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要旨：鉄筋コンクリート造建物の修復性能を分かりやすく表示するのに地震後の損傷に対す

る修復に係る「補修費用」は有効である。補修費用を合理的に推定するには，損傷の定量的

な評価が不可欠である。そこで，鉄筋コンクリート柱のひび割れ長さ・幅を補修対象となる

損傷とし，ひび割れの発生・進展過程を考慮したひび割れ量推定モデルを提案し，31 体の試

験体についてひび割れ量を予測し，実験値と比較してモデルの妥当性について検討した。  

キーワード：損傷量，ひび割れ，鉄筋コンクリート柱 

 

1. はじめに 

性能評価型耐震設計法では，建物の構造性能

レベルを選択するときの判断基準となるように，

専門家ではない建築主にもわかりやすく構造性

能を表示することが目標とされている。 建物の

構造性能には安全性能，修復性能，使用性能な

どがあるが，このうち，修復性能は一定の大き

さの地震を受けた後の建物の経済的な損失量と

して表わすことが合理的であり，この表示には

地震後の修復に要する「補修費用」もその一つ

の指標となると考えられる。 この場合，個々の

建物の地震応答量に基づいて補修費用を定量的

に推定するために，その建物を構成する部材の

具体的な損傷量を定量的に把握することは不可

欠である。  

そこで，本研究では，鉄筋コンクリート (以下

RC) 柱部材を対象として，ひび割れの補修費用

を推定するために，部材角や部材端モーメント

などの部材レベルの地震応答値から，ひび割れ

発生や進展過程を考慮してその部材のひび割れ

量の推移を推定するモデルを提案する。 ひび割

れ量としては，特に補修費用と密接な関係にあ

ると考えられる，a) 総ひび割れ長さと b) ひび割

れ幅の二つを対象とする。 モデルによる推定値

を，既往の 31 体の柱の静的加力実験の実験結果

と比較してモデルの妥当性を検討する。 なお，

このモデルは曲げひび割れと曲げせん断ひび割

れを対象としているため，せん断スパン比が 1.5

～3 程度の柱部材が主な適用対象となる。  

 

2. ひび割れ長さ 

2.1 ひび割れの幾何学的形状に基づくモデル 

ひび割れ長さは以下に述べるモデル (以下

「CL モデル」という) を用いて算定する。 算

定にあたって次の仮定を置く。  

1) ひび割れ発生区間長さ：曲げせん断ひび割れ

が生じる区間長さ lcr は，断面の曲げ解析によっ

て求められる曲げひび割れモーメントと曲げ降

伏モーメントを考慮して決定する。 この区間内

において斜めひび割れが一様に生じるものとす

る。  

 端部が曲げ降伏するまでの段階では，ひび割

れ発生区間 lcr は曲げモーメント M が，曲げひび

割れモーメントを超えている区間の長さと等し

いものとする。 従って式(1)で与えられる。  

   )1(
2 M

MLl cr
cr −=         (1) 

ここに，L：部材のクリアスパン長さ(mm)，Mcr：

曲げひび割れモーメント(Nmm)である。 

端部が曲げ降伏し，かぶりコンクリートの圧

壊が始まると新しいひび割れは生じなくなる傾

向が見られるので，それ以降はひび割れ長さは
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増加しないものとする。この時のひび割れ発生

区間 lcrは式(2)で与えられる。   

y
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M
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2
 (一定値) (2) 

ここに，My：曲げ降伏モーメント(Nmm)，Lp：

ヒンジ領域長さ(=0.5(M/QD)dc，M/QD：せん断ス

パン比，dc：主筋の中心から圧縮縁までの距離 

(mm)1))である。  

2) ひび割れの形状：曲げひび割れと曲げせん断

ひび割れの形状は，図－1に示すような直線とし

引張縁から中立軸を横切る点までをひび割れ有

効長さとする。 なお，せん断力の影響も考慮し

て最終ひび割れと主筋のなす角度 θ は，靭性保

証型指針 2)のせん断強度式において採用されて

いるトラス機構のひび割れ角度 θ の最小値の制

限，式(3.1)と式(3.2)の最小値を超えないものとし

た。  

PR202cot −≤θ               (3.1) 

1cot −≤
wywe

B

p
v
σ
σλ

θ            (3.2) 

