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要旨：RC 構造物では，曲げひび割れ幅の制限によってその断面寸法や鉄筋量が決定されるものがある。本研

究では，RC 部材のかぶり部分に細径のステンレス鉄筋を配置することで曲げひび割れ幅の分散効果が期待で

きると考え，梁の載荷実験による検討を行った。その結果，かぶり部分にステンレス鉄筋を配置することに

より，通常の RC 梁試験体と比較して最大ひび割れ幅を半分程度へと大幅に低減できることを確認した。ひ

び割れ幅の低減効果はステンレス鉄筋量に依存するが，土木学会コンクリート標準示方書のひび割れ幅算定

式を簡易に拡張した式によってステンレス鉄筋を配置した RC 梁のひび割れ幅を評価できることを示した。 
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1. はじめに 

 ボックスカルバートなどの地下の RC 構造物では，使

用時荷重として常時土水圧が作用するため，使用限界状

態の照査項目の 1 つである曲げひび割れ幅の制限によっ

てその断面寸法や鉄筋量が決定される部材がある。他方，

RC 橋脚などでは，地震時の照査によってその仕様が決

定されるため，SD490 といった高強度鉄筋を使用するこ

とによって断面の縮小や鉄筋量の低減を図ることで合理

化することが可能となっている。しかし，使用時の曲げ

ひび割れ幅の制限で仕様が決定される構造物では，高強

度鉄筋を利用したとしてもヤング係数が変わらず曲げひ

び割れ幅を低減することができないため，高強度鉄筋の

利用拡大の妨げとなっている。 

 RC 部材の曲げひび割れ幅に影響する第 1 の因子はか

ぶりであることが知られており 1),2)，かぶりの浅い位置

に鉄筋を配置すればひび割れが分散し，曲げひび割れ幅

を低減できる。しかし，耐久性の問題から鉄筋のような

腐食する材料をかぶりの浅い部分に配置することは実用

上不可能である。 

 一方，防食性に優れた材料としてステンレス鉄筋があ

り，土木学会から設計施工指針（案）が発刊されている
3)。一般環境下であればステンレス鉄筋はまず腐食する

ことがないことから，かぶりの浅い位置に配置すること

が可能である。 

 そこで，通常のかぶりを有する RC 部材のかぶり部分

にステンレス鉄筋を配置することで曲げひび割れ幅の低

減が期待できると考え，梁の載荷実験による検討を行っ

た。 

 

2. 実験概要 

2.1 試験体概要 

 図－1 に梁試験体の概要を，表－1 に実験ケースを示

す。試験体は幅 370mm×高さ 900mm×長さ 5800mm の

RC 梁であり，載荷スパンを 5200mm，せん断スパンを

1800mm，等曲げモーメント区間を 2000mm とした。主

鉄筋の芯かぶりは 100mm，有効高さを 800mm とした。

主鉄筋は SUS1 と SUS2 では D32 SD390 を 3 本，SUS3

と SUS4 では 2 本配置し，引張鉄筋比はそれぞれ 0.80%

と 0.53%となっている。試験体のかぶり部分には純かぶ

り 30mm の位置に D6 または D10 のステンレス鉄筋

（SUS304-SD345）を 3 本埋設した。試験体は比較用の無

補強の 1 体 4)を含めて 5 体とした。各ケースのステンレ

ス鉄筋の設置状況を写真－1 に示す。打設面は載荷時の

側面とした。主鉄筋の総断面積に対するステンレス鉄筋

の総断面積の比率は，SUS1，SUS2，SUS3，SUS4 でそ

れぞれ 4.0%，9.0%，6.0%，13.5%である。 

2.2 載荷概要 

 加力は静的単調載荷とし，SUS1，SUS2 は 224kN，352kN，

480kN，608kN の荷重に達した時点で，SUS3 と SUS4 は

227kN，314kN，352kN，400kN の荷重に達した時点で試

験体全体のひび割れの描画と，等曲げモーメント区間お

よびその 1 本分支点側のひび割れでのひび割れ幅の計測

を行った。載荷状況を写真－2 に示す。ひび割れ幅の計

測位置は試験体底面の主鉄筋がある位置とした。ひび割

れ計測については，各荷重時にクラックスケールにより

計測した。また，鉄筋ひずみの計測は図－1 に示した 5

*1 大成建設(株) 技術センター 土木技術研究所 土木構工法研究室 博(工) (正会員) 

