
論文 3 次元有限要素解析による接合部を有する RC 部材のずれせん断挙動

の評価 
 

野見山 佳彦*1・三木 朋広*2・二羽 淳一郎*3・森 拓也*4 

 

要旨：プレキャストウェブと後打ちコンクリートフランジ間の接合方法を検討するために，様々

な方法で接合した RC 部材の静的単調 2 面せん断試験を行った。本研究では，この試験で用いた

供試体を対象として，接合部に界面要素を用いた 3次元非線形有限要素解析による検討を行った。

解析結果から，接合部におけるウェブ上面の貫通鉄筋よりもウェブ側面の貫通鉄筋の方がずれせ

ん断耐力に対する貢献分は高いこと，また側面および上面せん断キーを配置することにより，接

合部のずれ開始後の一体性を保つことができることを確認した。 

キーワード：プレキャスト，3 次元非線形有限要素解析，ずれせん断，2 面せん断試験 

 

1. はじめに 

 近年，コンクリートを用いた橋梁の施工の簡易化・

軽量化手法として上部工のウェブにプレテンション・

プレキャストウェブを採用する手法が注目されている。

しかし，プレキャストウェブを用いる場合，後打ちコ

ンクリートのフランジ部とプレテンションウェブ部間

に接合部が生じる。この部分の一体性を確保するため，

図－1 に示すように，ウェブ部のスターラップを上床

版内で定着させることでずれ止め筋として用いている。

さらに，ウェブ部に突起を設けて上床版にせん断力を

伝達させるためのせん断キーを設置している 1)。実施

工では，ウェブ部は上床版に埋め込まれているため，

構造上，ハンチ筋がウェブ部を貫通しており，せん断

力を伝達すると考えられる。このように，プレキャス

トウェブと後打ちコンクリート間の接合部ではせん断

力の伝達機構が複雑であり，ずれ挙動を評価すること

が困難となる。そのため，様々な組合せの接合方法を

用いた場合のずれ挙動を把握し，ずれせん断耐力に対

するそれぞれの接合による貢献分を評価することが必

要となる。 

 本研究では，様々な接合方法を有する供試体を用い

た 6 ケースの静的単調 2 面せん断試験を対象として，3

次元非線形有限要素解析を行った。その結果に基づい

て，プレキャストウェブと後打ちコンクリート間のず

れせん断挙動からそれぞれの接合方法を評価し，さら

に接合部をモデル化した界面要素の挙動から局所的な

接合部の挙動について詳細に把握することを試みた。 

 

