
 

論文 耐力低下とスリップ性状を考慮した RC 梁部材の復元力特性モデル 
 

黒木 光博*1・塩原 等*2 

 

要旨：鉄筋コンクリート梁部材の曲げ降伏後の正負繰り返しに対する曲げせん断抵抗機構を

提案する。さらにこの機構と材料強度，応力歪度関係，主筋量，せん断補強量に，耐力低下

やスリップ性状と関連付けて，部材の非線形の復元力特性を模擬する履歴モデルを提案する。

その特徴は，提案するせん断抵抗機構を考慮して，除荷終了後剛性ゼロで変位が変化する量

（スリップ量）を，曲げ降伏ヒンジ領域のせん断補強筋の伸びによる回転角と関係づけ定量

化する点である。提案する履歴モデルを実験結果に適用し，比較してその妥当性の検討を行

う。 

キーワード：RC 梁，曲げ降伏後のせん断破壊，耐力低下，降伏残留歪，スリップ量，歪硬化 

 

1. はじめに 

 一般に RC 部材では，せん断耐力を曲げ耐力よ

りもある程度高くすることによって曲げ降伏ヒ

ンジを計画し，曲げ降伏先行型部材として靭性

が良くエネルギー吸収性能に富んだ部材を設定

することができる。しかし材料強度や配筋量の

組み合わせによっては，曲げ降伏後においても

ヒンジ領域にせん断破壊が発生することが知ら

れており，部材の靭性を決定する要因の一つと

して注目されている。 

 このような背景から，曲げ降伏後のせん断破

壊という現象を取り扱った研究は数多く存在す

る。例えば衣笠ら 1)は，曲げ降伏後のせん断破壊

を含め，正負繰り返しによる耐力低下現象一般

について数多くの実験的研究を行い，実験結果

を基に正負繰り返しによる耐力低下メカニズム

を提案している。また梅村ら 2)は，耐力低下性状

と実験パラメータとの関連性を考察し，Takeda

モデルを一部修正することで耐力低下を考慮で

きる復元力特性モデルを提案している。しかし，

部材の終局状態をより理論的に定義している研

究や，耐力低下のメカニズムをモデル化して部 

材の靭性を考察するといった研究は依然として

少なく，今後さらに検討していく必要がある。 

 そこで本研究では，梅村らの研究をもとに RC

梁部材を対象として曲げ降伏後の正負繰り返し

に対する曲げせん断抵抗機構をモデル化し，さ

らにこの機構と耐力低下・スリップ性状を関連

付け，部材の非線形の復元力特性を模擬した履

歴モデルを提案する。提案した履歴モデルと既

往の実験結果を比較し，その妥当性を検証する。 

 

2. 曲げせん断抵抗機構のモデル化 

2.1 危険断面主筋降伏後の履歴性状モデル 

 図－1 に危険断面主筋降伏時の履歴性状モデ

ルを示す。図中の矢印は，鉄筋の引張・圧縮応

力及びコンクリートの圧縮応力を示している。

本研究では，Takeda モデルを一部修正し，耐力

低下・スリップ性状を考慮できるようにするこ

とを目的の一つとしている。そのため，以下の

考察では履歴モデルとして Takeda モデルを取り

上げて破壊性状との比較を行う。 

RC 梁部材は，載荷を進めると危険断面の主筋

から降伏に至る。この段階においては，部材の

応力負担は主にコンクリート圧縮束を介したア

ーチ機構によるものである(状態 A)。この状態
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で，ある方向の載荷により引張側主筋が降伏し