ここに，Rp：終局限界状態でのヒンジ領域の回

転角(rad)，λ ：トラス機構の有効係数，ν ：コン

クリートの有効係数， bσ ：コンクリートの圧縮

強度(MPa)，pwe：有効せん断補強筋比， wyσ ：せ

ん断補強筋の信頼強度(MPa)である。  

3) ひび割れ間隔：ひび割れ間隔は引張主筋位置

において均等でありその値を平均ひび割れ間隔

Savとする。  

 従って，これらをまとめると，平均ひび割れ

間隔 Savがわかっていれば，部材に作用するモー

メントが増大するにつれてひび割れの総長さが

増大していく過程におけるひび割れ長さを推定

することができる。  

2.2 平均ひび割れ間隔 Sav 

2.1 節で述べた平均ひび割れ間隔 Savは，鉄筋

の付着応力やコンクリートの引張強度，コンク

リートのかぶり厚さ，主筋間隔などの影響を受

けると考えられ，表－1 のような Savの推定法が

提案されている。 しかしこれらの推定方法の妥

当性については必ずしも検証されていない。 そ

こで，本研究では，既往の RC 柱の実験で観察さ

れたひび割れ図に基づいて，表－1の各推定法の

精度を検討し，それにより，採用する平均ひび

割れ間隔 Savの推定式を選定した。  

図－2 では，ここで用いる既往の実験データ

(3.1 節で詳しく述べる) のひび割れ図から読み

取った平均ひび割れ間隔の実験値と，表－1の各

推定法による推定値を比較している。 概ね推定

値の Sav は実験値より小さい傾向が見られるが，

その中では CEB-FIP Model Code 19785) による推

定式(式(4)) が比較的実験値と良い対応が見られ

ているので本研究では (4)式を採用する。  

e
av scS

ρ
φκκ 21)1.0(2 ++=    (4) 

ここに，c：かぶり厚さ(mm)，s：鉄筋中心間隔(mm)，

1
ct

bm

f
f

κ = (fct：コンクリートの引張強度(MPa)，fbm：

鉄筋の付着応力(MPa))で，付着のよい鉄筋で 0.4，

丸鋼で 0.8，κ2：ストレイン・ダイアグラムの形

による係数で，純曲げ状態で 0.125，純引張状態

で 0.25 ，梁ウェブ領域の偏心引張状態で

1 2 10.25 ( ) /(2 )ε ε ε⋅ + (ε1：大きい方のひずみ，ε2：小

さい方のひずみ)，φ：主筋の直径(mm)，ρe：有

効鉄筋比である。  
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図－1 ひび割れ発生仮定モデルの概念図 
(CL モデル) 
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2.3 ひび割れ長さの推定式 

 2.1 節と 2.2 節の方法に基づいて，一方向の漸

増載荷を受ける片持ち張りのひび割れ長さ Lcrは

次のように求められる。 部材に生じるひび割れ

本数 ncrは，式(5) となる. 

1+=
av

cr
cr S

l
n    (5) 

 部材の総ひび割れ長さはこれらの総和として

求められ，式(6) で求められる。  

]}}
)(
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  (6) 

ここに，D：部材せい(mm)，xn：中立軸から圧縮

縁までの距離 (mm)，RD，RS は比例係数でそれ

ぞれ以下のように表わされる。   

2−
−

=
cr

cr
D n
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s xRdD

xRD
R

+−
−

=       (8) 

ここに，d：引張主筋の中心から圧縮縁までの距

離(mm)である。  

 なお，逆対称曲げ正負繰返し載荷の場合のひ

び割れ長さは，2Lcr となる。 また，ここで考慮

しているのは部材の片側側面のひび割れのみで

あることに注意しなければならない。  

 

3．ひび割れ幅 

ひび割れ幅の算定には，部材には図－3(a)の

ように端部区間には斜めの扇状の曲げせん断ひ

び割れが，中央区間には一定間隔の斜めせん断

ひび割れが生ずると仮定して，ひび割れとひび

割れにより生じる部材変形との関係からひび割

れ幅を推定するモデル (以下「CW モデル」とい

う) を用いる。 算定にあたって次の仮定を置く。  

1) 剛体変位：部材変形はひび割れによって分割

されたコンクリートの剛体変位により生じるも

のとする。 

2) 変形成分：両端が固定された長方形の部材に

対し，部材の曲げ変形 Rfとせん断変形 Rsの各成

分の比は，弾性時にも部材の曲げ降伏後も，弾

性時の値(式(9))に等しく一定値とする。 

   2
12
GAL

EI
R
R

f

s κ
=        (9) 

3) 曲げひび割れ幅：部材の曲げ変形により生じ

る曲げひび割れ幅の総和は，図－3(b)のように

すべて部材端部の危険断面においてコンクリー

トが中立軸を中心に剛体回転して生じる曲げひ

び割れ幅に等しいものと仮定する。すなわち，

式(10)を仮定する。 

n

ff
f xD

w

L
R

−
==
∑δ

 (10) 