2. 解析概要 

2.1 解析対象 

 図－2 は，解析対象とした供試体の概要図である。そ

れぞれの図中では，左側と右側で異なるケースの概要図

を示している。供試体は，打継ぎ面で目荒らしを施した

ウェブ部をフランジ部に埋め込んだ接合部を有する RC

部材である。実験は，A シリーズ（No.1，No.2）とBシ

リーズ（No.3～No.6）に分かれており，供試体の鉄筋比

図－1 プレテンションウェブ橋梁概念図 

*1 東京工業大学大学院 理工学研究科土木工学専攻 （正会員） 

*2 東京工業大学大学院 理工学研究科土木工学専攻助手 博士（工学）（正会員） 

*3 東京工業大学大学院 理工学研究科土木工学専攻教授 工博（正会員） 

*4 (株)ピーエス三菱 技術本部土木技術第一部部長

スターラップ

ハンチ筋

上床版
ウェブ部

上面せん断キー

側面せん断キー

コンクリート工学年次論文集，Vol.29，No.3，2007

-499-



および変位の計測箇所が異なっている。また，接合部は

コンクリートの付着のみのケース，ずれ止め筋（スター

ラップとハンチ筋）として異形鉄筋D13を用いたケース，

ずれ止め筋と側面もしくは上面せん断キーを組み合わせ

たケースに分かれている。ウェブ部は供試体底部から50 

mm の位置から上部でフランジ部内に埋め込まれている

ため，支点部はコの字型のフランジ部のみで支えている

ことになる。載荷は静的単調載荷である。支点部は可動

支点とし，実際の橋梁の接合部の応力状態を再現するた

め，その位置を図－2 のように設定している。さらにテ

フロンシートを用いて水平方向の拘束を取り除いている。 

2.2 解析モデル 

 本研究では，汎用有限要素解析プログラムDIANAを

用いて 3 次元非線形有限要素解析を行った。なお，対

称性を考慮し，供試体の1/4 を解析することとした。図

－3 に要素分割図を示す。コンクリート要素は 8 節点，

および 6 節点アイソパラメトリックソリッド要素を用

い，鉄筋には 2 節点埋込み鉄筋要素を用いた。また，

厚さ1 mmの界面要素をウェブ－フランジ間（接合部の

ずれを考慮），載荷板－供試体間および支承板－供試体

間の 3箇所に用いた。 

 解析において載荷は変位制御で行い，支点の水平方

向の拘束はないものとした。求解法として線形剛性収

束法を用い，繰返し計算におけるひずみエネルギーの

変化量がそのステップの 1 回目の収束計算時の値の

0.01%以下となった際に収束と判定した。 

2.3 材料モデル 

(1) ひび割れモデル 

コンクリートのひび割れモデルは，固定ひび割れ

モデルで表現し,ひび割れ後のせん断剛性低減係数

βを 0.005 とした。 

(2) コンクリートモデル 

コンクリートの構成則には，図－4 および図－5

に示すモデルを用いた。圧縮側には Thorenfeldt モデ
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ルに圧縮破壊エネルギーGFC を適用したものを用い

た。図－4 中において塗りつぶした領域の面積が，

GFCを等価長さLeqで除したものと等しくなるように，

Thorenfeldt モデルのポストピーク領域をひずみ軸方

向に拡大した。ここで，GFC [N/mm]はNakamura らの

検討 2)から以下のように定めた。 

 (1) 

