れの発生原因で，どのような対策を実施すればそのひび

割れの発生を抑制できるのか」といったことを定量的に判断することが困難であり，過去

の経験等から定性的に対応せざるを得ない．このように，乾燥収縮ひび割れの挙動を定量

的に予測することの難しさが，ひび割れ抑制システムにおける PDCA サイクル（図 6.1.3）

推進のボトルネックになっていると考えられる． 

 

 

図 6.1.3 ひび割れ抑制システムのフロー2) 
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6.1.2 本章の位置づけ 

 山口県では，各種ひび割れ抑制対策に関する効果を比較するため，材料の変更，補強鉄

筋の配置の変更など，その効果の検証を目的とした様々な施工を実施している．しかし，

実構造物を対象とした様々な対策効果を定量的に評価するためには，実環境下ではあまり

にも変動要因が多く，また費用や労力の面でも困難が伴う．従って，これまでの様々なひ

び割れ抑制対策は，定性的・経験的に実施されることが多く，山口県が実施している施工

後の観察・調査結果を次の設計の改善に反映させるひび割れ抑制システムの PDCA サイク

ル（図 6.1.3）においても，構造形式や実環境の条件の違いから実構造物のひび割れの発生

を完全に抑制するには至っていない 3)．一方，解析では，実構造物規模であっても様々なひ

び割れ抑制対策の個々の効果を容易に比較・検証することが可能である．本研究では第 3

章および第 4 章にて，この様な用途を念頭に乾燥環境下におけるコンクリート部材の挙動

の予測精度向上について検討を行ってきた．すなわち， DuCOM-COM3 の高精度化は，解

析によって構造形式や環境条件の異なるコンクリート構造物の状態・応答・性能を定量的

に評価し，様々なひび割れ抑制対策の効果を定量的に判断することに資することを念頭に

行ってきたものである． 

 第 6 章では，これまでに検討を行ってきた DuCOM-COM3 を用い，任意の配合，構造形

式，養生条件，環境条件に置かれる実際の構造物に対し，そのひび割れ挙動を時空間上で

再現し，ひび割れ発生原因の推定と抑制対策の効果について定量化を試みるものである．

対象とする構造物は，山口県のひび割れ抑制システムに記録されるデータベースに基づき，

実際にひび割れの発生した構造物を対象とした．本研究の特色は，実構造物のひび割れ発

生状況を再現し，各種抑制対策の効果について比較・検証を行うところにある． 
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6.2 解析対象構造物 

 

6.2.1 対象構造物 

 美祢土木事務所 国道 490 号美東大田道路橋梁 金田ため池橋 

 

6.2.2 工期 

 平成 18 年 9 月 20 日～平成 19 年 3 月 24 日 

 

6.2.3 施工場所 

 山口県美祢市（旧美祢郡美東町） 

 

6.2.4 形状及び打設リフト 

 

 1 リフト目打設 不明   コンクリート温度 不明 

 2 リフト目打設 2007 年 2 月 7 日  コンクリート温度 13.0℃ ＆ 17.0℃ 

 3 リフト目打設 2007 年 5 月 9 日  コンクリート温度 20.0℃ ＆ 25.0℃ 

 4 リフト目打設 2007 年 6 月 29 日 コンクリート温度 28.0℃ 

 

 

図 6.2.1 形状および打設リフト 5) 
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6.3 解析条件 

 

6.3.1 解析モデル 

 図 6.3.1に解析モデルの全体図を示す．解析モデルは，地盤を含む実構造物の 1/2 モデル

とした．地盤は弾性要素，コンクリート部は RC 要素と無筋コンクリート要素とした． 

 

 

図 6.3.1 解析モデルの要素分割（メッシュ寸法、単位 mm） 

 

6.3.2 境界条件 

（１）地盤部分 

 図 6.3.2に地盤部分の境界条件を示す． 地盤の底面は固定温度境界，側面は断熱温度境

界，上面は熱伝達境界とした．地盤の温度は，山口県のひび割れ抑制システムのデータベ

ースに無い情報である．そこで，気象庁のデータベースより，山口市の 1966 年～2010 年

までの平均気温（15.2℃）を与えることとした（図 6.3.3）． 
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図 6.3.2 解析モデルの要素分割と地盤の境界条件 

 

 

図 6.3.3 山口市の年平均気温（気象庁 DBより） 
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（２）コンクリート部分 

 図 6.3.4 にコンクリート部の境界条件を示す．コンクリート部は，ダミー要素を用いる

ことで 1～4リフト目までの打設リフトを模擬し，施工状況に応じて熱伝達係数を変更した．

また，型枞の有無により水分移動境界の有効・無効を切り替えた．打ち継ぎ面においても

熱伝達境界と水分移動境界を設定し，上リフトの打設完了後に無効化している． 

 

 

 

図 6.3.4 コンクリートの境界条件 

 

 

 表 6.3.1 に境界条件の設定一覧を示す．養生期間中については，外部との水分移動を制

限した．熱伝達率は，養生中の型枞面と打設面，脱型後のコンクリート面を考慮した．な

お表中の( )内の数値は，熱伝達率の[W/(m
2・℃)]の単位系の値である．また，一般的な温度

応力解析で用いられている熱伝達率の参考値を表 6.3.2に示す． 
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表 6.3.1 境界条件の設定一覧 

 

 

表 6.3.2 熱伝達率の参考値 4) 

 

 

（３）拘束条件 

 図 6.3.5に解析モデルの拘束条件を示す． 

 

 

図 6.3.5 モデルの拘束条件 

 

湿度移動
期間 型枠面 打設面 脱型後
日 kcal/(m2・day・℃) kcal/(m2・day・℃) kcal/(m2・day・℃)

地盤表面 -
1リフト目 14 83 (4) 103 (5) 289 (14)
2リフト目 14 83 (4) 103 (5) 289 (14)
3リフト目 10 124 (6) 103 (5) 289 (14)
4リフト目 8 124 (6) 103 (5) 289 (14)

248 (12)

養生中（湿度移動なし）

マスコン指針 ひび割れ制御指針 DuCOM単位

W/(m2・℃) W/(m2・℃) kcal/(m2・day・℃)
メタルフォーム 14 11～14 227～289
散水養生 14 13～15 268～310
湛水養生 8～14 11～14 227～289
合板 8 6～8 124～165
シート 6 4～6 83～124
養生マット 5 5 103
発泡スチロール 2 2 41
コンクリート・地盤・岩盤の表層 14 10～14 207～289

熱伝達率
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6.3.3 コンクリートの設定  

 図 6.3.6にコンクリート部分の要素設定を示す．1 リフトは基礎部分であり，データベー

スに詳細が記載されていないため，全て RC 要素と仮定した．2～4 リフトについては，デ

ータベースに記載の配筋情報に従った． 

 

 

図 6.3.6 コンクリート部分の要素設定 

 

 1 リフト目の鉄筋比と配筋状況は不明であるため，xyz 軸の全方向に対して鉄筋比 0.5％

を仮定して設定した．2～4 リフト目は，前面および背面の鉄筋比を山口県のデータベース

に従って設定した．なお，主筋および配力筋が存在する範囲は，コンクリート表面の 1 要

素分（20cm）と仮定した．表 6.3.3と表 6.3.4に設定した鉄筋比の一覧を示す． 

 

表 6.3.3 前面側鉄筋比 

 

 

表 6.3.4 背面側鉄筋比 

 

 

 

(x軸)
鉄筋比 配置 本数 対象面積 鉄筋比 配置 本数 要素面積 鉄筋比

% - 本 cm2 % - 本 cm2 %

1リフト目 0.50 不明 不明 不明 0.50 不明 不明 不明 0.50
2リフト目 0.00 D32@250 50×(1/2) 630×20 1.58 D16@125 78 980×20 0.79
3リフト目 0.00 D32@250 50×(1/2) 630×20 1.58 D16@125 78 980×20 0.79
4リフト目 - - - - - - - - -

主筋 (z軸) 配力筋 (y軸)

(x軸)
鉄筋比 配置 本数 対象面積 鉄筋比 配置 本数 要素面積 鉄筋比

% - 本 cm2 % - 本 cm2 %

1リフト目 0.50 不明 不明 不明 0.50 不明 不明 不明 0.50
2リフト目 0.00 D32@125 100×(1/2) 630×20 3.15 D19@125 78 980×20 1.14
3リフト目 0.00 D32@125 100×(1/2) 630×20 3.15 D19@125 78 980×20 1.14

4リフト目 0.00
D22@250
D22@250

50×(2/2) 630×20 1.54
D16@250
D16@250

12×2 310×20 0.77

主筋 (z軸) 配力筋 (y軸)
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6.3.4 イベントおよびステップ 

 解析時のイベントを図 6.3.7に示す．1 リフト目打設時のデータが山口県のデータベース

に存在しないため，2 リフト目打設の 28 日前に 1 リフト目打設日を仮定した．他のリフト

の打設日および脱型までの養生日数は，山口県のデータベースの記述内容に従った．表

6.3.5に各イベントとステップ，熱伝達率の対応を示す． 

 

 

図 6.3.7 解析時のイベント設定 

 

表 6.3.5 STEP-イベント-熱伝達率設定値の関係 

 

 

 

 

 

1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

1リフト

2リフト

3リフト

4リフト

1リフト目材齢 1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204

5月 6月 7月1月 2月 3月 4月

1月10日
打設（仮）

養生（14日）

1月24日
脱型（仮）

2月7日
打設（DB） 2月21日

脱型（DB）

養生（14日）

5月9日
打設（DB） 5月19日

脱型（DB）

養生（10日）

6月29日
打設（DB） 7月7日

脱型（DB）

養生（8日）

8月31日まで

8月31日まで

8月31日まで

8月31日まで

リスタート 月日 ステップ 材齢 対象

[day] 型枠面 打設面 脱型後

2011/1/10 1 0.0020 1リフト目 83 (4) 103 (5) -

2リフト目 - - -

3リフト目 - - -

2011/1/11 98 0.9891 4リフト目 - - -

2011/1/11 99 1.0020 1リフト目 83 (4) 103 (5) -

2リフト目 - - -

3リフト目 - - -

2011/1/24 332 13.9286 4リフト目 - - -

2011/1/24 333 14.0020 1リフト目 - - 289 (14)

2リフト目 - - -

3リフト目 - - -

2011/2/7 572 27.9440 4リフト目 - - -

2011/2/7 573 28.0020 1リフト目 - - 289 (14)

2リフト目 83 (4) 103 (5) -

3リフト目 - - -

2011/2/8 670 28.9891 4リフト目 - - -

2011/2/8 671 29.0020 1リフト目 - - 289 (14)

2リフト目 83 (4) 103 (5) -

3リフト目 - - -

2011/2/22 904 41.9286 4リフト目 - - -

2011/2/22 905 42.0020 1リフト目 - - 289 (14)

2リフト目 - - 289 (14)

3リフト目 - - -

2011/5/9 1328 118.5283 4リフト目 - - -

5

～ ～ ～

6

～ ～ ～

3

～ ～ ～

4

～ ～ ～

熱伝達率[kcal/(m2・day・℃)]

1
～ ～ ～

2

～ ～ ～

リスタート 月日 ステップ 材齢 対象

[day] 型枠面 打設面 脱型後

2011/5/9 1329 119.0020 1リフト目 - - 289 (14)

2リフト目 - - 289 (14)

3リフト目 124 (6) 103 (5) -

2011/5/10 1426 119.9891 4リフト目 - - -

2011/5/10 1427 120.0020 1リフト目 - - 289 (14)

2リフト目 - - 289 (14)

3リフト目 124 (6) 103 (5) -

2011/5/19 1633 128.9675 4リフト目 - - -

2011/5/19 1634 129.0020 1リフト目 - - 289 (14)

2リフト目 - - 289 (14)

3リフト目 - - 289 (14)

2011/6/29 1977 169.9187 4リフト目 - - -

2011/6/29 1978 170.0020. 1リフト目 - - 289 (14)

2リフト目 - - 289 (14)

3リフト目 - - 289 (14)

2011/6/30 2075 170.9891 4リフト目 124 (6) 103 (5) -

2011/6/30 2076 171.0020 1リフト目 - - 289 (14)

2リフト目 - - 289 (14)

3リフト目 - - 289 (14)

2011/7/7 2265 177.9467 4リフト目 124 (6) 103 (5) -

2011/7/7 2266 178.0020 1リフト目 - - 289 (14)