た後に逆転載荷を受けると，主筋の引張降伏に 

伴う残留歪の影響で除荷終了時に曲げひび割れ

が完全に閉じないと考えられる(状態 B)。さら

に載荷を続けるとひび割れが完全に閉じてコン

クリート圧縮束の部材軸成分を負担できるよう

になるが，主筋の降伏残留歪の影響で水平力の

一部が危険断面において負担できなくなり，そ

の分を横補強筋が負担するようになる。危険断

面主筋降伏前後での応力負担の変化を図－2 に

示す。そして横補強筋歪の増大によりせん断ひ

び割れが顕著なものとなり(状態 C)，部材の水

平力は横補強筋を介して伝えられるトラス機構

により梁端に伝えられるようになる。 

2.2 横補強筋降伏後の履歴性状モデル 

 図－3 に横補強筋降伏後の履歴性状モデルを

示す。せん断ひび割れが生じた状態で正負繰り

返し載荷を受けると，載荷の進行に伴ってひび

割れ箇所における横補強筋の応力が増大してい

き，横補強筋が降伏する(状態 F)。横補強筋が降

伏した後に載荷を行うと，ひび割れ箇所におい

て横補強筋の降伏に伴う残留ひび割れが蓄積さ

れるので，除荷終了時にひび割れが完全に閉じ

ない状態となる(状態 G)。さらに部材変形を与え

ると，せん断ひび割れが完全に閉じコンクリー

ト圧縮束が再形成され応力伝達機構が復活する

(状態 H)が，同一振幅で正負繰り返し載荷を行う

と，最初の振幅により形成されたせん断ひび割

れの残留により耐力は徐々に低下していく。し

かし新たに現在の振幅以上の変位履歴を受ける

とせん断ひび割れが完全に閉じてコンクリート

圧縮束が再形成されるため，水平耐力が回復す

ると考えられる(状態 J)。 

 除荷終了点からせん断ひび割れが完全に閉じ

る点までの部材剛性は，せん断ひび割れ面での

局所的なコンクリートの接触等によるものであ

り，極めて小さな値であると考えられる。ここ

で，除荷終了後極めて小さな剛性で変位が変化

する量をスリップ量と定義する。本研究では同

一振幅での耐力低下をスリップ量と関連するも 
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図－1 危険断面主筋降伏後の履歴性状モデル 

危険断面主筋降伏前 危険断面主筋降伏後

降伏位置

図－2主筋降伏前後での応力負担の変化 
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図－3 横補強筋降伏後の履歴性状モデル 

 

のであると仮定している。そのため，図中では

同一振幅での耐力低下を，再載荷時において指

向点をスリップ量と同じ変形量だけ載荷方向に

移動させることで表現している。 
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2.3 耐力低下時の履歴性状モデル 

 図－4 に耐力低下時の履歴性状モデルを示す。

部材が終局状態に至ると，その後は正負繰り返

しに関係なく，一方向に載荷した場合において

も大幅な耐力低下を引き起こす。そのため，図

中では荷重―変形関係上のスケルトンカーブを

強調して示している。耐力低下直前の状態（状

態 K 左）において，ヒンジ領域に発生している

せん断ひび割れは部材変形に追従するために大

幅に開いており，さらにヒンジ領域におけるヒ

ンジ領域における引張側主筋も大幅に伸びてい

ると考えられる。耐力低下直前の状態では主と

してトラス機構により応力負担を行っているが，

危険断面付近のコンクリートは損傷が大幅に進

行しているため部材水平力のほぼ全てをせん断

ひび割れを横切る横補強筋が負担している状態

となっている。ここで，せん断ひび割れ面を横

切る引張側主筋が降伏に至ると，鉄筋の伸びの

急増とともに鉄筋自身の断面積も大幅に減少す

るため，主筋の付着力が大幅に低下する。せん

断ひび割れ面を横切る引張側主筋が降伏に至る

とき，その位置から危険断面までのほぼ全ての

領域において主筋が降伏を経験していると考え

られるため，ヒンジ領域全体において引張側主

筋の付着力が減少することになる。主筋の付着

力が大幅に減少すると，ヒンジ領域においてト 
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図－4 耐力低下時の履歴性状モデル 

ラス機構の成立が困難となるため，せん断ひび

割れ面を横切る横補強筋が弾性伸び量だけ縮む

と考えられる（状態 K 右）。そして耐力低下以降

に部材変形を与えると，水平力負担がほぼ不可

能な状態であるためヒンジ領域において部材の

せん断変形が増大し，破壊に至る（状態 L）。状

態 K において左側から右側への破壊状況の推移

はほぼ一瞬である。耐力低下以降はヒンジ領域

のコンクリートが大幅に圧縮破壊するため部材

軸方向の縮みが増大し，最終的に部材水平耐力

はゼロに近づく。 

 