ここに，Rf：曲げひび割れによる変形角 (rad)，

δf：曲げによる変位 (mm)，∑wf：曲げひび割れ

幅の合計 (mm)である。 

表－1  平均ひび割れ間隔 Savの提案式 

Savの提案者 備考 

Hognestad ら 3) 理論式 

森田 4) 実験式 

CEB-FIP Model Code 19785) 

CEB-FIP Model Code 19906) 

Eurocode 2-19917) 

理論式 

＋実験式 

 

mm

m
m

 
図－2 平均ひび割れ間隔の比較 
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 CL モデルの曲げせん断ひび割れの本数 ncr－1

を用いると，CW モデルの平均曲げひび割れ幅は

式(11)となる。 

1
)(

−

−
=

cr

nf
fav n

xDR
w              (11) 

4) せん断ひび割れ幅：せん断ひび割れは剛体が

ひび割れの向きに直交して変位するものと仮定

する。すなわち，その変位の材軸に直交する成

分がせん断変形に寄与するものとする。したが

って，端部の曲げせん断ひび割れのひび割れ幅

wfsと中央区間のひび割れ幅wsとせん断変形の関

係は，図－3(b)から式(12)となる。 

∑ ∑ −+== )}cos()2{(1
fsfs

s
s Rww

LL
R θ

δ
   (12) 

ここに，Rs：せん断ひび割れによる変形角(rad)，

δs：せん断による変位(mm)，θ：主筋とせん断

ひび割れの成す角度である。   

ここに，部材端部の斜めひび割れ幅の合計∑wfs 

と部材中央区間の平均せん断ひび割れ幅 wsav が

等しいとすると仮定すれば，式(12)より，それ

ぞれ斜めひび割れの合計∑wfs と部材中央区間

の平均せん断ひび割れ幅が得られる。よって，

CW モデルの部材中央区間と部材端部の平均せ

ん断ひび割れ幅は，それぞれ，式(13)と式(14)

で得られる。  

)cos()2( fscr

s
sav Rn

LR
w

−+
=

θ
        (13) 

1−
=

cr

sav
fsav n

w
w       (14) 

ここに，nscr：せん断ひび割れ本数である。  

CW モデルでは，斜めひび割れ幅の合計∑wfs  

 

がせん断ひび割れ幅の平均値 wsavと等しいと仮 

定するため，平均曲げひび割れ幅は平均斜めひ 

び割れ幅より大きくなる。また，CW モデルは曲

げせん断ひび割れを対象としているため，曲げ

ひび割れによる回転変形が生じた後にせん断ひ

び割れによるせん断変形が生じるものとしてい

る。このため，前田らの研究 8)に比べて，部材変

形角が同じだと，せん断ひび割れ幅は大きくな

る傾向がある。  

 

4. ひび割れモデルの精度の検証 

4.1 精度検証用の実験データ 

CL モデルと CW モデルの妥当性の検証には，

黒正 9)，狩野 10)，戸田建設 11)，吉岡 12) (WS シリ

ーズ) による柱の静的加力実験から付着破壊し

た試験体を除いたせん断スパン比 1.5～3の 31体

の試験体の実験結果を用いた。 用いた試験体の

wf
wf
wf

Rf

Rs

ws

ws
ws

ws

wfs

wfs

wf

wfs

wfs
wfs

f

a

s

図－3 ひび割れと部材変形の関係 
(CW モデル) 

表－2 用いた試験対の諸元 

試験体 

シリーズ 

断面 

せい 

 (mm) 

せん断

スパン比 

 

コンクリート

圧縮強度 

(MPa) 

軸力比 

 

 

引張 

主筋比 

 (%) 

主筋 

降伏点強度

(MPa) 

せん断 

補強筋比 

(%) 

せん断補強筋

降伏点強度

 (MPa) 

黒正 9) 250 2.0 24.5 3.19, 6.14 0.34, 0.61 331～394 0.08～2.23 331～354

狩野 10) 500 2.0 25.2 3.28, 6.30 0.34～0.95 358～360 0.1～1.81 293～347

戸田 

建設 11) 
250 

1.5 

 3.0 
19.3 2.63, 5.25 0.34～0.96 356～381 0.15～1.22 358～388

吉岡 12) 250  2.0 27.4 2.63, 7.00 0.34,0.61 374～423 0.28～2.42 348～423
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主な諸元の範囲を表－2に示す。  