2リフト目 - - 289 (14)

3リフト目 - - 289 (14)

2011/8/31 2644 232.6890 4リフト目 - - 289 (14)

熱伝達率[kcal/(m2・day・℃)]

11

～ ～ ～

12

～ ～ ～

9

～ ～ ～

10

～ ～ ～

7

～ ～ ～

8

～ ～ ～
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6.3.5 環境条件 

（１）外気温 

 山口県のデータベースの計測値は、日中（8 時～17 時）のデータであり、夜間の温度が

不明であること、1 リフト目～4 リフト目までの連続した外気温データが存在しないことか

ら、気象庁のデータベースから山口市の日平均気温を与えることとした．解析では，1 日の

間の温度は一定（日平均気温）とした． 

 

図 6.3.8 解析に用いる外気温の設定値（1月 10日～8月 31日：233日間） 

 

（２）湿度 

 山口県のデータベースには，湿度のデータが無いため、外気温と同様に気象庁の山口市

DBを用いる。 

 

 

図 6.3.9 解析に用いる相対湿度の設定値（1月 10日～8月 31日：233日間） 
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6.3.6 初期条件 

（１）コンクリートの打設温度 

 表 6.3.6にコンクリートの初期温度（打設温度）設定値一覧を示す。なお、初期温度は，

データベースの 150m3 打設時を基本とした．1 リフト目については、1 月の平均気温+8℃

の丸い数値として 12℃，4 リフト目については、打設開始時の計測値 28℃を用いた． 

 

表 6.3.6 コンクリートの打設温度 

 

 

 

 

 

 

 

（２）コンクリートの材料設定 

 表 6.3.7～表 6.3.10 にコンクリートの材料設定値一覧を示す．山口県 DB は、配合に関

する記載がセメント種類，W/C，空気量のみである．したがって、不明な部分の値には、

DuCOM のデフォルト値である下記表の値を設定した．また，セメント化学成分について

は，JCI マスコン指針 4)に従うものとする（表 6.3.11）。 

 

 

表 6.3.7 1リフト目材料設定値（MTRL1） 表 6.3.8 2リフト目材料設定値（MTRL2） 

  

 

打設開始時 150m3打設時
1リフト目 無し 無し 12℃
2リフト目 13℃ 17℃ 17℃
3リフト目 20℃ 25℃ 25℃
4リフト目 28℃ 無し 28℃

山口県DB
解析使用値

WG WS WL WP Fag Ragg Vair

粗骨材 細骨材 粉体 W/C
粗骨材の

平均間隙率
実績率 空気量

kg/m3 kg/m3 kg/m3 % m3/m3 - %
1000 850 0 54.0 0.0 0.6 5.00

PPC PSG PFA BLN BLNSG BLNFA BLNLS

ポルトラン
ドセメント

高炉スラグ
微粉末

フライ
アッシュ

ポルトラン
ドセメント

高炉スラグ
微粉末

フライ
アッシュ

石灰石
微粉末

% % % cm2/g cm2/g cm2/g cm2/g
100 0 0 3380 3300 3280 7000

P3A P3S P4AF P2S PPCS2H SUM
C3A C3S C4AF C2S 石膏 合計
% % % % % %

8.0 55.0 10.0 19.0 3.4 95.4

SPGRG SPGRS SPGRC SPGRSG SPGRFA SPGRLM

粗骨材 細骨材 セメント スラグ
フライ

アッシュ
石灰石
微粉末

g/g g/g g/g g/g g/g g/g
2.65 2.58 3.15 2.9 1.93 2.1

比重 specific gravity

単位体積重量（配合） unit weight

セメント化学成分重量パーセント weight percent of mineral compounds

粉体置換率 weight percent of powder ブレーン比表面積 blaine specific surface area

WG WS WL WP Fag Ragg Vair

粗骨材 細骨材 粉体 W/C
粗骨材の

平均間隙率
実績率 空気量

kg/m3 kg/m3 kg/m3 % m3/m3 - %
1000 850 0 54.0 0.0 0.6 5.15

PPC PSG PFA BLN BLNSG BLNFA BLNLS

ポルトラン
ドセメント

高炉スラグ
微粉末

フライ
アッシュ

ポルトラン
ドセメント

高炉スラグ
微粉末

フライ
アッシュ

石灰石
微粉末

% % % cm2/g cm2/g cm2/g cm2/g
100 0 0 3380 3300 3280 7000

P3A P3S P4AF P2S PPCS2H SUM
C3A C3S C4AF C2S 石膏 合計
% % % % % %

8.0 55.0 10.0 19.0 3.4 95.4

SPGRG SPGRS SPGRC SPGRSG SPGRFA SPGRLM

粗骨材 細骨材 セメント スラグ
フライ

アッシュ
石灰石
微粉末

g/g g/g g/g g/g g/g g/g
2.65 2.58 3.15 2.9 1.93 2.1

比重 specific gravity

単位体積重量（配合） unit weight

セメント化学成分重量パーセント weight percent of mineral compounds

粉体置換率 weight percent of powder ブレーン比表面積 blaine specific surface area
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表 6.3.9 3 リフト目材料設定値（MTRL3） 表 6.3.10 4 リフト目材料設定値（MTRL4） 

  

 

表 6.3.11 ポルトランドセメントの鉱物組成の例（JCIマスコン指針 2008）4) 

 

 

 

 

  

WG WS WL WP Fag Ragg Vair

粗骨材 細骨材 粉体 W/C
粗骨材の

平均間隙率
実績率 空気量

kg/m3 kg/m3 kg/m3 % m3/m3 - %
1000 850 0 54.0 0.0 0.6 4.85

PPC PSG PFA BLN BLNSG BLNFA BLNLS

ポルトラン
ドセメント

高炉スラグ
微粉末

フライ
アッシュ

ポルトラン
ドセメント

高炉スラグ
微粉末

フライ
アッシュ

石灰石
微粉末

% % % cm2/g cm2/g cm2/g cm2/g
100 0 0 3380 3300 3280 7000

P3A P3S P4AF P2S PPCS2H SUM
C3A C3S C4AF C2S 石膏 合計
% % % % % %

8.0 55.0 10.0 19.0 3.4 95.4

SPGRG SPGRS SPGRC SPGRSG SPGRFA SPGRLM

粗骨材 細骨材 セメント スラグ
フライ

アッシュ
石灰石
微粉末

g/g g/g g/g g/g g/g g/g
2.65 2.58 3.15 2.9 1.93 2.1

比重 specific gravity

単位体積重量（配合） unit weight

セメント化学成分重量パーセント weight percent of mineral compounds

粉体置換率 weight percent of powder ブレーン比表面積 blaine specific surface area

WG WS WL WP Fag Ragg Vair

粗骨材 細骨材 粉体 W/C
粗骨材の

平均間隙率
実績率 空気量

kg/m3 kg/m3 kg/m3 % m3/m3 - %
1000 850 0 54.0 0.0 0.6 4.30

PPC PSG PFA BLN BLNSG BLNFA BLNLS

ポルトランド
セメント

高炉スラグ
微粉末

フライ
アッシュ

ポルトランド
セメント

高炉スラグ
微粉末

フライ
アッシュ

石灰石
微粉末

% % % cm2/g cm2/g cm2/g cm2/g
100 0 0 3380 3300 3280 7000

P3A P3S P4AF P2S PPCS2H SUM
C3A C3S C4AF C2S 石膏 合計
% % % % % %

8.0 55.0 10.0 19.0 3.4 95.4

SPGRG SPGRS SPGRC SPGRSG SPGRFA SPGRLM

粗骨材 細骨材 セメント スラグ
フライ

アッシュ
石灰石
微粉末

g/g g/g g/g g/g g/g g/g
2.65 2.58 3.15 2.9 1.93 2.1

比重 specific gravity

単位体積重量（配合） unit weight

セメント化学成分重量パーセント weight percent of mineral compounds

粉体置換率 weight percent of powder ブレーン比表面積 blaine specific surface area

C3S C2S C3A C4AF
普　通 55 19 8 10
中庸熱 40 39 4 11
低　熱 25 56 3 10
早　強 63 12 9 8

鉱物組成（％）
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6.4 解析によるひび割れ発生状況の再現 

 

6.4.1 温度履歴 

 山口県の打設管理記録には，コンクリートの温度履歴が施工者によって記録されている．

各施工リフトの温度履歴の計測位置を図 6.4.1 に示す．解析によるひび割れ発生状況の再

現に際し，コンクリートの温度履歴についても合わせて検証を行った． 

 

 

図 6.4.1 温度履歴の計測位置 5) 

 

 図6.4.2～図6.4.4に第2リフト～第4リフトの温度履歴の実測値と解析値の比較を示す．

基礎部分の第 1 リフトについては，打設管理記録データベースに記録が存在しないため，

比較は行っていない．解析による温度履歴の結果は，いずれのリフトにおいても比較的良

好に実測値を再現できていると考えられる． 

 

 

図 6.4.2 第 2リフトの温度履歴の実測値と解析値の比較 
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図 6.4.3 第 3リフトの温度履歴の実測値と解析値の比較 

 

 

図 6.4.4 第 4リフトの温度履歴の実測値と解析値の比較 
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6.4.2 実構造物と解析の比較（2リフト目） 

 山口県の DB には，骨材の収縮量に関する情報は記載されていない．また，供試体レベ

ルにおける乾燥収縮量についても不明である．そこで，最初に最大骨材収縮量 0μ，100μ，

250μ，500μ について解析を実施し，DB のひび割れ状況と比較することで骨材収縮量を推

定することとした． 

 金田ため池橋の橋台たて壁の第 2 リフトは，2007 年 2 月 7 日に打設され，7 日間の散水

養生が行われ，合計 14 日間の型枞残置期間を経て，2 月 21 日に脱型されている．ひび割

れは，打設から 17 日経過後の 2 月 24 日，さらに 3 月 3 日に発見された．ひび割れは部材

中央付近の 2 箇所で垂直に貫通している．ひび割れの発生原因は，基礎の第 1 リフトによ

る外部拘束と推定される．図 6.4.5に DB のひび割れ記録を示す． 

  

 

図 6.4.5 山口県 DBの第 2 リフトのひび割れ記録 5) 

 

 

 図 6.4.6～図 6.4.9に示す様に，表面近傍は全てのケースでひび割れが発生（軟化域に達

したと判定）している．また，断面中央までの貫通ひび割れも発生している（各図の右）．

しかし，いずれのケースにおいても差は小さいと思われる． 
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図 6.4.6 最大骨材収縮量 0μ設定時の 2リフト目ひび割れ状況（左：表面，右：内部） 

 

 

図 6.4.7 最大骨材収縮量 100μ設定時の 2リフト目ひび割れ状況（左：表面，右：内部） 

 

 

 

図 6.4.8 最大骨材収縮量 250μ設定時の 2リフト目ひび割れ状況（左：表面，右：内部） 
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図 6.4.9 最大骨材収縮量 500μ設定時の 2リフト目ひび割れ状況（左：表面，右：内部） 
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6.4.3 実構造物と解析の比較（3リフト目） 

 金田ため池橋の橋台たて壁の第 3 リフトは，2007 年 5 月 9 日に打設されて 9 日間の散水

養生後，10 日目に脱型されている．脱型時の初期観察ではひび割れは認められていない．

その後，16 日間に渡って側面を日よけ目的で細目ネットによって覆ったとの記録が残され

ている．ひび割れは，5 月 26 日（打設から 17 日目）に確認されたと記録されているもの

の，ひび割れの位置や長さに関する記録は残っていない．これは，貫通する様な明確なひ

び割れではなく，表面近傍に現れた微細ひび割れのことを指していると推測される． 

 図 6.4.10～図 6.4.13に示す様に，第 2 リフトと同様，第 3 リフトも表面近傍は全てのケ

ースで微細ひび割れが発生している．一方，第 3 リフトの解析では，いずれの最大骨材収

縮量の設定においても断面中央までの貫通ひび割れが発生していない．これは，山口県の

DB の記録通りの挙動と思われる． 

 

 

 

図 6.4.10 最大骨材収縮量 0μ設定時の 3リフト目ひび割れ状況（左：表面，右：内部） 

 

 

 

図 6.4.11 最大骨材収縮量 100μ設定時の 3リフト目ひび割れ状況（左：表面，右：内部） 
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図 6.4.12 最大骨材収縮量 250μ設定時の 3リフト目ひび割れ状況（左：表面，右：内部） 