3. 耐力低下時の水平変形 

3.1 耐力低下時の水平変形算出の概要 

 2 章で述べたスリップ量は，せん断ひび割れ面

を横切る横補強筋の降伏に伴う残留変形量に等

しい。本研究では耐力低下時点として，ヒンジ

領域の損傷が進み横補強筋のみにより水平力が

負担されており，さらにヒンジ領域での引張側

主筋が全般的に降伏している状態を想定した(図

－4 の状態 K)。このとき，ヒンジ領域では引張

側主筋の軸伸びが卓越することでせん断ひび割

れが大きく開いていることを仮定し，その時の

スリップ量は横補強筋の伸びと関連づけて導出

することを試みた。 

3.2 耐力低下時の応力状態の仮定 

 耐力低下時での曲げ降伏ヒンジ領域の回転角

を算出するため，まず図－5のように横補強筋の

応力状態及び歪分布を仮定する。危険断面から

せん断ひび割れ面までの距離を L0とすると，横

補強筋の応力は危険断面位置を基準にして L0/2

の地点まではゼロから比例的に増大し，それ以

降は降伏しているとする。計算上では単純化し

て考えるため，危険断面から L0/2 の地点までの

横補強筋応力度はσwy/2 で一定とする。以上より

L0 は，耐力低下直前の入力せん断力を部材の降

伏強度 Qyに等しいと考えると，以下の式により

計算できる。 

wwyy A
s
LQ σ⋅=
4

3 0           (1)      
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3.3 主筋の軸方向伸び 

 ヒンジ領域の回転角を求めるため，引張側主

筋の軸伸びについて考察する。ヒンジ領域の軸

伸び量は，ヒンジ領域の歪分布を考え，それを

材軸方向に積分することで求められる。そこで，

まずヒンジ領域両端の歪の値を求める。 

耐力低下時においてはせん断ひび割れが大き

く開いているため，せん断ひび割れ付近での主

筋は降伏に至っていると考えられる。本研究で

は梁危険断面における主筋応力度σmax が，危険

断面から L0位置における主筋降伏強度σyに，ト

ラス機構によるせん断力の釣り合いから発生す

る主筋の付着応力度を足し合わせたものとして

与えられると考える。 単純化のために，図－6

に示すように，ヒンジ領域において危険断面か

ら考えて L0/2 の位置までの領域とそれ以降の領

域での横補強筋の引張合力がそれぞれ L0/4，

3L0/4 の位置に作用しており，さらにトラス機構

によるコンクリート圧縮束が危険断面の圧縮側

主筋位置に作用していると仮定すると，σmax は

以下の式で与えられる。 

wy
t

w
y A

A
sd
L

σσσ ⋅⋅+=
16
7 2

0
max       (2) 

][:,][: 2 mmdmmAt 主筋間距離引張側主筋断面積  

図－7 に主筋及び横補強筋の応力度－歪関係

をそれぞれ示す。本研究では，主筋の応力度－

歪関係における歪硬化領域が直線で表せるとし，

その剛性は弾性剛性の 0.02 倍としている。主筋

の応力度－歪関係における歪硬化領域は直線で

表せるとしているので，危険断面での応力度σ

max を用いて危険断面での歪εmax が計算できる。

危険断面から L0地点の引張側主筋は降伏してい

ると考えたが，降伏に至ると主筋の伸びは急激

に増大するため，この位置の主筋は歪硬化点ま

で達していると考えられる。このことから図－8

に示すように，危険断面から L0位置での主筋歪

はεshに等しいとし，ヒンジ領域全体の歪分布は

εsh からεmax まで直線的に増加すると仮定する。 

図－5 横補強筋の応力分布・歪分布の仮定 

図－6横補強筋の引張合力位置の仮定 

 

 

図－7 主筋・横補強筋の応力度－歪関係 

図－8 主筋の応力分布・歪分布の仮定 

 

ヒンジ領域の歪は直線的に分布すると仮定して

いるので，曲げ降伏ヒンジ領域での主筋の軸方

向の伸び S はεsh 及びεmax を用いて以下の式の

ように表される。 

0
max

2
LS sh ⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
εε          (3) 

3.4 ヒンジ領域回転角及びスリップ量 

式(1)から式(3)を用いると，主筋の軸方向伸び

による曲げ降伏ヒンジ領域での回転角 Ruを算出

することができ，以下の式のように表される。 
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次に横補強筋伸びによるスリップ量を計算す

る。耐力低下時でのせん断ひび割れを横切る横

補強筋の各位置の伸びは式(4)で求めた回転角を

用いて計算できるが，ここではスリップ量を定

める上で危険断面から L0/2 の位置での横補強筋

の伸びを考える。載荷ピーク点から除荷終了点

までの過程において，横補強筋は弾性伸び量だ

け縮むと仮定する。図－7 における横補強筋の応

力度－歪関係より横補強筋の除荷剛性が弾性剛

性に等しいとしているので，スリップ量δs は以

下の式により表される。 

dR
L

wyus ⋅−⋅= εδ
2
0          (5)  

