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要旨：コンクリートと異形鉄筋の付着応力－すべり関係は，異形鉄筋周辺におけるコンクリ

ートの付着損傷の発生・進展により大きく影響を受ける。本研究は，初期ひび割れ(幅)予測

に用いる局部付着特性の評価に寄与するため，若材齢コンクリートの付着損傷に関する基礎

的実験を行ったものである。その結果，付着損傷を受けた材齢 2 日の繰り返し載荷実験にお

いて生じるすべりは，同材齢の単調載荷で生じるすべりに比べ 30%程度大きくなった。また，

材齢が若いほど，鉄筋近傍の内部ひび割れが生じやすいことを示した。 
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1. はじめに 

若材齢コンクリートは，水和熱による体積変

化が著しく，これに起因したひび割れ(初期ひび

割れ)がしばしば発生している。過度な初期ひび

割れは，鉄筋コンクリート構造物の長期耐久性

低下の一因となる。したがって，初期ひび割れ

(幅)の制御は，鉄筋コンクリート構造物を設

計・施工する上で，重要な課題のひとつである。 

コンクリートの体積変化過程では，コンクリ

ート－鉄筋間の付着を介して応力伝達がなされ

ている。また，ひび割れ発生後においても，ひ

び割れ発生箇所の鉄筋が引張応力を負担するこ

とで，ひび割れの過度な開口が抑制される。初

期ひび割れをもたらす引張応力やひび割れ幅を

精度よく推定するためには，若材齢期における

コンクリートと鉄筋の付着特性を適切に評価す

る必要がある。 

鉄筋コンクリート構造の解析においては，鉄

筋軸に沿った任意の点の局部付着応力τを，そ

の点におけるコンクリートと鉄筋のすべり S の

関係式τ= f(S)で表す局部付着特性が一般的に用

いられる。ここで用いられるすべり S は，異形

鉄筋周辺のコンクリートに生じる付着損傷が発

生・進展することで，みかけ上生じるものであ

る。付着損傷(内部ひび割れ)の発生・進展は，

後藤 1)らや池田 2)によって求められてきた。しか

しながらこれらの研究は，充分に水和したコン

クリートを対象とするものであり，(引張)強度

が充分に発現していない若材齢コンクリートに

おいては，長期材齢のコンクリートに比べ，付

着損傷が顕著になるものと予測される。 

著者らは別報 3)において，付着損傷を受けた若

材齢コンクリートの再載荷時における付着抵抗

機構などを示した。同報の実験で用いた実験供

試体は，定着長が 160mm と比較的短いものであ

った。本研究では，定着長が 650mm と充分に長

い実験供試体を用いて単調および繰り返し載荷

による両引き付着応力実験を行い，付着損傷を

受けた若材齢コンクリートと異形鉄筋の付着応

力－すべり関係を求めた。また，鉄筋純かぶり

の異なる実験供試体を用い，異形鉄筋周辺にお

ける若材齢コンクリートの付着損傷を求める基

礎的実験を試みた。 
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2. 両引き付着応力実験 

2.1 実験方法 

コンクリートの体積変化に起因した初期ひび

割れが発生する場合，鉄筋およびコンクリート

は主に引張応力作用下にある。そこで本研究で

は，鉄筋・コンクリートともに引張応力が作用

するよう両引き付着応力実験を行った。本研究

で使用した一軸引張載荷装置を図－１に示す。

両端ネジ切り加工した鉄筋をコンクリート中に

埋設した実験供試体を，取付治具を用いて一軸

引張載荷装置に取り付けた。取付治具には球座

を設けており，荷重の偏心にともなう曲げ応力

の発生をできるだけ小さくした。 

本研究では，図－１に示す箇所に設置した圧

縮・引張兼用ロードセル(Max：100kN)を用いて

荷重を計測した。本研究では，単調載荷実験に

加えて，図－２に示す実験フローにて載荷およ

び除荷を繰り返し，付着損傷を受けたコンクリ

ートと異形鉄筋の付着応力－すべり関係を求め

た。なお，いずれの実験においても，コンクリ

ート断面を貫通する横ひび割れが発生するまで

載荷を行った。また，単調載荷実験ならびに繰

り返し載荷実験は，いずれも材齢 2，7 日で行っ

た。 

2.2 実験供試体 

本研究で作製した実験供試体(コンクリート

寸法：100×100×1560mm)を図－３に示す。ま

た，コンクリートの配合条件および使用材料を

表－１に示す。実験供試体の断面中央には，横

ふし型異形鉄筋 D13 を，両端から 100mm ずつ張