 

 

 

図 6.4.13 最大骨材収縮量 500μ設定時の 3リフト目ひび割れ状況（左：表面，右：内部） 
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6.4.4 実構造物と解析の比較（4リフト目） 

 第 4 リフトは，2007 年 6 月 29 日に打設された．打設面は 7 日間養生マットで湿潤養生

され，側面は細目ネットによる日よけ処置が行われている．打設 3 日後に，右側面のみ脱

型され，8 日目に側面の脱型が完了している．側面の細目ネットによる被覆は 15 日間行わ

れた．ひび割れは，打設日から 11 日目に確認され，垂直に貫通している．ひび割れの発生

原因は，第 3 リフトからの外部拘束と推定される．図 6.4.14にデータベースのひび割れ記

録を示す． 

 

図 6.4.14 山口県 DBの第 4 リフトのひび割れ記録 5) 

 

 図 6.4.15～図 6.4.18に示す様に，第 2 リフトと第 3 リフトと同様，第 4 リフトも表面近

傍は全てのケースで微細ひび割れが発生している．なお，上図右は全て第 4 リフト中央位

置においてひび割れ発生の有無を示したものであるため，第 2 リフトと第 3 リフトにおい

ては表面近傍のひび割れが表示されている． 

 第 4 リフトの解析では，骨材収縮量の影響が大きく現れ，0μと 100μでは上面まで達して

いない．一方，250μと 500μでは，内部のひび割れが大きく上方へ伸びている．これは，部

材厚さが他のリフトよりも薄いため，乾燥収縮の影響を大きく受ける条件であったためと

考えられる． 

 山口県の DB の記録によれば，上面にまで達する貫通ひび割れが現れており，最大骨材

収縮量の設定値として，0μ と 100μ の設定値は小さいと考えられる．一方，500μ の解析の

場合は，第 4 リフト全面がひび割れの判定となっており，このケースでは骨材収縮量を過

剰に見積もっていると考えられる．以上より，金田ため池橋の橋台たて壁の最大骨材収縮

量は，250μが適切と推測される． 

 なお，図 6.4.15～図 6.4.18に示す内部のひび割れ状況（各図右側）は，4 リフト目の中

心位置を表示するために，2 リフト目と 3 リフト目は表面近傍のひび割れ状況が表示されて

いる． 
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図 6.4.15 最大骨材収縮量 0μ設定時の 4リフト目ひび割れ状況（左：表面，右：内部） 

(2 リフトと 3リフトは表面近傍のひび割れ状況を表示) 

 

 

図 6.4.16 最大骨材収縮量 100μ設定時の 4リフト目ひび割れ状況（左：表面，右：内部） 

(2 リフトと 3リフトは表面近傍のひび割れ状況を表示) 

 

 

図 6.4.17 最大骨材収縮量 250μ設定時の 4リフト目ひび割れ状況（左：表面，右：内部） 

(2 リフトと 3リフトは表面近傍のひび割れ状況を表示) 
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図 6.4.18 最大骨材収縮量 500μ設定時の 4リフト目ひび割れ状況（左：表面，右：内部） 

(2 リフトと 3リフトは表面近傍のひび割れ状況を表示) 
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6.5 ひび割れ抑制対策の効果の影響 

 

6.5.1 養生期間延長の効果 

 前節において，金田ため池橋の橋台たて壁の最大骨材収縮量の設定値は，250μ 程度とす

る必要があることが明らかとなった．そこで，最大骨材収縮量 250μを基本として，各種ひ

び割れ抑制対策について検討を行う． 

 一般に，養生期間の延長は，ひび割れ発生に対して有効であることが定性的に言われて

いる．そこで，極端な例として乾燥を許容しない解析を実施した． 

 図 6.5.1 と図 6.5.2 に示す様に，第 2 リフトと第 3 リフトは乾燥していないにも関わら

ず，表面に微細ひび割れが発生し，乾燥条件よりは小さいものの断面内部にも貫通ひび割

れが発生していることがわかる．すなわち，金田ため池橋の橋台たて壁の第 2 リフトは，

断面寸法の大きさによる温度応力によってひび割れが発生していると考えられる．一方，

断面の薄い第 4 リフトは表面にひび割れは派生せず，また貫通ひび割れも発生していない

ため，第 4 リフトの貫通ひび割れ発生は乾燥収縮の影響と考えられる．本解析の第 3 リフ

トは，図 5.4.16右に示す様に，乾燥条件時には現れなかったひび割れが中央付近に現れて

いる．これは，乾燥が無いために第 2 リフトと第 3 リフトの打継面近傍のひび割れが抑制

された結果，第 2 リフトからの拘束の影響が増加したためと推測される． 

 

 

 

図 6.5.1 最大骨材収縮量 250μ設定時の 2リフト目ひび割れ状況（左：表面，右：内部） 
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図 6.5.2 最大骨材収縮量 250μ設定時の 3リフト目ひび割れ状況（左：表面，右：内部） 

 

 

図 6.5.3 最大骨材収縮量 250μ設定時の 4リフト目ひび割れ状況（左：表面，右：内部） 

(2 リフトと 3リフトは表面近傍のひび割れ状況を表示) 
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6.5.2 低熱ポルトランドセメントの効果 

 金田ため池橋の橋台たて壁の第 2 リフトの貫通ひび割れは，温度応力の影響が大きいこ

とがわかった．そこで，次に温度応力発生を低減するため，実施工で用いられた普通ポル

トランドセメントの代わりに低熱ポルトランドセメントで再解析を実施した． 

 図 6.5.4～図 6.5.6 に低熱ポルトランドセメントを用いた場合の温度履歴の比較を示す．

低熱ポルトランドセメントを用いることによって，コンクリートの最大温度が全てのリフ

トで大幅に低下していることがわかる． 

 

 

図 6.5.4 低熱セメントを用いた第 2リフトの温度履歴 

 

図 6.5.5 低熱セメントを用いた第 3リフトの温度履歴 

 

図 6.5.6 低熱セメントを用いた第 4リフトの温度履歴 
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 図 6.5.7 と図 6.5.8 に示す様に，セメントの種類を低熱ポルトランドセメントへ変更し

たことによって，第 2 リフトと第 3 リフトの貫通ひび割れの発生が抑制されていることが

わかる．一方，第 4 リフト（図 6.5.9）は，部材断面が薄いため，温度ひび割れの影響では

無く，乾燥収縮ひび割れの影響が大きい．従って，低熱ポルトランドセメントに変更して

も，ひび割れの抑制に対しては効果が小さかったと考えられる．なお，図 6.5.9 に示す内

部のひび割れ状況（図右側）は，4 リフト目の中心位置を表示するために，2 リフト目と 3

リフト目は表面近傍のひび割れ状況を示している． 

金田ため池橋の橋台たて壁は，第 2 リフトと第 3 リフトは温度応力の低減，第 4 リフト

については，乾燥収縮の低減がひび割れ抑制に対して有効であると考えられる． 

 

 

図 6.5.7 低熱ポルトランドセメントによる 2リフト目ひび割れ状況 

（左：表面，右：内部） 

 

 

図 6.5.8 低熱ポルトランドセメントによる 3リフト目ひび割れ状況 

（左：表面，右：内部） 
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図 6.5.9 低熱ポルトランドセメントによる 4リフト目ひび割れ状況 

（左：表面，右：内部） 

(2 リフトと 3リフトは表面近傍のひび割れ状況を表示) 
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6.5.3 打設温度低減の影響 

 普通ポルトランドセメントから低熱ポルトランドセメントに変更したことによって，金

田ため池橋の橋台たて壁の第 2 リフトと第 3 リフトの貫通ひび割れの抑制に効果的である

ことが分かった．しかし，低熱ポルトランドセメントへの変更は，施工コストの増加につ

ながる．そこで，普通ポルトランドセメントの使用は変更せず，コンクリートの温度上昇

の抑制に対して同様に効果のある打設温度の低減について検討を行う．本検討では，表

6.3.6に示した打設温度を全てのリフトで 8℃に変更して再解析を行った． 

 図 6.5.10～図 6.5.12に打設温度を低下させた場合の温度履歴の比較を示す．コンクリー

トの打設温度を低下させることによって，コンクリートの最大温度が全てのリフトで減尐

していることがわかる．ただし，低熱ポルトランドセメントを使用した場合と比較すると，

その効果は小さい結果となっている． 

 

 

図 6.5.10 低熱セメントを用いた第 2リフトの温度履歴 

 

 

図 6.5.11 低熱セメントを用いた第 2リフトの温度履歴 
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図 6.5.12 低熱セメントを用いた第 2リフトの温度履歴 

 

 図 6.5.13 と図 6.5.14 に示す様に，第 2 リフトと第 3 リフトは貫通ひび割れ発生を低熱

ポルトランドセメントほど抑制できないものの，当初のひび割れ状況からは減尐している

傾向が見られ，打設温度低減による効果が現れていると考えられる．また，第 4 リフトに

ついても，温度の影響が緩和されることで当初の状態よりもひび割れが低減していると考

えられる．なお，図 6.5.15 に示す内部のひび割れ状況（右側）は，4 リフト目の中心位置

を表示するために，2 リフト目と 3 リフト目は表面近傍のひび割れ状況を示している． 

 

 

図 6.5.13 打設温度を低減した場合の 2リフト目ひび割れ状況 

（左：表面，右：内部） 
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図 6.5.14 打設温度を低減した場合の 3リフト目ひび割れ状況 

（左：表面，右：内部） 

 

 

図 6.5.15 打設温度を低減した場合の 4リフト目ひび割れ状況 

（左：表面，右：内部） 

(2 リフトと 3リフトは表面近傍のひび割れ状況を表示) 
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6.6 本章のまとめ 

 山口県のひび割れ抑制システムのデータベースより，実構造物に関する打設管理記録を

基にした解析を実施し，実構造物のひび割れ発生状況をおおよそ再現することができたと

考えられる． 

 養生条件，使用セメントの種類，打設温度の影響について個別に解析を実施した結果，

第 2 リフトおよび第 3 リフトは温度ひび割れの影響が，第 4 リフトは乾燥収縮ひび割れの

影響が大きいと推測された． 

 ひび割れの発生原因が明確となったことにより，各ひび割れに対する対応とその効果が

DuCOM-COM3 を用いた解析によって評価可能になったと考えられる． 

 

 

 

 

 

  



第 6章 打設管理記録を活用した実構造物のひび割れ解析 

142 

 

第 6 章の参考文献 

 

1) 二宮純：山口県における取組み（コンクリート構造物の品質確保システム），コンクリ
ート技術大会（郡山），2013.10. 