表－1 試験ケース 

ケース名 主鉄筋 ステンレス鉄筋 
圧縮強度 
（N/mm2） 

N※1 3-D32＠125mm 配置なし 34.5 
SUS1 3-D32＠125mm 3-D6@125mm 35.3 
SUS2 3-D32＠125mm 3-D10@125mm 35.8 
SUS3 2-D32＠190mm 3-D6@125mm 36.8 
SUS4 2-D32＠190mm 3-D10@125mm 37.7 

 ※1 N は文献 4)より 
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箇所（SUS1，SUS2）および 4 箇所（SUS3，SUS4）で計

測した。 

 SUS1，SUS2 の一時停止荷重は，主鉄筋応力が 120，

180，240，300N/mm2となる理論荷重である。この理論

値は試験体 N に対して RC 断面計算を行って算出した。

その際，コンクリートの圧縮強度は 30N/mm2としてコン

クリート標準示方書 5)の応力－ひずみ関係を用い，鉄筋

はヤング係数 200kN/mm2 の弾性体として計算を行った。

なお，安全係数は一切考慮していない。同様に SUS3，

SUS4 の一時停止荷重は主鉄筋応力が 180，240，270，

300N/mm2となる理論荷重である。 

3. 実験結果 

3.1 荷重－たわみ曲線 

 荷重－たわみ曲線を図－2 に示す。N，SUS1，SUS2

との比較では，ステンレス鉄筋の有無，配筋量による荷

重－たわみ曲線の差異はほとんど見られなかった。これ

は，配置したステンレス鉄筋の断面積が鉄筋の断面積と

比較して小さかったためと考えられる。主鉄筋に対する

ステンレス鉄筋の量が比較的多い SUS3 と SUS4 では，

SUS4 が SUS3 よりもやや高い剛性を示した。目視による

ひび割れ発生荷重は全ケースで 140kN 前後であり，ケー

スによる違いはなかった。 

図－1 試験体寸法および配筋 

写真－1 主鉄筋およびステンレス鉄筋の配置状況 

写真－2 載荷状況（ケース SUS3） 

(a) SUS1 (b) SUS2 

(c) SUS3 (d) SUS4 

(b) SUS3 および SUS4 

(a) SUS1 および SUS2 

※側面図は SUS1，SUS2 と共通

単位：mm
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3.2 ひび割れ状況 

 最終荷重時（N，SUS1 ならびに SUS2 では 608kN 時，

SUS3 と SUS4 は 400kN 時）でのひび割れ間隔とひび割

れ幅の値を表－2 に，同時点でのひび割れ状況の展開図

（底面および側面）を図－3 に示す。表－2 において「仮

想 RC1」は，SUS1 と SUS2 を対象に普通鉄筋のみを考

慮してコンクリート標準示方書 5)のひび割れ幅算定式

（式(1)）による最大ひび割れ間隔と最大ひび割れ幅の計

算値を表している。同様に，「仮想 RC2」は SUS3 と SUS4

を対象にした計算値である。 

 

     csdeckkkw '7.041.1 s321max    (1) 

 