り出して埋設した。鉄筋定着長は，供試体中央

から片側に鉄筋径 D の 50 倍(50D，650mm)ずつ

計 1300mm である。 

コンクリートにより付着拘束を受ける鉄筋の

ひずみを計測するため，図－３に示すように，

供試体中央より片側部に，検長 3mm のひずみゲ

ージを65mm(5D)の等間隔で貼り付けた。なお，

ひずみゲージは各計測位置における鉄筋の縦リ

ブ両面に貼り付け，偏心荷重が生じていないこ

とを確認した。 

2.3 付着応力とすべりの算定方法 

本研究では，式(1)を用いて局部付着応力τ，

式(2)および式(3)を用いてすべり Sを算定した。 

dx
dDE bss −=
ε

τ
4

 (1) 

∫ −= −

x
cbs dxxxS

0
})({)( εε  (2) 

実験供試体
供試体長 L=1560mm 取付治具

ロードセル
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図－１ 一軸引張載荷装置 
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図－２ 実験フロー(繰り返し載荷実験) 
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図－３ 実験供試体および鉄筋ひずみ計測位置 

 
表－１ コンクリートの配合条件および使用材料

水セメント比 W/C 57% 
水 W 165 水道水 

セメント C 290 高炉セメント B 種

細骨材 S 812 海砂 
粗骨材 G 1030 砕石 

コ
ン
ク
リ
ー
ト 

単位量

(kg/m3)

混和剤 Ad 2.9 AE 減水剤 
呼 び 名 D13 
規   格 SD295A 

ふしの平均間隔の最大値 8.9 mm 
最小値 0.5 mm 

ふしの高さ
最大値 1.0 mm 

鉄
筋(

一
般
市
販
品)

ヤング係数 Es 191200 N/mm2 
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ここで，τ：局部付着応力，D：鉄筋径，x：供

試体中央からの距離，Es：鉄筋のヤング係数，

εs-b：コンクリートにより付着拘束を受ける鉄筋

ひずみ(以下，鉄筋ひずみ)，S：すべり， cε：コ

ンクリートの断面平均ひずみ，P：載荷荷重，As：

鉄筋の断面積，Ac：コンクリートの断面積，Ec：

コンクリートのヤング係数を表す。 

なお，式(1)における鉄筋ひずみ軸方向分布(d

εs-b /dx)は，これまでの研究 3), 4)と同様に，着目

点およびその両隣の計測点の計 3 点を 2 次放物

線と仮定し，同放物線の微分値を用いて局部付

着応力τを算定した。 

2.4 付着応力－すべり関係 

両引き付着応力実験より得られた，鉄筋ひず

みと自由部鉄筋応力(荷重／鉄筋断面積)の関係

の例を図－４に示す。定着端面から 10D の位置

における，繰り返し載荷実験の鉄筋ひずみは，

直前の最大荷重より荷重(自由部鉄筋応力)が大

きくなると，単調載荷実験における同位置の鉄

筋ひずみと概ね一致した。一方，定着端面から

5D の位置においては，単調載荷実験の鉄筋ひず

みに比べて，繰り返し載荷実験の鉄筋ひずみが

大きくなっていることがわかる。 

横ひび割れが発生するまでのτ/ fc’2/3－S/D 関

係( fc’：コンクリート圧縮強度)の例を図－５に

示す。図－５に示すように，繰り返し載荷実験

より得られたτ/ fc’2/3および S/D は，載荷・除荷

にともなって，いずれも増加・減少した。材齢 7

日における繰り返し載荷実験のτ/ fc’2/3－S/D 関

係は，直前の最大荷重より荷重が大きくなると，

単調載荷実験より得られたτ/ fc’2/3－S/D 関係と

概ね一致した。このような傾向は，定着端面か

ら 5D および 10D の位置において同様であった。

このことから，材齢 7 日における付着損傷が，

τ/ fc’2/3－S/D 関係におよぼす影響は小さいと考

えられる。また，材齢 2 日の繰り返し載荷実験

における，定着端面から 10D の位置のτ/ fc’2/3－

S/D 関係も，材齢 7 日と同様に単調載荷実験のτ

/ fc’2/3－S/D 関係と概ね一致した。しかしながら，

定着端面から 5D の位置においては，同一のτ/ 
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図－４ 鉄筋ひずみ－自由部鉄筋応力関係 