2) 山口県技術管理課：コンクリート構造物ひび割れ抑制対策資料，2007.10. 
3) 細田暁，田村隆弘，二宮純：山口県のひび割れ抑制システムによる各プレーヤーの技術

力向上，土木技術，pp.33-38，2012.10. 
4) 日本コンクリート工学協会：マスコンクリートのひび割れ制御指針 2008，日本コンク

リート工学協会，2008.11 
5) 山口県技術管理課：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18000/hibiware/ 

hibiwareyokusei.html 
 

 

 

 

 



第 7章 結論 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 

結論 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 各章のまとめ 

 

 本研究では，乾燥収縮の影響が大きく現れるコンクリート部材を対象に，乾燥収縮ひび

割れの発生とそれを含む部材挙動の予測精度向上を目指した．本章では，各章毎の内容と

本研究の成果，今後の課題をまとめ，本研究の結論とする． 

 

 第 1 章では，コンクリート構造物のひび割れについて，本研究の背景と目的について述

べると共に，既往の研究について整理を行った．乾燥収縮ひび割れは，セメント硬化体中

や骨材界面等に発生する微細き裂から，コンクリートとしての巨視的なひび割れまでを連

続的に考慮しなければならないマルチスケールの現象である． 

 本研究では，供試体レベルの小さな断面内においても生じる水分状態の分布や，強度・

弾性係数の発現状況の差，収縮やクリープといった様々な影響を考慮することにより，乾

燥収縮ひび割れの発生やそれを含む部材・実構造物の挙動について，統一的手法で追跡す

ることを目的とした． 

 

 第 2 章では，マルチスケール統合解析システム（DuCOM-COM3）に関する既存の研究

について概観するとともに，本研究との関係性を考慮して整理を行った． DuCOM-COM3

は，ナノからマイクロメートルのスケールを想定した水和反応，水分状態，収縮駆動力と
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いった熱力学的挙動と，それに基づく微細き裂やひび割れの無い条件における巨視的なコ

ンクリートの非線形時間依存応答といった力学的挙動が構築されており，実構造物スケー

ルでの精度も検証されている． 

 さらに，DuCOM-COM3 は，10-1m のコントロールボリュームを対象とした巨視的応答・

損傷を精度良く追跡可能な構成則（分散ひび割れモデル）も実装され，精度が検証されて

いる数値計算プログラムである． 

 

 第 3 章では，DuCOM-COM3 のフレームワークを基に，供試体よりも 1 オーダー小さい

10-2m（1cm）のコントロールボリュームに着目し，供試体としての引張強度や乾燥収縮の

挙動を解析で追跡することを試みた．すなわち，乾燥条件下におけるコンクリートの湿度

勾配，微細き裂，強度発現，ひび割れ発生による水分移動特性の変化などの影響を考慮し，

巨視的な分散ひび割れモデルの構成則と如何に統一的に扱う手法を構築するかを検討した． 

3.2 節では，既存の分散ひび割れモデルの構成則をそのまま乾燥収縮ひび割れの解析に適

用できないことを最初に示すと同時に，この単純な仮定を本研究の出発点とすることを述

べた． 

3.3 節では，微視的メカニズムに基づいて求められた収縮駆動力が，微細き裂によって巨

視的なコンクリートの収縮に対する寄与が低下する影響を考慮し，有効収縮駆動力モデル

を提案した．有効収縮駆動力は，微細き裂発生の原因として湿度勾配自体が影響を及ぼす

ことを考慮し，湿度勾配をパラメータとして既存の収縮駆動力を低減する形で表現を行っ

た． 

3.4 節では，細孔内水分の不飽和状態を考慮し，収縮駆動力がコンクリート骨格部に対し

てプレストレスとして作用する局所引張強度増加モデルを提案した． 

3.5 節では，ひび割れから水分逸散が増加すること考慮し，ひび割れ発生後の有効ひずみ

をパラメータとして簡易に水分流束を変化させることを提案した． 

3.6 節では，以上の提案モデルを適用した DuCOM-COM3 を用いて乾燥条件下における

供試体としての引張強度と水分逸散量を解析し，比較的良好に実験の傾向が追跡できるこ

とを示した．以上より，これまで材料特性として扱われることの多かった 10-1m（10cm）

程度の断面寸法を有する供試体であっても，湿度勾配，強度発現状況，水分移動特性の変

化といった局所的な影響を考慮することの必要性が明らかとなった． 

 

 第 4 章では，第 3 章と同様に DuCOM-COM3 のフレームワークを基に，供試体よりも 1

オーダー小さい 10-2m（1cm）のコントロールボリュームに着目し，骨材収縮の影響を分散

ひび割れモデルの構成則と統一的に扱う手法の構築を試みた．骨材とセメント硬化体界面

に生じる剥離や微細き裂の影響について，見かけ上コンクリートの引張応力に対して骨材

の寄与が低下する影響を考慮した．また，骨材とセメント硬化体の相互作用がコンクリー

トの引張強度に及ぼす影響について検討を行った． 
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 4.2 節では，骨材の収縮が無視できない条件において，第 3 章で提案したモデルのみでは

供試体の挙動を再現できないことを示した． 

 4.3 節では，乾燥に伴う表面近傍のコンクリートの引張応力状態において，骨材収縮がセ

メント硬化体と骨材界面の剥離や微細き裂発生を促進させることで，巨視的なコンクリー

トとしての引張応力発生に対する骨材の寄与が減尐する影響を考慮した．表面近傍のコン

クリートに引張応力を発生させる原因として湿度勾配に着目し，第 3 章の湿度勾配をパラ

メータとした概念を援用して，湿度勾配に伴う見かけの骨材収縮低減モデルを提案した．

また，骨材とセメント硬化体の収縮差による応力の相互作用を考慮し，骨材の収縮による

見かけの引張強度増加モデルを提案した． 

 4.4 節では，収縮量の異なる骨材を用いた供試体の実験を対象に，提案モデルを適用した

DuCOM-COM3 を用いて JIS の乾燥収縮ひび割れ試験について解析と実験の比較を行った．

その結果，骨材の収縮が無視できないケースにおいて，解析の精度が改善することを確認

した． 

 

 第 5 章では，骨材収縮を無視できない条件の梁部材を対象として，提案モデルによる検

証を行った． 

 5.2 節では，砂岩を用いた持続荷重を受ける梁試験体についてたわみを計測し，これまで

に提案したモデルについて，部材レベルでの解析精度の確認を行った． 

 5.3 節では，乾燥養生と封緘養生の違いによる梁のせん断耐力について，これまでに提案

したモデルを用いた解析を実施し，乾燥養生した梁試験体の曲げ剛性とせん断耐力の低下

が自然に表現されることを示した． 

 

 第 6 章では，これまでに提案してきたモデルを用い，山口県のひび割れ抑制システムの

データベースに記録されている実構造物を対象としたひび割れ解析を実施し，ひび割れ発

生状況の再現を試みた． 

 6.4 節では，データベースに記録されている金田ため池橋を対象として，実際の施工状況

と温度・湿度履歴をモデル化し，解析によって実際のひび割れ発生状況の再現を試みた．

本ケースでは，骨材収縮量として 250μ程度を考慮することにより，比較的実際のひび割れ

状況を再現できることが確認された． 

 6.5 節では，様々なひび割れ抑制対策の効果を定量的に評価することを目的として，完全

に封緘養生を継続したケース，低熱ポルトランドセメントを用いたケース，打設温度を低

減したケースについて比較を行った．その結果，金田ため池橋のひび割れ発生に与える影

響については，第 2 リフトと第 3 リフトは温度ひび割れの影響が，第 4 リフトは乾燥収縮

ひび割れの影響が大きいことを解析によって示した． 

 

 第 7 章は本章であり，本研究で得られた成果を各章ごとにまとめを行い，今後の課題や
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研究展望について記述した． 

 

 

7.2 総合的な結論 

 本研究では，既存の DuCOM-COM3 を基にして，空隙構造形成や水分移動等が想定する

ミクロスケール，乾燥収縮による微細き裂発生から乾燥収縮ひび割れ発生等を考慮したメ

ゾスケール，分散ひび割れモデルが対象とするマクロスケールの構造応答までを統一的に

一気通貫で評価する手法の構築を試みたものである．本研究で微視的挙動から巨視的挙動

までを統一的に評価するにあたり，コンクリートの湿度勾配や細孔内水分の不飽和の影響

といった水分状態と，セメント硬化体中や骨材周囲に発生する微視的損傷である微細き裂

に着目した． 

 乾燥条件下のコンクリート表面近傍において，微視的メカニズムに基づいた収縮駆動力

が，微細き裂発生によって巨視的なコンクリートの収縮に寄与できなくなる影響を考慮し

た有効収縮駆動力モデルの提案を行った． 

乾燥に伴う細孔内水分の不飽和の影響について，収縮駆動力がコンクリート骨格部に対

してプレストレスとして作用する影響を考慮した局所引張強度増加モデルの提案を行った．

さらに，ひび割れ発生に伴う水分移動特性の変化について，モデルの改良を提案した． 

乾燥条件下の表面近傍のコンクリートが引張応力状態となる時，骨材収縮がセメント硬

化体と骨材界面の剥離・微細ひび割れ発生を促進することで，巨視的なコンクリートとし

ての引張応力発生に対して骨材が寄与できなくなる影響を考慮した． 

骨材とセメント硬化体の収縮差による応力の相互作用を考慮し，骨材収縮による見かけ

の引張強度増加モデルの提案を行った． 

以上のモデルを適用した DuCOM-COM3 を用い，10×10×40cm 供試体や JIS の乾燥収

縮ひび割れ試験等の比較的断面の小さい部材から，梁試験体や実構造物レベルまでの解析

を実施し，解析の精度が改善することを確認した．以上より，乾燥収縮ひび割れの影響を

考慮した分散ひび割れモデルという統一的手法が構築できたと認識している． 

 

 

7.3 今後の課題および研究展望 

 本研究では，微視的な乾燥収縮ひび割れの発生から巨視的な構造ひび割れまでを含む部

材挙動を統一的手法によって予測することを試みたものであり，供試体レベルから実構造

物レベルまでを統一的に解析することが可能になったと考えられる．ただし，各モデルの

精度向上の余地は大きいと思われる． 

本来，微細き裂の発生や骨材とセメント硬化体の相互作用は，骨材とセメント硬化体の

応力状態を逐次考慮する必要のある問題と考えられる．本研究では，個々の応力状態は考

慮せず巨視的なコンクリートとして検討を行ってきたため，さらなる精度向上には骨材と
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セメント硬化体相互の応力状態を考慮したモデルの構築が必要と考えられる．付録 3 に骨

材とセメント硬化体の応力状態を考慮した引張強度の検討を添付したが，本研究ではモデ

ルの構築までには至らなかった． 

また，収縮駆動力がプレストレスとして作用する影響については，第一次近似として毛

細管張力に起因する収縮駆動力と分離圧に起因する収縮駆動力を区別せずに扱っている．

低湿度域における精度向上に関しては，この扱いについても検討を進める必要があると考

えている． 

今回，実構造物を対象とした解析では，打設管理記録のデータベースから得られない骨

材収縮の情報について，逆解析から骨材収縮量の推定を行った．構造物の挙動に大きな影

響を及ぼす要因は，データベースに記録されていることが望ましい．これらは，解析の精

度向上とは別に，関係者らとの協力関係の構築が必要な問題であると思われる． 
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付録１ 

圧縮強度の精度が引張強度に与える影響 

 

 

 

 

 

 

 

付 1.1 圧縮強度の実験と解析の比較 

 

 第 3 章提案モデルによる解析結果（図 3.5.3）は，引張強度と弾性係数のどちらも若干実

験値より小さい傾向が見られるが，これは第 2 章で述べた式(2.5.20)による圧縮強度の解

析精度の影響と考えられる．提案モデルの骨格部の引張強は，圧縮強度の精度に依存する

ため，実験で使用した W/C64%のケースでは付図 1.1.1 に示す様に圧縮強度が低めの解析

結果となっていることが引張強度と弾性係数を低く算出している原因と考えられる．実験

結果に合う水セメント比としては 58%程度となっている． 

 

 

付図 1.1.1 圧縮強度の比較 
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付 1.2 引張強度と弾性係数の実験と解析の比較 

 

 解析による圧縮強度が実験値と合うように水セメント比を変化させて，第 3 章の図 3.5.3

に示す結果を再解析したものを付図 1.2.1に示す（W/C 58%）．圧縮強度が実験結果に近づ

くことによって，引張強度と弾性係数も実験結果に近づいていることがわかる． 

 

 

付図 1.2.1 水セメント比を変化させた場合の引張強度(左)と弾性係数(右) 
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付録２ 

骨材とセメント硬化体の相互作用に関する実験 

 

 

 

 

 

 

 

付 2.1 実験概要 

 

付 2.1.1 実験の目的 

 乾燥収縮ひび割れを含むコンクリート部材の挙動は，自己収縮，乾燥収縮，クリープ，

強度発現，微細ひび割れの発生・進展，水分移動・逸散が同時に進行し，それらの現象が

組み合わされた結果として巨視的に表れるものである．また，複合材料であるコンクリー

トのミクロ・メゾスケールでは，セメント硬化体と骨材の個々の体積変化やそれに伴う応

力の発生と微細き裂の進展など複雑な現象が生じていると考えられる． 

 これまで本研究では，DuCOM-COM3 をフレームワークとして利用し，乾燥収縮ひび割

れを含む部材挙動について解析的に検討を行ってきた．ここでは，メゾスケールにおける

セメント硬化体と骨材間，およびセメント硬化体中には微細き裂が生じ，それがコンクリ

ートとしての巨視的な挙動に影響を及ぼしているという予測を基に，乾燥条件下における

コンクリート部材の挙動について，実験的に評価・考察を進める． 

 

付 2.1.2 実験概要 

（１）実験項目 

 多角的な観点から乾燥条件下における骨材とセメント硬化体の相互作用を考察するため，

「圧縮強度」，「引張強度（割裂試験）」，「乾燥収縮ひずみ」，「水分逸散量」，「透気係数」，「梁
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部材のたわみ」について計測を行った． 