 ここで，wmax：最大ひび割れ幅(mm)，k1：異形鉄筋の

場合 1.0，k2：15/(fc'+20)+0.7，k3：1 段配筋の場合 1.0，fc'：

コンクリートの圧縮強度(N/mm2)，c：鉄筋の純かぶり

（=84mm），e：鉄筋のあき（=93mm），s：鉄筋ひずみ，

'csd：コンクリートの収縮およびクリープによるひび割

れ幅の増加を考慮するためのひずみ，である。なお，本

実験に関しては収縮やクリープの影響がないものとして

'csdは 0 とした。 

 図－3 において，グレーでハッチングした部分は等曲

げモーメント区間を示しており，メッシュの縦線はその

区間の部材軸方向に 500mm 間隔として表示している。

水平線については，底面はステンレス鉄筋の位置を表し，

側面については下から順に引張鉄筋位置，高さ中央位置，

圧縮鉄筋位置を示している。表－2 と図－3 から，SUS1

と SUS2 は N と比較して明確にひび割れが分散しており

ステンレス鉄筋をかぶり部分に配置した効果が確認でき

る。また，仮想 RC1 の計算値は N と概ね一致している

ことが分かる。SUS3 と SUS4 も，仮想 RC2 での計算値

と比較すればひび割れ幅の大幅な低減効果があることが

分かる。 

 ひび割れ幅と平均鉄筋ひずみの関係を図－4 に示す。

凡例中の「ave」は平均ひび割れ幅を，「max」は最大ひ

び割れ幅を示している。また，「示方書」は式(1)によっ

表－2 最終荷重時のひび割れ計測結果 

ケース 
ひび割れ間隔（mm） ひび割れ幅（mm） 

平均 最大 平均 最大 

N 229 379 0.32 0.65 

SUS1 142 299 0.17 0.35 

SUS2 113 238 0.15 0.30 

SUS3 155 277 0.19 0.35 

SUS4 97 181 0.14 0.25 

仮想 RC1※1 － 390 － 0.64 

仮想 RC2※2 － 430 － 0.71 

 ※1 SUS1，SUS2 で主鉄筋のみを考慮してs = 1500×10-6とし

て式(1)によって算出（N の予測値） 
 ※2 SUS3，SUS4 に関して仮想 RC1 と同様に算出 

N 

SUS1 

SUS2 

SUS3 

SUS4 

図－3 最終荷重時でのひび割れ状況 
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図－2 荷重－たわみ曲線 
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て最大ひび割れ幅を算出した結果を表している。 

 図－4(a)からも，式(1)によって N の最大ひび割れ幅を

概ね評価できていることが確認できる。いずれのケース

においても，多少のバラつきがあるものの，平均鉄筋ひ

ずみが大きくなればひび割れ幅の平均，最大ともに大き

くなることが分かる。図－4(b)では，通常の RC の最大

ひび割れ幅の計算値に対して SUS3，SUS4 の最大ひび割

れ幅が半分程度に低減できていることが分かる。SUS4

の平均鉄筋ひずみが小さいのは，ステンレス鉄筋の断面

積量が引張鉄筋断面積の 13.5%と比較的多いためである

と考えられる。 

3.3 ひび割れ幅とひび割れ間隔の関係 

 通常の RC 部材のひび割れ幅は，鉄筋の伸びとコンク

リートの伸びの差として生じ，一般的にひび割れが十分

に形成された後のコンクリートの伸びは小さく実用上無

視できるため 2)，式(2)が成立する。 

 

   
avesLw .  (2) 

 

ここで，w：ひび割れ幅，L：ひび割れ間隔，s.ave：平

均鉄筋ひずみ，である。 

 式(2)の関係が今回の実験結果でも整合しているかを

確認するため，縦軸をひび割れ幅，横軸をひび割れ間隔

×平均鉄筋ひずみとして整理したものが図－5 である。

図－5 では，最終荷重時の状態を示している。図中のプ

ロットについて，「ave」は縦軸が平均ひび割れ幅，横軸

は平均ひび割れ間隔×平均鉄筋ひずみを表している。

「max」については，縦軸が最大ひび割れ幅，横軸が最

大ひび割れ間隔×平均鉄筋ひずみを表している。これら

の値は全て実験値を用いて整理した。 

 図－5 より，今回の実験結果においても式(2)のひび割

れ理論が概ね整合することが確認できる。厳密に言えば，

ステンレス鉄筋も引張材として機能しているため，本来

は最も底面に近いステンレス鉄筋の平均ひずみを用いる

べきかもしれないが，本実験ではステンレス鉄筋の断面

積が主鉄筋の断面積に対して小さいため，引張材として

のステンレス鉄筋の影響は無視できるものとした。 

3.4 ひび割れ間隔 

 前節において，図－5 により式(2)の関係が概ね成立す

ることを示したが，これはひび割れ間隔を適切に予測す

ることができれば，ひび割れ幅の予測が可能であること

を示している。 

 各荷重段階におけるひび割れ間隔の推移状況を図－6

に示す。各グラフは縦軸を平均鉄筋ひずみとしており，

上に向かって載荷が進行した状態であることを表してい

る。N においては，載荷が進行してもひび割れ間隔がほ

とんど変化していないことが分かる。一方，ステンレス

鉄筋をかぶり部分に配置した 4 ケースでは載荷が進行す

るごとにひび割れ間隔が小さくなっている。これは，今

回の載荷の範囲ではひび割れが定常状態に向かう途中で

あることを示している。かぶりに細径のステンレス鉄筋
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図－4 ひび割れ幅－平均鉄筋ひずみ関係 
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図－5 ひび割れ幅－ひび割れ間隔×平均鉄筋ひずみ関係 
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を配置した梁においては，定常状態に達するひずみはや

や大きいものと考えられる。 

 

4. ひび割れ間隔およびひび割れ幅の予測式 

 通常の RC のひび割れ幅算定式である式(1)中において，

4c+0.7e が最大ひび割れ間隔 Lmax を算定する部分となっ

ている。 

この形式を基本として，かぶりに CFRP（炭素繊維強

化プラスチック）を配置した RC 梁の最大ひび割れ間隔

Lmaxを求める式として以下のような式を提案している 4)。 

 