(材齢 2日の場合) 
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fc’2/3 における相対すべり S/D が，単調載荷実験

に比べ繰り返し載荷実験の方が大きくなった。

このような相対すべり S/D の差は，τ/ fc’2/3が高

まるほど大きくなっており，例えばτ/ fc’2/3=0.33

における繰り返し載荷実験の相対すべり S/Dは，

単調載荷実験の相対すべり S/D の約 1.3 倍，横ひ

び割れ発生直前には約 1.5 倍であった。このよう

な繰り返し載荷時における相対すべり S/D の増

加は，材齢が若いほど生じやすい付着損傷に起

因するものと推察される。したがって，若材齢

期に過度な応力履歴を受けた場合，付着損傷の

影響を考慮して付着応力－すべり関係を評価す

ることが望ましいといえよう。 

 

3. 鉄筋周辺における若材齢コンクリートの付

着損傷 

3.1 実験方法 

再載荷過程における相対すべり S/D の増加は，

異形鉄筋周辺のコンクリートに生じる付着損傷

に起因するものと推察された。そこで,異形鉄筋

周辺におけるコンクリートの付着損傷を，でき

るだけ簡易に，かつ直接的に観察するため，鉄

筋純かぶり c の異なる実験供試体を作製し，両

引き実験を行った．本研究で作製した実験供試

体を図－６に示す。実験供試体には，W/C=32%

のモルタルを使用した。本実験におけるモルタ

ルの配合条件および使用材料を表－２に示すと

ともに，実験項目を表－３に示す。なお，使用

した鉄筋は表－１に示すものと同様である。 

載荷にはアムスラー型試験機(Max：200kN)を

使用し，供試体両端から張り出した鉄筋を，ク

サビでグリップすることで引張力(載荷荷重)を

導入した。本実験では 0.1kN/sec 程度の単調載荷

を行い，載荷中は随時，アセトンを塗布するこ

とで，ひび割れの発生状況を目視観察した。ま

た，ひび割れ発生が観察されるたびに，その時

点の載荷荷重を記録した。載荷状況およびひび

割れ発生状況の一例を写真－１に示す。 

3.2 結果と考察 

材齢 1 日の自由部鉄筋応力 140N/mm2 および

310N/mm2 におけるひび割れ発生状況を図－７

に示す。また，材齢 7 日の同 155N/mm2 および

310N/mm2 におけるひび割れ発生状況を図－８

に示す。なお，図－７，図－８に示すひび割れ

スケッチのうち太線は，部材を貫通して発生し

たひび割れを表している。 

図－７に示す材齢 1 日における鉄筋純かぶり

c=12.5mm の実験供試体のひび割れ発生状況(自

由部鉄筋応力：310N/mm2)に着目すると，ほとん

どのひび割れが部材を貫通していることがわか

る。しかしながら，鉄筋純かぶり c が小さいほ

ど，発生するひび割れの本数は多くなるととも

に，部材を貫通しないひび割れが多くなった。

100

ch

400

異形鉄筋：D13 単位：mm
モルタル

図－６ 実験供試体 

 

表－２ モルタルの配合条件および使用材料 

水セメント比 W/C 32% 
水 W 207 水道水 

セメント C 647 高炉セメント B 種

細骨材 S 1414 海砂 
単位量

(kg/m3)

混和剤 Ad 6.47 高性能 AE 減水剤

 

表－３ 実験項目 
鉄筋純かぶり c 供試体高 h 材齢 

12.5mm 38mm 
7.0mm 27mm 
3.5mm 20mm 

1 日 
7 日 

 

  

写真－１ 載荷状況およびひび割れ発生状況 
 

モルタル 鉄筋 
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このような傾向は，図－８に示すように，材齢 7