 

a. 圧縮強度・引張強度 

 圧縮強度および引張強度は，10×20cm のテストピースを用い，1000kN 万能試験機で載

荷・割裂試験を実施した． 

 

b. 乾燥収縮ひずみ・水分逸散量 

 乾燥収縮ひずみ，水分逸散量については，10×10×40cm の供試体を用いた．乾燥収縮ひ

ずみは，供試体表面にコンタクトチップを接着し，精度 1/1000mm のコンタクトストレイ

ンゲージを用いて検長10cm，片面3か所ずつ供試体の2面を計測して平均した（写真 2.1.1）． 

 

 

写真 2.1.1 10×10×40cm供試体のコンタクトチップ貼付け状況 

 

c. 透気係数 

 透気係数は，15×15×53cm 供試体表面をトレント法にて計測した．また，15×15×53cm

供試体は，微細き裂発生の抑制を目的としてプレストレスを導入した実験も併せて実施し

た． 

 

d. 梁部材のたわみ 

 梁部材のたわみについては，付図 2.1.1 に示す形状の試験体を作成し，持続荷重を与え

て梁中央のたわみを計測した． 

 

付図 2.1.1 梁試験体の形状・寸法 
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（２）コンクリートの配合 

 骨材とセメント硬化体の相互作用について多角的に評価・考察を進めるため，水セメン

ト比と骨材量を配合のパラメータとした．付表 2.1.1に配合の一覧を示す． 

 

付表 2.1.1 配合一覧 

 

 

（３）養生・環境条件 

 全ての試験体は，脱型後ただちにアルミテープでシールを行った．10×10×40cm，15

×15×53cm 供試体，及び圧縮・引張強度試験用テストピースは，温度 20℃，湿度 60%の

高温恒湿室にて材齢 7 日まで封緘養生を行い，乾燥を開始した． 

 梁試験体については，同様にアルミテープで封緘養生を行い，実験室内で材齢 7 日に乾

燥を開始した．また，同時に実験室内の温度・湿度履歴の計測を行った． 

 

（４）使用材料 

a. セメント 

 本実験で使用したセメントは，電気化学工業（株）の普通ポルトランドセメントである．

付表 2.1.2と付表 2.1.3にセメントの性質を示す． 

 

  付表 2.1.2 セメントの物理的性質          付表 2.1.3 セメントの化学的性質 

   

 

b. 骨材 

 骨材は，写真 2.1.2 に示す中目砂，最大寸法 2cm の硬質砂岩と石灰岩を使用した．粗骨

材は，大小を 1：1 の割合で混合した．付表 2.1.4に細骨材と粗骨材の物性一覧を示す． 

 

水セメント比 水 セメント 細骨材 粗骨材 細骨材率 粗骨材量 骨材量
W/C W C S G s/a Vg Vag

(%) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) (%) (m3/m3) (m3/m3)
モルタル 55 267 485 1309 0 100.0 0.00 0.51

204 371 1000 628 62.1 0.24 0.62
165 300 716 1016 42.0 0.38 0.66
139 252 679 1279 35.3 0.48 0.74

40 165 413 716 1016 42.0 0.38 0.66
204 371 1000 635 62.2 0.24 0.62
165 300 809 1027 45.1 0.38 0.69
139 252 679 1294 35.4 0.48 0.74

40 165 413 716 1027 42.1 0.38 0.66

砂岩

石灰岩

55

55

比重 比表面積

(g/cm3) (cm2/g) ３日 ７日 ２８日

3.13 3320 31.6 47.2 63.3

圧縮強さ (N/mm2)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3

20.13 5.16 2.94 64.37 1.19 2.06
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写真 2.1.2 左：細骨材，中：砂岩，右：石灰岩 

 

付表 2.1.4 骨材の性質 

 

 

c. 混和剤 

 混和剤は，BFS 社製の AE 減水剤と AE 剤 2 種類を使用し，目標スランプ 8±2.5cm，目

標空気量 4.5±0.5%とした．付表 2.1.5に混和剤の概要を示す． 

 

付表 2.1.5 混和剤概要 

 

 

 

  

細骨材
大 小 大 小

表乾密度 (g/cm3) 2.59 2.66 2.66 2.70 2.70

吸水率 (%) 2.29 0.59 0.57 0.62 0.29

砂岩 石灰岩

主成分
AE減水剤 　リグニンスルホン酸化合物とポリオールの複合体

AE剤1 　変性ロジン酸化合物系陰イオン界面活性剤
AE剤2 　高アルキルカルボン酸系陰イオン界面活性剤と非イオン界面活性剤の複合体
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付 2.2 実験結果 

 

付 2.2.1 圧縮強度の実験結果 

 砂岩と石灰岩を用いたコンクリートの圧縮強度試験結果を付図 2.2.1に示す．供試体は，

いずれも材齢 7 日に乾燥を開始したものである．粗骨材に砂岩を用いたコンクリート圧縮

強度は，水セメント比と骨材量の違いに関わらず，石灰岩を用いた場合よりも高い圧縮強

度となっている． 

 

付図 2.2.1 圧縮強度の実験結果（左：W/C 40%，右：W/C 55%） 

 

 水セメント比が 55%のケースについて，骨材量の違いで比較したものを付図 2.2.2 に示

す．粗骨材に砂岩を用いた場合，骨材量に関わらずモルタルとほぼ同じ圧縮強度となって

いる．一方，粗骨材に石灰岩を用いた場合には，骨材量が多くなるほど圧縮強度が小さく

なる傾向が見られる． 

 

 

付図 2.2.2 W/C 55%の骨材量の違いによる圧縮強度（左：砂岩，右：石灰岩） 

 

 付図 2.2.1 および付図 2.2.2 の様な傾向が現れた原因としては，セメント硬化体の収縮

が骨材に拘束されて発生する微細き裂の影響が推測される．すなわち，石灰岩の骨材収縮

量は小さいため，砂岩と比較してセメント硬化体に多くの微細き裂が発生し，砂岩よりも

石灰岩を用いたコンクリートの圧縮強度が低下する．骨材量が増加するほどセメント硬化
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体の収縮が骨材に拘束される影響も大きくなるが．砂岩は収縮量が大きく骨材がセメント

硬化体の収縮を拘束する影響が現れにくいため，圧縮強度の低下として現れなかったと考

えられる． 

 

付 2.2.2 引張強度の実験結果 

 砂岩と石灰岩を用いたコンクリートの引張強度の結果を付図 2.2.3 に示す．供試体は，

圧縮強度と同様に材齢 7 日に乾燥を開始したものである．圧縮強度と比較して若干ばらつ

きが大きくなっているが，全体の傾向として粗骨材に砂岩を用いたコンクリートの方が石

灰岩を用いたものより高い引張強度となっており，傾向は圧縮強度と同様であった． 

 

付図 2.2.3 引張強度の実験結果 

 

 骨材量 Vag=0.69 について，養生方法の違いによる引張強度の比較を付図 2.2.4 と付図

2.2.5に示す．水セメント比 40%の場合，砂岩と石灰岩で引張強度に明確な傾向は見られな

い．一方，水セメント比 55%のケースでは，砂岩の引張強度に養生方法による差が見られ

ないのに対し，石灰岩は明らかに水中，封緘，乾燥の順番で材齢が進むほど引張強度の差

が広がっている．これは，砂岩の収縮によってセメント硬化体の拘束が緩和されるのに対

し，石灰岩は乾燥しても骨材が収縮せず，セメント硬化体に微細き裂が発生するためと推

測される． 

 

付図 2.2.4 養生方法の違いによる引張強度（W/C 40%） 
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付図 2.2.5 養生方法の違いによる引張強度（W/C 55%） 

 

付 2.2.3 乾燥収縮ひずみの実験結果 

 付図 2.2.6 に 10×10×40cm 供試体を用いた砂岩と石灰岩の乾燥収縮ひずみの実験結果

を示す．砂岩と石灰岩の乾燥収縮ひずみで比較すると，明らかに砂岩を用いたコンクリー

トの乾燥収縮ひずみが大きくなる傾向を示しており，既往の多くの報告と傾向は一致して

いる． 

 砂岩を用いた実験結果は，水セメント比 55%の乾燥収縮ひずみが 40%のものよりも大き

い傾向となっており，解析においてもその傾向が表現されている（付図 2.2.6 左）．なお，

解析の最大骨材収縮量の設定値は 500μとした． 

 一方，石灰岩を用いた乾燥収縮ひずみの実験結果は，砂岩と比較して水セメント比の違

いによる影響が小さい．また，最大骨材収縮量の設定値を 0μとした解析においても同様の

傾向となっており，骨材収縮の違いがこの様な傾向となる一つの要因と考えられる（付図

2.2.6右）． 

 

 

付図 2.2.6 10×10×40cm供試体の乾燥収縮ひずみ（左：砂岩，右：石灰岩）  

 

付 2.2.4 水分逸散量の実験結果 

 上記の乾燥収縮ひずみと同じ 10×10×40cm 供試体で計測したセメント硬化体体積あた

りの水分逸散量を付図 2.2.7 に示す．水セメント比 40%の場合，砂岩と石灰岩の違いによ
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る水分逸散量への影響は見られず，両者の値はほぼ同じとなっている．一方，水セメント

比 55%のケースでは，石灰岩が砂岩よりも水分逸散量が大きくなる傾向を示している． 

 解析では，いずれも砂岩を用いたコンクリートの水分逸散量が石灰岩を用いた場合より

も大きくなっている．特に水セメント比 55%のケースにおいては，明らかに実験と逆の傾

向となっている． 

 

 

付図 2.2.7 10×10×40cm供試体の水分逸散量（左：W/C 40%，右：W/C 55%） 

 

 水セメント比 40%の実験結果は，水分逸散量が同じであったにも関わらず，石灰岩を用

いたコンクリートの乾燥収縮ひずみが小さくなっている．また，水セメント比 55%の実験

結果においても，石灰岩を用いたコンクリートの水分逸散量が大きいにも関わらず，乾燥

収縮ひずみは石灰岩の方が小さくなっている．そこで，本実験結果の水分逸散量と乾燥収

縮ひずみの関係について付図 2.2.8に示す． 

 水セメント比 40%の実験の場合，水分逸散量と乾燥収縮ひずみの関係は，砂岩と石灰岩

のどちらもほぼ同じ関係となっている．一方，水セメント比 55%の実験の場合，同じ水分

逸散量に対して砂岩を用いたコンクリートの方が大きい乾燥収縮ひずみとなっている． 

 

 

付図 2.2.8 水分逸散量と乾燥収縮ひずみの関係（左：W/C 40%，右：W/C 55%）  
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 以上の様な実験の傾向は，石灰岩の骨材収縮が小さいという現象のみでは説明できず，

セメント硬化体中の微細き裂発生による収縮駆動力の解放と水分流束の増加を考慮しなけ

ればならないと考えられる． 

 解析では，水分逸散量が増加するほど，毛細管張力や分離圧による収縮駆動力は増加す

るため，乾燥収縮ひずみも大きくなる．また，水分流束の変化は，コンクリートとしての

微細ひび割れ発生によって増加することが考慮されているものの，セメント硬化体中の微

細き裂による影響は考慮されていない．従って，付図 2.2.8 に示した様に，水分逸散量と

乾燥収縮ひずみの関係において，解析結果は骨材の種類（骨材収縮量）に関わらずほぼ同

じ値になったと考えられる． 

 一方，実験では，水セメント比が高くなるほどセメント硬化体の収縮が大きくなるため，

石灰岩の収縮量の小ささと組み合わされて微細き裂の影響が明確に表れたものと考えられ

る． 

 