     21max 1 LLL    (3) 

   
111 7.04 ecL   (4) 

   
222 7.04 ecL   (5) 

       566.035.2  srsr EEAA  (6) 

 

ここで，：分配係数，L1：ステンレス鉄筋の 4c+0.7e，

L2：主鉄筋の 4c+0.7e，c1：ステンレス鉄筋の純かぶり(mm)，

e1：ステンレス鉄筋のあき(mm)，c2：鉄筋の純かぶり(mm)，

e2：鉄筋のあき(mm)，Ar：ステンレス鉄筋の断面積(mm2)，

As：鉄筋の断面積(mm2)，Er：ステンレス鉄筋のヤング係

数(N/mm2)，Es：鉄筋のヤング係数(N/mm2)，である。= 

0 の時は，通常の RC 部材での最大ひび割れ間隔を求め

る式となる。 

式(6)中の Er/Es はヤング係数比を表すが，本評価では

指針（案）3)に従ってステンレス鉄筋のヤング係数は普

通鉄筋と同一とし，Er/Es=1.0 とした。図－6 中の「提案

式」は全 5 ケースにおける式(3)での Lmaxの算出結果を示

している。図に示したように，式(3)により，平均鉄筋ひ

ずみが 700×10-6 以上の領域において実験の最大ひび割

れ間隔を概ね評価できている。式(3)～(6)は，CFRP をか

ぶりに配置した RC 梁 4)において，ひび割れ発生が安定

した状態で定式化したものであり，ステンレス鉄筋を用

いた本実験に対してもひび割れ発生が安定した後の最大

ひび割れ間隔を評価できるものとなった。 

実験での全ケースおよび全荷重段階において，式(3)に

よる Lmax（図－6 中の「提案式」）に平均鉄筋ひずみの実

験値を乗じ，その値を最大ひび割れ幅の実験値と比較し

た結果を図－7 に示す。比較として，かぶりに CFRP を

用いた実験結果に対する評価結果 4)も合わせて示してい

る。かぶりに何も配置しないケース（N）では=0 とし

て算出した。図－7 より，ステンレス鉄筋を配置したケ

ース，CFRP を配置したケース，通常の RC 梁の全てに

おいて概ね最大ひび割れ幅を評価できるものとなってい

る。これより，かぶりに配置する材料に依らず，引張鉄

筋比が異なる試験体においても，式(2)～式(6)によって最

大ひび割れ幅を概ね評価できることを示した。 

ただし，図－6 において，平均鉄筋ひずみが小さい領

域では提案式が最大ひび割れ間隔を過小評価しているに

もかかわらず図－7 ではひび割れ幅の小さい領域で最大

ひび割れ幅を過大評価している。これは，ひび割れ幅が

小さい領域ではコンクリートが引張応力を分担しており，
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図－7 最大ひび割れ幅の予測結果 

※各グラフの「ave」は平均ひ

び割れ間隔を，「max」は最

大ひび割れ間隔を示す。 

図－6 ひび割れ間隔の推移 
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コンクリートの伸びを無視できず，式(2)の仮定が成立し

ないためではないかと推察される。 

なお，図－7 において CFRP を用いたケースがややば

らつきが大きいが，これは CFRP グリッドを用いたケー

スにおいて，ひび割れが発生するメカニズムが異なり，

最大ひび割れ間隔が提案式よりも小さくなっているため

である 4)。 

 

5. まとめ 

 曲げひび割れ幅の低減を目的として，かぶり部分に細

径のステンレス鉄筋を配置した RC 梁の載荷実験を行い，

以下の知見を得た。 

(1) かぶり部分に細径のステンレス鉄筋を配置するこ

とにより，曲げひび割れが分散し，ひび割れ間隔や

ひび割れ幅を半分程度にまで低減できた。 

(2) 細径のステンレス鉄筋をかぶり部分に配置した RC

梁においても「ひび割れ幅＝ひび割れ間隔×平均鉄

筋ひずみ」の関係が成立していると考えられる。 

(3) かぶり部分に細径のステンレス鉄筋を用いた場合，

主鉄筋ひずみが 1500×10-6程度となるまでの範囲

ではひび割れが定常状態とならず，ひび割れ間隔の

減少が続く。 

(4) コンクリート標準示方書の曲げひび割れ幅算定式

内の最大ひび割れ間隔を算定する項を簡易に拡張

した式で，細径のステンレス鉄筋をかぶり部分に配

置したRC梁のひび割れ間隔やひび割れ幅を評価で

きる。 
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