日においても同様であった。ここで，部材を貫

通しないひび割れの発生状況は，打設面と底面

で異なるものであった。これは，モルタル内部

の強度分布やひび割れ発生後の２次曲げ応力な

どに起因するものと考えられる。 

写真－２は，異形鉄筋周辺のひび割れ発生状

況の一例である。鉄筋ふしの痕跡が明瞭に残っ

ており，鉄筋純かぶりの薄い実験供試体を用い

た本研究においては，鉄筋ふし前面におけるモ

ルタルのせん断破壊は確認されなかった。 

ここで，ひび割れと鉄筋ふしの位置関係を図

－９に示す。本実験において発生したほとんど

のひび割れは，図－９に示すように鉄筋ふしの

位置から生じていた。また，鉄筋純かぶり

c=3.5mm の実験供試体に発生したひび割れは，

必ずしも鉄筋軸方向に対して，直交するもので

はなく，鉄筋軸直角方向に対してある角度を有

していた。これは鉄筋ふしを起点とする，コー

ン状に発生する内部ひび割れが表面にまで達し

自由部鉄筋応力：140N/mm2  自由部鉄筋応力：155N/mm2 

打設面  底 面  打設面  底 面  打設面  底 面

 

打設面  底 面 打設面  底 面  打設面  底 面

       
自由部鉄筋応力：310N/mm2  自由部鉄筋応力：310N/mm2 

打設面  底 面  打設面  底 面  打設面  底 面

 

打設面  底 面 打設面  底 面  打設面  底 面
       

c=12.5mm c=7.0mm c=3.5mm c=12.5mm c=7.0mm c=3.5mm 
      

図－７ ひび割れ発生状況(材齢 1日) 図－８ ひび割れ発生状況(材齢 7日) 

 

 
写真－２ 異形鉄筋周辺のひび割れ発生状況 

 (c=12.5mm，材齢 1日) 
 

貫通ひび割れ

鉄筋位置

 
図－９ ひび割れと鉄筋ふしの位置関係 

(c=3.5mm，材齢 1日，自由部鉄筋応力=310N/mm2)

貫通ひび割れ
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た結果と考えられる。 

ここで，材齢 1 日におけるひび割れ累計長の

推移を図－10 に示す。図－10 に示すように，鉄

筋純かぶり c=3.5mm の実験供試体は，他の実験

供試体に比べ低い自由部鉄筋応力において，ひ

び割れ累計長が大きくなった。図－11 に，部材

を貫通するひび割れを除いた，平均ひび割れ長

さを示す。図－11 に示すように，材齢 7 日にお

ける平均ひび割れ長さは 60.9～66.3mm であり，

いずれの鉄筋純かぶり c においても同程度であ

った。一方，材齢 1 日では，鉄筋純かぶり c が

小さいほど平均ひび割れ長さが小さくなってお

り，その差は材齢 7 日に比べ顕著である。これ

らの結果は，材齢が若いほどひび割れ長さが短

くなり，そのひび割れは比較的低い自由部鉄筋

応力で発生したことを表している。したがって，

材齢が若いほど異形鉄筋周辺のコンクリートで

は，鉄筋近傍の内部ひび割れが発生しやすいも

のと推察される。 

 

4. まとめ 

本研究は，若材齢コンクリートと異形鉄筋の

局部付着特性の評価に寄与するため，異形鉄筋

周辺における若材齢コンクリートの付着損傷に

関する基礎的実験を行ったものである。本研究

で得られた結論を以下に要約する。 

(1) 材齢 2 日の再載荷で生じるすべりは，単調

載荷で生じるすべりに比べ大きくなる傾向

にあり，定着端面から 5D の位置におけるす

べりの差異は 30%程度であった。このため，

若材齢期に過度な応力履歴を受けた場合の

付着応力－すべり関係の評価では，付着損

傷の影響を考慮することが望ましい。 

(2) 材齢が若いほどひび割れ長さは短く，これ

らのひび割れは比較的低い自由部鉄筋応力

で発生する。このことから，材齢が若いほ

ど異形鉄筋周辺のコンクリートでは，鉄筋

近傍の内部ひび割れが生じやすいと推察さ

れる。 
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図－10 ひび割れ累計長の推移 
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図－11 平均ひび割れ長さ 
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