付 2.2.5 透気係数の実験結果 

 表面近傍の微細ひび割れ発生や，骨材周囲のセメント硬化体に生じる微細き裂は，水蒸

気や水分の移動にも影響を与えると推測される．そこで，15×15×53 供試体を用い，トレ

ント法によって透気係数を計測した．砂岩と石灰岩を用いたコンクリートの透気係数を骨

材量の違いで比較したものを付図 2.2.9に示す． 

 粗骨材に砂岩を用いたコンクリートの透気係数は，骨材量に関わらずほぼ同じ値となっ

ている．モルタルの透気係数が大きい原因としては，モルタルの収縮量が大きいことによ

る内部拘束による表面近傍の微細ひび割れの影響が考えられる（付図 2.2.9 左）． 

 粗骨材に石灰岩を用いたコンクリートの透気係数は，骨材量 Vag=0.61 のケース以外はモ

ルタルに近い値となっており，砂岩よりも大きい傾向であった．石灰岩自体の骨材収縮量

は小さいため，コンクリートとしての収縮量も減尐し，乾燥に伴う内部拘束の影響による

表面近傍の微細ひび割れ発生も低減されると考えられる．しかし，透気係数が砂岩を用い

たコンクリートよりも大きい傾向を示すということは，セメント硬化体に微細き裂が多く

発生したためと推測される． 

 

付図 2.2.9 トレント法による透気係数の計測結果（左：砂岩，右：石灰岩）  
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付 2.2.6 梁試験体のたわみの実験結果 

 梁試験体の結果については，本文第 5 章の 5.2 節を参照． 
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付録３ 

骨材とセメント硬化体の 2 相系を考慮した引張強度 

 

 

 

 

 

 

 

付 3.1 はじめに 

 

 コンクリートの乾燥収縮ひび割れ発生の予測精度向上のためには，骨材とセメント硬化

体間の相互作用を考慮したコンクリートとしての引張強度を考慮する必要があると考えら

れる．ここでは，骨材とセメント硬化体の 2 相系として考えた場合の引張強度について検

討を行う． 

 

 

付 3.2 検討の仮定 

 

岡島は，母材に石膏とセメントの 2 種類を用い，各種骨材と組み合わせた圧縮強度を調

べている 1)．岡島の実験 1)によれば，母材と骨材の弾性係数比（骨材弾性係数/母材弾性係数）

が 1.0 よりも大きい時，粗骨材量が増加するほど石膏コンクリートは圧縮強度が増加し，セ

メントコンクリートは圧縮強度が減尐する傾向を報告している．一方，弾性係数比が 1.0 よ

り小さい時，石膏とセメントのいずれの母材を用いても，圧縮強度は減尐している． 

 石膏は，硬化に際して収縮しない材料であり，岡島の実験で用いられた各種骨材も，ガ

ラス，鉛玉，ポリエチレンペレットなど乾燥に伴う収縮の生じない骨材が用いられている．

そこで，コンクリートの引張強度の検討にあたり，ペーストと骨材の両方が収縮しないケ
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ースから検討を開始し，ペーストと骨材の両方が収縮するケースまでの考察を試みる． 

岡島によって実施された実験は，圧縮強度に関するものである．引張強度の検討を進め

るにあたり，次の仮定を行うこととした． 

一般的にコンクリートの圧縮破壊では，軸方向に発達するひび割れ（軸直角方向への引

張応力の発生）が圧縮強度に大きな影響を与えていると考えることができる．そこで，岡

島の実験を用いて引張強度に関する考察を進めるにあたり，軸直角方向に生じる引張応力

（引張ひずみ）に着目する．軸方向の圧縮ひずみに対し，軸直角方向（横方向）に生じる

引張ひずみは，以下で表される． 

ct         (付 3.2.1) 

 ここで，εt：軸直角方向に生じる引張ひずみ，εc：軸方向の圧縮ひずみ，ν：ポアソン比で

ある． 

 母材または骨材が収縮する場合，軸方向の圧縮ひずみの全てが軸直角方向（横方向）の

引張ひずみの増加に寄与するわけではない．付図 3.1.1 の様に，圧縮方向の有効ひずみ分

が，横方向の引張ひずみの増加に寄与し，実際の変形における横方向の引張ひずみは，収

縮ひずみ分だけ減尐した値になっていると考えられる． 

 

付図 3.1.1 軸方向の圧縮による軸直角方向の変形イメージ 

 

 付図 3.1.1を以下の様な式で表せると仮定する． 

sh

ce         (付 3.2.2) 

  shsh

ct        (付 3.2.3) 

sh

cpcp

sh

agag

sh VV        (付 3.2.4) 

 ここで，εe：軸方向の有効ひずみ，ε
sh：骨材と母材の自由収縮ひずみ，ν：コンクリート
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のポアソン比，Vag：骨材容積率，Vcp：母材容積率，εag
sh：骨材の収縮ひずみ，εcp

sh：母材の

収縮ひずみである．骨材と母材に収縮が生じない時，式(3.2.2)～(3.2.4)の関係は，式

(3.2.1)と同じとなる． 

 複合材料（コンクリート）としての圧縮強度は，軸直角方向に生じる母材ペーストの引

張ひずみが限界ひずみに達した時，耐荷力を失うと仮定する． 

 cp lim       (付 3.2.5) 

ここで，εcp：母材ペーストの引張ひずみ，εlim：母材ペーストの限界ひずみである．母材

ペーストの限界ひずみは，母材単体の圧縮試験の結果から推定することとした． 

 

 

付 3.3 引張強度のモデル化 

 

付 3.3.1 並列モデル  

最初に，母材と骨材から成る 2 相系の複合材料が，完全に並列的な挙動をする（ひずみ

を共有する）理想的なケースについて考える．複合材料の圧縮ひずみから複合材料の横方

向の引張ひずみを算出して入力値の εtとし，ζt，ζag，ζcp，εag，εcp の 5 つの未知数を求める

方程式として(付 3.3.1)～(付 3.3.5)を仮定する． 

 tct E         (付 3.3.1) 

agagag E         (付 3.3.2) 

 cpcpcp E         (付 3.3.3) 

 tcpag        (付 3.3.4) & (付 3.3.5) 

 ここで，εt：コンクリートのひずみ，ζt：コンクリートの応力，ζag：骨材応力，ζcp：母材

応力，εag：骨材ひずみ，εcp：母材ひずみである． 

 ひずみを共有する並列モデルの場合，複合材料（コンクリート）の弾性係数は，(付 3.3.6)

として表される． 

cpcpagagc EVEVE       (付 3.3.6) 

 ここで，Ec：複合材料の弾性係数，Vag：骨材体積率，Vcp：母材体積率，Eag：骨材弾性係

数，Ecp：母材弾性係数である． 

 式(付 3.3.1)～(付 3.3.5)は，母材と骨材に収縮が生じない，骨材と母材の応力ひずみ関

係が線形の弾性体との仮定である．この場合，骨材量 Vagが増加するほど計算上の圧縮強度
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（＝母材ペーストの引張ひずみが限界ひずみに達した時，圧縮ひずみ×複合材弾性係数と

した値）と弾性係数は増加するが，破壊時のひずみは同じ値となる． 

 

 

付図 3.3.1 並列モデルによる計算上の圧縮強度（母材：石膏，骨材：ガラス） 

 

付図 3.3.1は，岡島の石膏コンクリート（骨材は砕きガラス）の材料物性値を用いて計

算した結果である．実験では，骨材量が増加するほど圧縮強度と弾性係数が大きくなる傾

向を示している．並列モデルで計算した石膏コンクリートの強度や弾性係数も同様の傾向

である．しかし，実験では大理石やガラス骨材で Vag=0.6 とした時，ペースト単体の約 1.2

～1.5 倍の圧縮強度の増加であり，並列モデルによる計算上の強度増加は大きすぎる．また，

実験の圧縮破壊時のひずみは，圧縮強度の増加に伴って減尐する傾向を示しており，並列

モデル単体で実際の現象を表現することはできていない．当然ながら，セメントコンクリ

ートの実験結果の様な，骨材量の増加に伴う強度低下の傾向も表現することはできない． 

 

付 3.3.2 直列モデル  

 次に，母材と骨材から成る 2 相系の複合材料が，完全に直列的な挙動を示す（応力を共

有する）理想的なケースについて考える．並列の場合と同様に，入力値 εtに対して ζt，ζag，

ζcp，εag，εcpの 5 つの未知数を求める方程式として式(付 3.3.1)～(付 3.3.3)，(付 3.3.7)(付

3.3.8)を仮定する． 

 tct E         (付 3.3.1) 

agagag E         (付 3.3.2) 

 cpcpcp E         (付 3.3.3) 

 tcpag        (付 3.3.7) & (付 3.3.8) 

 並列と直列の違いは，式(付 3.3.4)(付 3.3.5)が式(付 3.3.7)(付 3.3.8)の応力を共有す

る形へ変化している点である．また，直列モデルにおける複合材としての弾性係数は，以
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下の様に表される． 

   1
 cpcpagagc EVEVE     (付 3.3.9) 

 

 

図 3.3.2 直列モデルによる計算上の強度（母材：石膏，骨材：ガラス） 

 

 応力を共有する直列モデルの場合，骨材量 Vagが増加するほど計算上の弾性係数が増加す

るが，圧縮強度は一定値である．これは，骨材容積率の増加に伴う直列の複合材としての

弾性係数 Ec の変化と，最弱リンクモデル等によるペースト破壊を考えれば，当然の結果で

ある．従って，岡島の石膏コンクリートの実験結果の様な，骨材量 Vagの増加に伴う破壊時

のひずみの減尐は直列モデルで表現可能である．しかし，コンクリート強度の変化は，直

列モデル単体で表現することはできない． 

 

付 3.3.3 並列・直列混合モデル  

並列モデルと直列モデルの極端な条件では，ガラス骨材を用いた石膏コンクリート（骨

材収縮と母材収縮の両方が無い場合）でも，複合材としての強度を適切に表現することが

できなかった．そこで，並列と直列の中間的な挙動について検討を行う． 

 並列と直列の中間的な挙動として，第 2 章で述べた 2 相系モデルに関する 5 つの方程式

を参考に，以下のような簡易的なモデルを考える． 

 cpcpagagt VV        (付 3.3.10) 

 cpcpagagt VV        (付 3.3.11) 

agagag E         (付 3.3.2) 

 cpcpcp E         (付 3.3.3) 

 
 

  0


cpag

cpag

xf



     (付 3.3.12) 
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 ここで， f(x)：並列と直列の中間的挙動を表現するための関数または定数である． 

 

  

付図 3.3.3 並列・直列の複合モデルによる計算上の強度の変化 

（ 母材：石膏，骨材：ガラス，左：f(x)= 99999999=並列，右：f(x)=0=直列 ） 

 

 付図 3.3.3 は，並列・直列の混合モデルの式(付 3.3.2)(付 3.3.3)，式(付 3.3.10)～(付

3.3.12)を用い，f(x)を極端な値（0＆99999999）として並列と直列の挙動をチェックしたも

のである．並列と直列の混合モデルでも，先に示した個々の並列・直列と同じ結果が得ら

れていることがわかる． 

そこで，f(x)を適当な値とすることで中間的な挙動を表現し，石膏コンクリートの実験結

果を計算で再現することを試みる． 

 

  

付図 3.3.4 並列・直列の複合モデルによる計算と実験の比較 f(x)=50000 

左：骨材体積率と母材強度との比，右：弾性係数と圧縮強度 

（ 母材：石膏，骨材：ガラス CG，ポリエチレンペレット PE ）  

 

 付図 3.3.4 は，岡島の石膏コンクリートの実験の中で，骨材が多孔質でないもの（骨材

収縮が無いと考えられる材料）かつ，骨材弾性係数が極端に異なる材料（砕きガラスとポ

リエチレンペレット）について比較したものである．計算は，f(x)=50000 の定数としたも

のである．複合材としての弾性係数は，ステップごとに圧縮ひずみを増加させる際の応力

とひずみの関係の傾きから算出したものである． 

 軸直角方向（横方向）に発生する母材ひずみを圧縮破壊の判定に使用し，母材と骨材を
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共に線形（個々の弾性係数は論文記載の値を使用）と仮定したにも関わらず，骨材量と骨

材弾性係数の違いによる石膏コンクリートの圧縮強度と弾性係数の変化を，f(x)=50000 の

一定値で比較的良好に表現できている（付図 3.3.4）． 

 石膏コンクリートのこの結果は，骨材の弾性係数が母材の弾性係数より大きい時，骨材

は母材の変形を拘束する補強効果を有していると説明できる．一方，骨材の弾性係数が母

材の弾性係数より小さい時，骨材が母材を拘束する効果が無く，見かけ上の母材体積が減

尐する様な挙動となるために，複合材料としての強度が減尐すると考えられる． 

 

 

付 3.4 収縮を考慮した引張強度のモデル化 

 