ひび割れ長さ，ひび割れ幅とも測定値が報告

されていない。 そこで，試験体に生じた総ひび

割れ長さは，ひび割れ図を基に画像処理法 13) に

より求めた。 ひび割れ幅については，実験デー

タがないため，CEB-FIP Model Code 19785)の手法

を用いて引張主筋のひずみから平均ひび割れ幅

を間接的に推定したものを実験値として比較の

対象とした。  

4.2 ひび割れ長さの比較 

寸法の異なる部材を同時に比較するため，ひ

び割れ長さを部材表面積で除したひび割れ率

(mm/mm2)を用いる。 画像処理により得られたひ

び割れ率の実験値と CL モデルにより求められ

たひび割れ率の計算値との比較を図－4 に示す。  

CLモデルによるひび割れ長さの計算値のうち

実験値の±30％の範囲に入るのは，曲げ降伏時

には約 7 割の試験体で，かぶりコンクリート圧

壊時には約 5 割の試験体であった。 また，実験

値に対する計算値の平均的な割合は，曲げ降伏

時は 1.09，かぶりコンクリート圧壊時は 1.19 で

あり，計算値は実験値より大きい傾向が見られ

た。  

特に，かぶりコンクリート圧壊時に計算値が

実験値の 70％未満となった試験体は，せん断ス

パン比 3 のものであり，式(3.1)と式(3.2)のひ

び割れ角度 θ の制限によりひび割れ発生区間長

さがひび割れ図から読み取った長さよりも短く

なるため，計算値が測定値より小さい結果とな

った。 また，せん断スパン比 1.5 の試験体の場

合，実際の試験体には細かいひび割れが多く生

じているのに対し，CL モデルではこれを考慮し

ていないため計算値が実験値より小さくなって

いる。  

破壊形式別にみると，曲げ降伏時には計算値

の実験値に対する比は，曲げ破壊した試験体は

1.21，せん断破壊した試験体は 0.96 であり，曲

げ破壊した試験体の方がせん断破壊した試験体

に比べ，計算値が実験値を上回る傾向が見られ

た。  

4.3 ひび割れ幅の実験値 

CEB-FIP Model Code 19785)では平均曲げひび

割れ幅 wfavを以下のように提案している。  
   ζεavfav Sw =             (15) 

ここに，ε：ひび割れ面での鉄筋ひずみ(mm)，

ζ：ひび割れ程度を表す無次元数で 

   )(1 21 M
M crββζ −=  (M > Mcr)     (16) 

ここに，β1：鉄筋の付着特性を表わす影響係数で

異形鉄筋の場合 1.0，丸鋼の場合 0.5，β2：繰り返

し載荷による影響を表わす係数で処女載荷の場

合 1.0，繰り返し載荷の場合 0.5 である。  

 また，文献 11 の試験体を除き，鉄筋のひずみ

の実験値を報告書から読み取るのが困難であっ

たため，曲げモーメントとせん断力から鉄筋の

ひずみを推定することとした。  

図－5(a)の A-A’断面(最終曲げせん断ひび割

れと主筋が交差する断面)には曲げモーメントと

せん断力によりの図－5(b)のような軸方向ひず

mm/mm2 mm/mm2 mm/mm2mm/mm2

(a) 

-30%

+30%

m
m

/m
m

2

m
m

/m
m

2

(b) 

M/QD D mm

M/QD D mm

M/QD D mm

M/QD D mm

-30%

+30%

M/QD D mm

M/QD D mm

M/QD D mm
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みが生じると考えられる 14)。 文献 11 の試験体

について，鉄筋のひずみの実験値と上記の方法

で推定した値を比較して図－6 に示す。 平均的

に推定値は実験値の約 1.08 倍であった。  

 

4.4 ひび割れ幅の比較 

CW モデルによる平均曲げひび割れ幅の計算

値とCEB-FIP Model Code 1978による平均曲げひ

び割れ幅の実験値の比較を図－7 に示す。 ここ

で，文献 11 の試験体は鉄筋のひずみに実験値を

用いたもの(図中の●)，他は推定値を用いたもの

である(図中の○)。 曲げ降伏時もかぶりコンク

リート圧壊時にも計算値が実験値より大きくな

っている。 これは，式(11)で用いたひび割れ本

数に CL モデルで部材危険断面に生じると仮定

した曲げひび割れが考慮されていないことによ

る影響だと考えられる。 

 

5．まとめ 

 RC 造柱部材を対象として，地震応答値からひ

び割れ長さを推定する CL モデルとひび割れ幅

を推定する CW モデルを提案し，既往の実験結

果との比較からその妥当性について検討した。  

その結果， 

1) CL モデルは，実験値に対してひび割れ長さ

を大きく評価している。  

2) CW モデルによるひび割れ幅は，実験報告

より大きくなった。 しかし，この比較の対象は

ひび割れ幅の実測値ではないため，今後実測値

を用いた比較が必要であると考えられる。  
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