ただし，fc'は圧縮強度[N/mm2]である。 

 引張側にはHordijk モデルを用いた。引張破壊エネル

ギーGFは，ウェブ部を 0.15 N/mm，フランジ部を 0.10 

N/mmとした。ひび割れ幅を平均要素幅hcr（=33 mm）

で除することで平均ひずみに変換した。 

(3) 3 軸応力下の破壊基準 

コンクリートの 3 軸応力状態を考慮するために，

破壊基準として圧縮側は Drucker-Prager モデル，引

張側には Rankine モデルを用いた（図－6）。 

(4) 鉄筋モデル 

鉄筋とコンクリートは完全付着を仮定した。構成則

には，降伏強度 fy に達するまでヤング係数 Es （=200 

kN/mm2）の弾性挙動を示した後に，剛性を 0.01Esとす

るバイリニアモデル（図－7）を用いた。 

(5) 界面要素の構成則 

界面要素は直方向nとせん断方向 tに抵抗するばね状

モデルである（図－8）。構成則は応力－変位関係で表さ

れる。直方向は引張側，圧縮側ともに剛性 Dnとし，引

張強度到達後は破壊エネルギーGF を考慮したモデルを，

圧縮強度到達後は圧縮破壊エネルギーGFCを考慮したモ

デルを用いた。せん断方向は，剛性 Dt でせん断強度 fs
に到達後，フランジ部とウェブ部間の打継ぎ面が3次元

的に拘束されていることを考慮し，軟化を伴って剛性が

0となるモデルを用いた。また，Coulombの摩擦モデル

を用いて，粘着力 c = fs，内部摩擦角φ = 30°とした（図

－9）。また，鉄筋が貫通する位置の界面要素には，鉄筋

の材料特性を累加した要素を適用した。 

2.4 材料特性 

表－1に用いたコンクリートの材料特性を示す。鋼材

の降伏強度 fyは 345kN/mm2とした。界面要素の直方向

の剛性 Dnは，フランジ部のコンクリートのヤング係数

を界面の厚さ（1 mm）で除したものとした。引張強度

および圧縮強度は既往の研究 3)を参考に，ウェブ部より

圧縮強度の低いフランジ部のコンクリート強度のそれ

ぞれ0.7倍とした。せん断剛性Dtとせん断強度 fsは，打

継面を有するためプレーンコンクリートの値よりも低

いことが知られている 3)。また，本研究で対象とした 2

面せん断試験の結果から算出する場合，非線形挙動が開

始すると，接合部では高さ方向に一様な応力場が形成さ

れない。そのため，単純にせん断剛性とせん断強度を把

握することは難しい。そのため，コンクリート付着のみ

で接合された No.3 供試体を対象として，荷重－ずれ変

位関係を適切に予測することのできるせん断剛性とせ

ん断強度を材料特性として定め，他の供試体の解析に用

いることとした。また，軟化曲線は既往の研究 3)を参考

に設定した。ウェブ部－フランジ部間で用いた界面要素

の材料特性を表－2に示す。 
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3. 実験結果と解析結果の比較 

3.1 全体挙動の比較 

実験および解析から得られた荷重－ずれ変位関係を

図－10 に示す。図の縦軸は荷重，横軸は変位である。

図中に示すウェブ－フランジ変位は，ウェブ中央とフ

ランジの変位の差であり，直接ずれ変位はウェブ部と

フランジ部接合部のずれを直接計測した変位である。

また，実験と解析から得られた破壊性状を図－11に示

す。No.1，No.2 供試体に関しては，図－2 に示した A

－A’断面を切断して観察されたひび割れ図を，No.3～

No.6 供試体は，供試体表面で確認されたひび割れ図を

示す。解析では変形図も併せて示す。同図のひび割れ

性状は，主引張ひずみの矢線図を 90 度回転させたもの

である。それぞれ，実験は載荷終了時，解析はNo.5 供

試体はウェブ－フランジ変位が 5 mm に達したとき，

それ以外では3 mmに達したときの結果を示している。 

No.3，No.4，No.6 供試体において，解析は，実験結

果の荷重－ずれ変位関係の耐荷力，ずれ変形挙動，破

壊性状を概ね再現できた。No.1 供試体においては，耐

荷力に関しては妥当に予測できているが，剛性に違い

が見られた。これは実験のひび割れの非対称性からも

考えられるように，実験において載荷時に供試体にね

じれが作用したためと考えられる。No.2 供試体におい

表－1 コンクリートの材料特性 

フランジ部 ウェブ部 

供試体 圧縮 
強度 

[N/mm2] 

引張 
強度 

[N/mm2] 

ヤング 
係数 

[kN/mm2] 

圧縮 
強度 

[N/mm2] 

引張

強度

[N/mm2]

ヤング

係数 
[kN/mm2]

No.1 49.8 3.4 29.5 58.3 4.5 32.8
No.2 43.9 3.4 30.5 58.0 4.4 37.2

No.3,4 42.2 2.3 27.0 54.3 3.9 30.1
No.5 44.8 3.7 28.0 58.1 4.2 29.8
No.6 43.1 3.5 28.7 54.9 3.8 28.9

 

表－2 界面要素の材料特性 

引張 
強度 

[N/mm2] 

圧縮 
強度 

[N/mm2] 

引張破壊 
エネルギー 

[N/mm] 

せん断

強度 
[N/mm2]

せん断

剛性 
[N/mm2]

フランジの部コンクリート強度の0.7倍 0.10 2.5 450 
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ては，実験においても1230kN付近からスターラップ，