付 3.4.1 母材の収縮の影響（セメントを用いた場合） 

 付図 3.3.4 と同じ計算手順で，岡島のセメントコンクリートの実験と比較を行う．石膏

とセメントの違いは，母材の弾性係数 Ecp が 82600kgf/cm2→161000kgf/cm2 と倍近く増加

すること，母材単体の圧縮強度が 138kgf/cm2→505kgf/cm2 と 3.6 倍程度大きくなること，

ポアソン比が 0.231→0.21 と若干小さくなることの 3 点である．この段階ではセメントペ

ーストの収縮は考慮せず，上記 3 点のみを変化させた比較を付図 3.4.1に示す． 

 

  

付図 3.4.1 並列・直列の複合モデルによる計算と実験の比較 f(x)=50000，母材収縮なし 

左：骨材体積率と母材強度との比，右：弾性係数と圧縮強度 

（ 母材：セメント，骨材：ガラス CG，ポリエチレンペレット PE ）  

 

 付図 3.4.1 に示す様に，計算の強度・弾性係数の増減傾向は，石膏コンクリートの時と

同じ傾向である．しかし，石膏コンクリートと異なり，砕きガラスを骨材にしたセメント

コンクリートの実験結果は，骨材量の増加と共に圧縮強度が低下する傾向を示す．弾性係

数比が 1.0 以上の時，式(付 3.3.2)(付 3.3.3)(付 3.3.10)～(付 3.3.12)を用いる限り，いか

なる f(x)の値（定数）に変更しても強度が減尐する傾向は表現できない（f(x)=0 の直列とし

ても強度は一定値である）． 

 母材が石膏とセメントで一番異なる部分は，母材の収縮である．石膏が硬化に際して収
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縮しないのに対し，セメントペーストは大きく収縮する挙動を示す．そこで，以下の様に

母材と骨材の収縮の影響を含めた方程式として式(付 3.3.2)(付 3.3.3)を修正して式(付

3.4.1)(付 3.4.2)の様に仮定する． 

 cpcpagagt VV        (付 3.3.10) 

 cpcpagagt VV        (付 3.3.11) 

 sh

agagagag E        (付 3.4.1) 

  sh

cpcpcpcp E        (付 3.4.2) 

 
 

  0


cpag

cpag

xf



     (付 3.3.12) 

 

 ここで，εag
sh：骨材の収縮ひずみ，εcp

sh：母材の収縮ひずみである．付図 3.4.1について，

上式を用いて再度計算した結果を付図 3.4.2～付図 3.4.4に示す． 

 

  

付図 3.4.2 εcp
sh=-1000μ，f(x)= 5×104 

  

付図 3.4.3 εcp
sh=-2000μ，f(x)= 5×104 
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付図 3.4.4 εcp
sh=-3000μ，f(x)=5×104 

（左：骨材体積率と母材強度との比，右：弾性係数と圧縮強度） 

（ 母材：セメント，骨材：ガラス CG，ポリエチレンペレット PE ）  

 

 付図 3.4.2～付図 3.4.4に示す様に，母材（=セメントペースト）の収縮を考慮すること

によって，セメントコンクリートの場合も，実験の傾向をある程度表現できるようになっ

ている．また，母材（=セメントペースト）の収縮量は，-2000～-3000μとして計算した時

の値が最も実験と合いそうであり，配合によっても異なるが実際のセメントペースト単体

の収縮量もこの程度の値と考えても良いと思われる．ここでは εcp
sh

=-3000μ，f(x)=5×104

を採用する． 

 

付 3.4.2 骨材収縮の影響（砕き大理石を用いた場合） 

（１）骨材の収縮を考慮しない計算 

 岡島の実験 1)の中で，多孔質材料の骨材と考えられるものは，「砕き大理石」「砕きコルク」

「豊浦標準砂」である．大理石は石灰岩の一種であるため，「砕き大理石」は石灰石骨材に

近い挙動を示すと思われる．そこで，砕き大理石（CM）は収縮する骨材であると想定して

検討を行う．付図 3.4.5と付図 3.4.6に，砕き大理石（CM）が収縮しないとして仮定して

計算したものと実験の比較を示す． 

 

  

付図 3.4.5 εcp
sh=0μ，f(x)=5×104 

（ 母材：石膏，骨材：ガラス CG，ポリエチレンペレット PE，砕き大理石 CM ）  

（左：骨材体積率と母材強度との比，右：弾性係数と圧縮強度） 
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付図 3.4.6 εcp
sh=-3000μ，f(x)=5×104 

（ 母材：セメント，骨材：ガラス CG，ポリエチレンペレット PE，砕き大理石 CM ）  

（左：骨材体積率と母材強度との比，右：弾性係数と圧縮強度） 

 

 付図 3.4.5 に示す様に，石膏と大理石の組み合わせの実験結果（緑△）は，砕きガラス

を骨材とした場合よりも明確に強度が増加している．しかし，大理石の計算（緑線）では，

砕きガラスとほぼ同じ（若干小さい）結果となっている． 

 一方，付図 3.4.6 のセメントと大理石の組み合わせの実験結果（緑△）は，砕きガラス

を骨材とした場合とほぼ同じ強度（若干大理石が大きい）となっている．しかし，大理石

の計算（緑線）では，砕きガラスよりも明確に強度が低下している． 

 

 

（２）骨材の収縮を考慮する計算 

 次に，同じ計算方法で，砕き大理石の収縮量を-400μ，-800μ，-1200μと変化させたケ

ースで計算を行う．付図 3.4.7～付図 3.4.9 に石膏コンクリートの場合を，付図 3.4.10～

付図 3.4.12にセメントコンクリートの場合の結果を示す． 

 

 

付図 3.4.7 石膏コンクリート εcp
sh=0μ，εag

sh=-400μ，f(x)=5×104 

（ 母材：石膏，骨材：ガラス CG，ポリエチレンペレット PE，砕き大理石 CM ）  

（左：骨材体積率と母材強度との比，右：弾性係数と圧縮強度） 
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付図 3.4.8 石膏コンクリート εcp
sh=0μ，εag

sh=-800μ，f(x)=5×104 

（ 母材：石膏，骨材：ガラス CG，ポリエチレンペレット PE，砕き大理石 CM ）  

（左：骨材体積率と母材強度との比，右：弾性係数と圧縮強度） 

 

 

付図 3.4.9 石膏コンクリート εcp
sh=0μ，εag

sh=-1200μ，f(x)=5×104 

（ 母材：石膏，骨材：ガラス CG，ポリエチレンペレット PE，砕き大理石 CM ）  

（左：骨材体積率と母材強度との比，右：弾性係数と圧縮強度） 

 

 付図 3.4.7～付図 3.4.9 は，骨材の砕き大理石の収縮量を-400，-800，-1200μとして比

較したものである（砕きガラスとポリエチレンペレットの骨材収縮量は 0μのままである）．

砕き大理石の収縮量が大きくなるほど圧縮強度が増加しており，実験の傾向に近い結果を

示している．大理石の骨材としての収縮量-1200μが適切かどうかは検討の余地があると思

われるが，骨材収縮を考慮した計算によって石膏コンクリートの強度が増加する傾向が現

れている． 
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付図 3.4.10 セメントコンクリート εcp
sh=-3000μ，εag

sh=-400μ，f(x)=5×104 

（ 母材：セメント，骨材：ガラス CG，ポリエチレンペレット PE，砕き大理石 CM ）  

（左：骨材体積率と母材強度との比，右：弾性係数と圧縮強度） 

 

 

付図 3.4.11 セメントコンクリート εcp
sh=-3000μ，εag

sh=-800μ，f(x)=5×104 

（ 母材：セメント，骨材：ガラス CG，ポリエチレンペレット PE，砕き大理石 CM ）  

（左：骨材体積率と母材強度との比，右：弾性係数と圧縮強度） 

 

 

付図 3.4.12 セメントコンクリート εcp
sh=-3000μ，εag

sh=-1200μ，f(x)=5×104 

（ 母材：セメント，骨材：ガラス CG，ポリエチレンペレット PE，砕き大理石 CM ）  

（左：骨材体積率と母材強度との比，右：弾性係数と圧縮強度） 

 

 付図 3.4.10～付図 3.4.12は，セメントコンクリートで骨材の砕き大理石の収縮量を-400，

-800，-1200μとして比較したものである（セメントの収縮量は-3000μ，砕きガラスとポ

リエチレンペレットの骨材収縮量は 0μのままである）．砕き大理石の収縮量が大きくなる
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ほど，圧縮強度が大きくなる傾向は同じである． 

 

付 3.4.3 並列・直列混合モデルのまとめ 

 「母材の収縮」「骨材の収縮」「骨材量」「母材と骨材の弾性係数」を全て同時に考慮した

並列・直列混合の 2 相系モデルを用い，複合材料としての破壊基準を「母材の引張ひずみ

と母材の限界ひずみの比較」とすることで，石膏とセメントの違い，弾性係数の極端にこ

となる骨材などを包含して強度の傾向を表現することができた．ただし，砕き大理石の収

縮量を 1200μとするなど，現実的では無いと考えられる条件も含まれるため，さらに検討

が必要と考えられる． 

 

 

付 3.5 二相系モデルの検証 

 

付 3.5.1 二相系モデル 

 前節では，骨材や母材が特徴的な条件の実験と比較することを目的として，岡島による

圧縮試験の結果 1)を用いた．一般的なコンクリートの引張強度であれば，既存の実験結果も

豊富である．そこで，これまでと同様に以下の式を用いて引張強度について検証を行う． 

 cpcpagagt VV         (付 3.5.1) 

 cpcpagagt VV         (付 3.5.2) 

 sh

agagagag E         (付 3.5.3) 

  sh

cpcpcpcp E         (付 3.5.4) 

 
 

  0


cpag

cpag

xf



      (付 3.5.5) 

 

 ここで，εt：複合材のひずみ，ζt：複合材の応力，ζag：骨材応力，ζcp：母材応力，εag：骨

材ひずみ，εcp：母材ひずみ，f(x)：並列と直列の中間的挙動を表現するための関数または定

数である． 

複合材としての引張強度は，「骨材容積率 Vag」「骨材弾性係数 Eag」「骨材収縮量 εag
sh」「母

材容積率 Vcp」「母材弾性係数 Ecp」「母材収縮量 εcp
sh」の 6 つが既知として定まる時，入力値

である「複合材の引張ひずみ εt」に対して，ζt，ζag，ζcp，εag，εcpの 5 つの未知数が求まる．

そして，母材応力 ζcp が母材引張強度 fcp に達した時の ζt を，複合材料としての引張強度 ft

と仮定する． 
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多くの実験では，母材としての着目がペーストではなくモルタルのため，ペースト単体

としての強度や弾性係数が岡島の実験の様に明確になっていない．ただし，これまで実施

してきた検討は，2 相系を構成する骨材とモルタルの物性が明らかであれば，「骨材（細骨

材と粗骨材）+セメントペースト」の組み合わせに限らず，「骨材（粗骨材）+モルタル（細

骨材+セメントペースト）」としても適用が可能と推測される．そこで，モルタルの物性を

母材とし，粗骨材が変化した場合の引張強度について計算と既往の実験の比較を行う． 

 

付 3.5.2 骨材量の影響 

 コンクリートは，骨材径が大きくなるほど，骨材量が多くなるほど圧縮強度や引張強度

が減尐することが報告されている．そこで，骨材量の変化が引張強度に及ぼす影響につい

て考察するため，川上による骨材量を変化させた引張強度の実験 2)とこれまでの 2 相系モデ

ルによる計算の比較を付図 3.5.1に示す． 

 

 

付図 3.5.1 引張強度比と骨材容積率の関係 2) 

 

 付図 3.5.1 の縦軸の引張強度比は，実験におけるモルタルの平均引張強度を基準とした

ものである．実験結果では，骨材容積率の増加に伴ってコンクリートの引張強度が減尐す

る傾向を示している．計算の引張強度は，母材の収縮量によって増減傾向が変化し，母材

に収縮が生じない時は，骨材量の増加と共に複合材としての引張強度が増加する傾向とな

っている．母材に収縮が生じると骨材量の増加に伴って複合材としての引張強度が減尐し，

母材の収縮量が大きくなるほどその傾向は大きくなっている．これは，骨材に母材の収縮

が拘束されて母材に引張応力が発生する影響と考えられる． 

 