式(5)において，前半の項は載荷ピーク点におけ

る横補強筋の伸び量を，後半の項は横補強筋の

弾性伸び量を示している。 

 

4. 履歴モデルの提案 

 本研究では，Takeda モデルを一部修正して同

一振幅の耐力低下及びスリップ性状を考慮でき

るようモデル化を行っている。具体的には，横

補強筋が降伏し，スリップ性状が顕著に現れ始

める変形までは基本となる Takeda モデルに沿っ

て履歴を描き，この変形以上の塑性振幅では

Takeda モデルを修正してスリップ性状及び同一

振幅における耐力低下を考慮する。   

スリップ性状を表現するためにスリップ量と

いう考えを導入したが，履歴モデル上では除荷

終了点からせん断ひび割れが閉じる点までの過

程における復元力をゼロとして，水平方向に変

位を変化させることで表現する。また同一振幅

での耐力低下は，再載荷時において指向してい

る点をスリップ量と等しいだけ移動させること

で剛性低下による耐力低下を表現する。 

スリップ量の推移は，降伏変位でのスリップ

量をゼロ，耐力低下点でのスリップ量をδsとし

て，両者を直線で結んだものとして表現した。 

 なお，Takeda モデルの一般的なパラメータと

して，降伏後の剛性低下率を 0.01，除荷時の剛

性低下のパラメータを 0.4，内部ループにおける

除荷剛性低下率を 0.9 とした。 

 

5. 実験との比較 

 本研究で提案された履歴モデルを用いて復元

力特性を模擬し，過去に行われた RC 梁実験の結

果 3)と比較してモデルの妥当性を検証する。 

 表－1 に試験体名称及び主な実験パラメータ

を示す。全ての試験体でせん断耐力が曲げ耐力

に対して十分上回り，さらにせん断余裕度がほ

ぼ同じになるように設計されている。なお各試

験体の曲げ降伏強度はRC規準 4)の式を用いて算

出した。 

図－9に，耐力低下時変形の実験値と解析値と

の比較を示す。なお図中には靭性指針 5)の計算式

における塑性ヒンジ回転角の値も示してある。

試験体 D9，D10，D12 については本研究による

簡易的な手法で概ね終局変形を推定できたが，

横補強筋量の大きい試験体 D11 については，実

験値と解析値との間に大きな差が見られる。横

補強筋量が大きい場合，せん断ひび割れ面の主 

 

表－1 試験体名称及び主な実験パラメータ 

せん断スパン

主筋降伏強度

主筋引張強度

横補強筋
降伏強度 472.9[MPa]734.5[MPa] 421[MPa] 472.9[MPa]

横補強筋比 0.38[%] 0.19[%] 0.98[%] 0.19[%]
コンクリート強度

曲げ降伏強度 103.1[kN] 48.9[kN]

横補強筋間隔 65[mm]

27.0[MPa]
76.0[kN]

420.5[Mpa]
619.6[MPa]

引張鉄筋比 1.1[%] 1.48[%] 0.74[%]

200[mm]×300[mm]

試験体名 D9 D10

750[mm]

D11 D12

断面
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筋の降伏残留歪が過大になり，この位置が新た

にヒンジ端を形成するため，せん断ひび割れが

複数生じる可能性がある。そのため，一つのせ

ん断ひび割れを基準にして考える本モデルでは

変形量の計算値が小さくなったと考えられる。 

図－10に D9・D10 試験体における荷重－変形

関係の実験値と解析値の比較を示す。なお図中

にはスリップ量を履歴モデルに導入することの

妥当性を検証するため，0.04rad.におけるループ

のみを取り出したものも示している。これより，

耐力低下時の変形とスリップ量を精度良く算出

することで，本研究の履歴モデルにより部材の

荷重－変形関係がある程度追跡できると考えら

れる。 

 

6. まとめ 

曲げせん断抵抗機構をモデル化するとともに，

除荷時における横補強筋の残留歪を基に剛性ゼ

ロの変位量であるスリップ量を定量化し，履歴

特性に導入することで同一振幅での耐力低下や

スリップ性状を考慮した履歴モデルを提案した。

また提案した履歴モデルを用いて復元力特性を

描き，既往の RC 梁実験の結果と比較したところ，

提案モデルによって耐力低下やスリップ性状に

ついての大まかな特性を捉えることができた。 
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