ハンチ筋の両方のひずみ増分が増加しており，この時

がずれ開始であると考える。よって，解析でのずれ開

始荷重(1160kN)は妥当であると考える。No.5 供試体に

おいて，図－11に示すように，実験では供試体表面で

観察されるひび割れは少ないものの，荷重の低下とと

もにずれ変形が増加していた。これは，側面せん断キ

ー付近が破壊したことによるものと推測される。一方，

解析において，側面せん断キーに損傷はなく，側面せ

ん断キー付近のウェブ部に斜めひび割れが進展し，側

面せん断キーよりも下の部分がずれせん断破壊を起こ

した。このため，解析において側面せん断キーの効果

を実験より過大評価し，その結果，耐荷力も著しく大

きい結果となった。 

コンクリート付着のみの No.3 供試体のずれせん断耐

力を基準として各接合方法の評価を行う。図－10 に示

したずれ止め筋の貢献分は No.3 の耐荷力と各供試体の

ずれ開始までの荷重の差を示している。これより，ずれ

開始までの No.1 の貢献分は 119kN，No.4 の貢献分は

129kN とほぼ同等であるが，ハンチ筋を用いた場合は，

ずれ開始後にも荷重の増加が見られる。そのため，ずれ

せん断耐力に対する貢献分はハンチ筋の方が高いこと

がわかった。また，No.1とNo.4のずれ開始までの貢献

分を足し合わせたもの(248kN)とNo.2のずれ開始までの

貢献分(249kN)はほぼ等しくなる。これより，スターラ

ップとハンチ筋の組合わせた貢献分は，それぞれのずれ

開始までの貢献分の重ね合わせでおおよそ算出できる

ことがわかった。さらに，せん断キーを用いた No.5，

No.6 供試体は，解析における，一時的な荷重の低下が

せん断キーを用いない No.1，No.4 供試体と比較して少

ないことが確認できた。また，実験においても同様のこ

とが確認できた。このことから，せん断キーはずれ開始

後の接合部の一体性の保持に有効であると考える。 

3.2 局所的ずれ挙動の評価 

図－12 に界面要素のずれ変形と荷重の関係を示す。

ここで，界面要素のずれ変形とは，ウェブ側の節点と

隣り合うフランジ側の節点の y 方向変位の差である。

同図中の，①はウェブ上面の接合部におけるずれ変形

挙動を示し，②はウェブ側面の接合部におけるずれ変

形挙動を示している。 

①と②のずれ変位を比較すると，すべての供試体に

おいて①よりも②のずれ変形が先行して生じているこ

とがわかる。つまり，ウェブ側面の接合部のずれ変形

が先行している。スターラップを用いたNo.1 供試体で
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図－11 破壊性状 
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は，コンクリートの付着のみで接合されたNo.3 供試体

に比べ，①の下部変位(3)が小さい。スターラップはウ

ェブ側面の接合部でずれ変形が生じ始めると，ウェブ

上面の接合部のずれに対し抵抗すると考えられる。ハ

ンチ筋を用いた No.4 供試体の②の中部変位(2)を見る

と，接合部の付着切れ後の変形が小さいことがわかる。

これは，界面要素がせん断強度に達した後，ハンチ筋

要素が抵抗し始めたためである。また，このようにウ

ェブ側面のずれ変形が生じ始めた後でもハンチ筋によ

ってせん断力を伝達できると，接合部の一体性が保た

れるため，鉄筋降伏まで荷重が増加する。これに対し

て，スターラップのみを用いたNo.1 供試体では耐荷力

に達した後，荷重は徐々に低下していった。No.6 供試

体の①の中部変位(2)は，No.1 供試体と比べて小さく，

またNo.5 供試体の②の中部変位(2)もNo.4 供試体の変

位に比べて小さいことがわかる。変形が大きくなると，

ずれ変形に対しせん断キーが抵抗し始めるので，接合

部の一体性を保つことができると考えられる。 

 

4.まとめ 

 本研究で得られた結論を以下に示す。 

(1) 界面要素を用いた解析によって，接合部を有す

るRC部材のずれ変形挙動を概ね予測できること

がわかった。 

(2) 実験，および解析において，接合部のずれせん断

耐力に対する貢献分は，スターラップよりもハンチ筋

の方が高い。また，スターラップとハンチ筋を併用し

た場合のずれ開始までの耐力はそれぞれ貢献分の重

合せで算出できる。 

(3) 実験，解析の両方において，せん断キーを用い

た場合，接合部の一体性が確保できることを，局

所的なずれ挙動の観点から確認した。 
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