付 3.5.3 母材の収縮を無くした場合 

 母材の収縮に伴う引張応力が発生しない条件として，コンクリートに膨張剤を混入して

骨材量を変化させた吉岡らの引張強度の実験 3)と計算の比較を付図 3.5.2に示す． 
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付図 3.5.2 膨張材を混入した引張強度の比較 3) 

 

 付図 3.5.2 の縦軸の引張強度比は，付図 3.5.1 と同様にモルタルの引張強度を基準とし

たものである．計算では，母材膨張量を各材齢時の実験結果と同じ値で設定した．膨張剤

を混入した実験では，付図 3.5.1 とは逆に骨材容積率の増加と共に引張強度が増加する傾

向を示している．外部から試験体が拘束されていない条件で，骨材容積率の増加に伴って

引張強度が増加する理由として，骨材による補強効果が考えられる． 

 

付 3.5.4 極端に骨材弾性係数が低い場合 

 骨材による補強効果の影響を考えるため，骨材の弾性係数が母材の弾性係数と極端に異

なるコンクリートについて検討を行う．付図 3.5.3 は，付図 3.5.1 に示した川上の実験 2)

と水セメント比が近く，母材の物性が同程度と仮定できる実験 4)で，骨材にゴム（0.001～

0.006GPa=）を用いたものである． 

 

付図 3.5.3 ゴム骨材を用いた場合の引張強度比と骨材容積率 

 

 

 付図 3.5.3 に示す様に母材の物性が近いにも関わらず，ゴムを骨材とした引張強度は，

骨材量が増加するほど引張強度が減尐している．これは，岡島の実験 1)においてポリエチレ

ンペレットを骨材としたケースと同様の理由と考えられる． 
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付 3.5.5 様々な品質の骨材が混合した場合 

次に，様々な性状の骨材を用いて強度，弾性係数等を調べた藤原の実験 5)を比較対象とす

る．藤原の実験は，骨材の弾性係数と引張強度の結果が同時に記載されており，本検討に

最適と考えられる． 

 モルタルを母材と見なして計算した引張強度と，藤原による引張強度試験の比較を付図

3.5.4 に示す．低品質骨材（低弾性係数）の No.1 がモルタルに近い強度であり，高品質骨

材（高弾性係数）の No.10 や No.15 の引張強度が若干高めになる傾向など，計算は実験結

果の傾向を比較的表現できていると思われる． 

 

 

付図 3.5.4 コンクリートの引張強度の比較 5)（左：実験，右：解析） 

 

 母材の引張強度，母材の弾性係数（母材への微細き裂発生は考慮しない），骨材の弾性係

数は，全て藤原の実験データの値を用いた．また，並列・直列を表現する f(x)の値は，これ

までの考察と同様に 50000 の一定値である． 

 一方，藤原の実験では水中養生中の骨材収縮量と母材収縮量が不明である．そこで，骨

材と母材の収縮量に対し W/C の違いによる自己乾燥の影響を考えて以下の様な値を仮に設

定して計算を行った． 

 

付表 3.5.1 仮定した骨材と母材の収縮量 

 

W/C 30 40 50 60 70 100

No.1 ε ag
sh -500 -450 -400 -350 -300 -250

No.10 ε ag
sh -300 -250 -200 -150 -100 -50

No.15 ε ag
sh -150 -100 -50 0 0 0

No.1 ε cp
sh -150 -120 -90 -60 -30 0

No.10 ε cp
sh -150 -120 -90 -60 -30 0

No.15 ε cp
sh -150 -120 -90 -60 -30 0
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 骨材の収縮量は，極端に弾性係数の低い No.1 (0.96×105 kgf/cm2)で水セメント比 30%

の時，自己乾燥で-500μ収縮すると仮定し，付表 5.3.1の様に No.10 (3.01×105 kgf/cm2)

で-300μ，No.15 (9.93×105 kgf/cm2)で-150μとし，水セメント比に応じて-50μずつ低減

した． 

 母材のモルタルは，水セメント比 30%の時に-150μとし，水セメント比の増加に応じて

-30μずつ収縮量を減尐させた．付図 3.5.4 と同時に計算した弾性係数の比較を付図 3.5.5

に示す．弾性係数の計算値も比較的良好に実験結果を再現できているものと考えられる． 

 

 

付図 3.5.5 弾性係数の比較 5) （左：実験，右：解析） 

 

 今回の計算の引張強度について，母材（モルタル）と骨材（粗骨材）の収縮量の設定値

が適切かどうかは検討の余地があると思われる．そこで，より広い視野で 2 相系モデルの

傾向を把握するため，低品質骨材を高品質骨材へ徐々に置換した実験の引張強度との比較

を行う． 

藤原によれば，極めて低品質な粗骨材を極めて高品質な粗骨材へ徐々に置換した場合

（A-D），混合割合のペシマムが存在するような特徴的な挙動を報告している．一方，品質

の差が比較的小さい骨材同士の置換（B-C）では，引張強度が単調増加する傾向を報告して

いる． 

付図 3.5.6は，置換なし（＝混合割合 0%）から高品質骨材へ徐々に置換した引張強度の

比である．混合割合の増加に伴う計算の引張強度の変化は，実験と比較して穏やかな変化

となっている．しかし，A-D において混合割合のペシマムが存在するような特徴的なグラ

フの形を計算でも表現することができている．また，B-C が単調増加する傾向も実験の挙

動を再現できていると考えられる． 

なお，付図 3.5.6 の母材と骨材の各種物性の設定は，付図 3.5.4 と付図 3.5.5 の計算と

同じであるが，2 種類を混合した骨材としての平均的な挙動（骨材弾性係数と骨材収縮量）
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は，単純に直列として計算を行った．B-C の骨材収縮量（No.4 と No.10）は，同じ収縮量

とした． 

 

 

付図 3.5.6 低品質骨材と高品質骨材を置換した引張強度の比較 5) （左：実験，右：解析） 

 

 付図 3.5.7 は，付図 3.5.6 の計算と同時に求めた弾性係数比の比較である．若干計算の

引張強度比が高めに算出されていると思われるが，B-C が明確に A-D より小さくなり，W/C

の影響が小さい傾向は実験と同じである．従って，付図 3.5.6 で計算した引張強度比の傾

向を求める際に仮定して設定した各種値について，おおよそ適正な範囲のものであると考

えられる． 

 

 

付図 3.5.7 混合割合による弾性係数比の比較 5) 

 

 付図 3.5.8 は，付図 3.5.6 の様な引張強度の挙動が現れる原因を考えるため，A-D の場

合について 4 つのケースの計算を行ったものである． 

Case1は極めて品質の低いNo.1と極めて品質の高いNo.15の骨材収縮量を-500μで一定

とした場合，Case2 は Case1 と同じ条件で骨材の収縮量を 0μで一定としたものである．

実際の現象として，No.15 の骨材収縮が No.1 と同じということは考えにくいが，低弾性係

数から高弾性係数の骨材へ徐々に置換したとしても，骨材収縮量が一定であれば引張強度
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は単調増加し，ペシマムの存在を示すような計算結果にはならない． 

 Case3 は骨材の弾性係数が No.1 と同じで一定とし，骨材収縮量が No.1 で仮定した-500

μから No.15 の-150μまで徐々に減尐する計算である．Case4 は Case3 と同じ条件で，骨

材の弾性係数を No.15 として一定としたものである．骨材の弾性係数が一定で，骨材収縮

量だけが置換割合によって減尐すると，計算上は引張強度が単調に減尐する傾向を示して

いる． 

 

 

付図 3.5.8 高品質骨材の混合割合の影響 

 

 以上より，骨材の置換によって引張強度にペシマムが存在するような独特の挙動を示す

原因は，低品質骨材（弾性係数が小さく骨材収縮量が大きい）から高品質骨材（弾性係数

が高く骨材収縮量が小さい）の個々の挙動が組み合わさった時に現れる現象であり，2 相系

の引張強度モデルで，骨材弾性係数と骨材収縮量を考慮しなければ表現できないと考えら

れる． 
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付録４ 

材料非線形の構造解析と時間依存構成モデルの連成 

 

 

 

 

 

 

 

付 4.1 構造解析のフロー 

 

 DuCOM-COM3 は，第 2 章 2.1 節で述べた様に，微視的挙動から巨視的挙動までを考慮

可能な有限要素法プログラムである．ここでは，DuCOM で算出される様々な熱力学的挙

動と時間依存構成モデルから，巨視的な材料非線形を考慮した COM3 への流れについてま

とめる． 

材料非線形を考慮した COM3 の有限要素法の基礎式は，荷重 t（時刻 t）において，応力

とひずみは次式で表される． 

  tt εDσ         (付 4.1.1) 

 tt uBε         (付 4.1.2) 

ここで，σt応力ベクトル，D：応力ひずみ関係，εt：ひずみベクトル，B：ひずみ変位関係，

ut：変位ベクトルである．仮想仕事の原理より，外力 Ft と内力 Pt の釣り合い条件より，以

下の関係となる． 

 tt PF          (付 4.1.3) 

  dVt

T

t σBP       (付 4.1.4) 

 材料非線形を考慮して上式を解くため，荷重を F1，F2，F3，…，Fnの様に分割する．荷

重 t の解（ut，σt）を用い，次式で表される荷重 t+Δt の釣合い条件式の解（ut+Δt，σt+Δt）を求
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める． 

 0PF   tttt       (付 4.1.5) 

    dVtttt σBP
T      (付 4.1.6) 

Newton 法による反復計算によって解を求めるため，はじめに荷重 t+Δt の初期解を次の

ように求める． 

   dVt

T

ttt σBFuK
)0(     (付 4.1.7) 

 
)0()0(

uuu  ttt
     (付 4.1.8) 

 
)0()0(

uBε        (付 4.1.9) 

 
)0()0(

εεε  ttt
      (付 4.1.10) 

  )0()0(

tttt   εDσ       (付 4.1.11) 

    dVtt

T

tt

)0()0(
σBP      (付 4.1.12) 

 ここに， 

    dV
t

T

t BεDBK     (付 4.1.13) 

 である．以降，反復回数( i )での収束計算スキームは， 

 






  dVi

tt

T

tt

ii

tt

)1()()1(
σBFuK    (付 4.1.14) 

 
)()1()( ii

tt

i

tt uuu  


     (付 4.1.15) 

 
)()( ii

uBε        (付 4.1.16) 

 
)()( i

t

i

tt εεε 
      (付 4.1.17) 

  )()( i

tt

i

tt   εDσ       (付 4.1.18) 

    dVi

tt

Ti

tt

)()(
σBP      (付 4.1.19) 

 である．外力 Ft と内力 Pt の差である不釣り合い力が収束判定値以下となった時，t=t+Δt

として次のステップに進み，再度 i=0 から収束計算を行う．上記の計算フローを付図 4.1.1

に示す． 
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付図 4.1.1 収束計算のフロー 

 

 

付 4.2 時間依存構成モデルとの連成 

 

 付 4.1 節における応力ひずみ関係 D は，ひび割れ発生や損傷進行の影響だけでなく，時

間依存構成モデルによるクリープや収縮によっても変化する．DuCOM-COM3 では，図

4.2.1に示す様に，ひび割れ前のコンクリート，ひび割れ後のコンクリート，鉄筋の 3 つに

分けて応力の算出を行っている．ひび割れ後のコンクリートは，時間依存構成モデル 2)によ

って求められる 3 次元の応力から弾性ひずみを算出して 2 次元のひび割れに関する座標系

へ変換し， 2 次元多方向非直交ひび割れモデル 1)へ弾性ひずみが引き渡される．2 次元多方

向非直交ひび割れモデル 1)によって算出された 2 次元の応力と D マトリクスを 3 次元へ再

統合して全体座標系へ座標変換し，鉄筋と重ね合わせることでひずみ εt+Δt(i)における鉄筋コ

ンクリートとしての応力と D マトリクスが算出される． 
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付図 4.2.1 収縮を考慮した応力の算出フロー 

 

 ここで，ε：t+Δt におけるひずみ，σC：コンクリートの応力，σR：鉄筋の応力，DC：コン

クリートの D マトリクス，DR：鉄筋の D マトリクス，σRC：鉄筋コンクリートの応力，DRC

鉄筋コンクリートの D マトリクス，εsh：自由収縮ひずみ，εtmp：温度ひずみ，εp：塑性ひず

み，εe：弾性ひずみ，σ,2D：2 次元の応力，ε,2D：2 次元のひずみである． 
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