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要旨：材料劣化の生じたコンクリート構造物の性能を定量的に評価するためには，環境や力学的作用を受け

てひび割れ等の損傷が生じたコンクリートの力学特性を適切に把握しモデル化する必要がある。損傷を有す

るコンクリートの力学特性を定量化するには，実験に加えて数値解析による検討が有効である。本研究では，

ひび割れを生じたコンクリートの力学特性を評価するための基礎的な検討として，微細な不連続面を人工的

に導入したコンクリート円柱供試体の一軸圧縮試験のメソスケール解析と不連続面を模擬した実験を行い，

モルタルの損傷率が増加するにつれて強度と弾性係数が低下することを示した。 

キーワード：損傷，不連続面，圧縮強度，メソスケール解析，剛体バネモデル 

 

1. はじめに 

 社会基盤施設の老朽化が深刻化する中で，材料劣化の

生じた構造物の耐荷性能を定量的に評価する手法の開発

が望まれている。有限要素解析等の数値解析技術を用い

て既設構造物の耐荷力を予測するには，材料劣化の程度

を把握し，材料の力学モデルに反映させることが必要と

なる。例えば，アルカリシリカ反応や凍害等を生じたコ

ンクリートは，強度や弾性係数が低下することが知られ

ている。しかしながら，材料劣化の程度と力学特性との

関係を定量的に扱うことは困難な場合が多い。アルカリ

シリカ反応や凍害それぞれの劣化メカニズムは異なるが，

いずれの場合でもコンクリートに生じる多数のひび割れ

が力学特性に影響を与えている。そこで本研究では，コ

ンクリートに生じた多数のひび割れ（不連続面）が強度

や弾性係数に与える影響を把握するため，円柱供試体の

一軸圧縮試験を対象に基礎的な検討を行った。 

 コンクリートの力学特性を解析的に評価する手法の一

つにメソスケール解析がある。これは，コンクリートの

平均的な（マクロスケールでの）挙動を，骨材粒レベル

（メソスケール）での比較的簡易なモデルで表現しよう

とするものである 1)。離散型の解析手法である剛体バネ

モデルを用いたコンクリート供試体の解析には多くの実

績があり 2,3,4)，本論で用いる剛体バネモデルを用いたメ

ソスケール解析により，一軸圧縮力を受けるコンクリー

ト円柱供試体の破壊挙動が適切に評価できることを示し

ている 5)。そこで，予めひび割れ（不連続面）を導入し

たコンクリート円柱供試体の一軸圧縮試験を解析するこ

とにより，不連続面の量が圧縮強度や弾性係数に及ぼす

影響について検討を行った。また，打設時にラミネート

片を混入することで不連続面を模擬したコンクリート円

柱供試体の一軸圧縮試験を実施し，解析結果の妥当性を

議論した。 

 

2. 不連続面を有する円柱供試体の解析 

2.1 解析概要 

コンクリート内部に生じたひび割れが圧縮破壊特性

に与える影響について検討するため，予め比較的微細な

不連続面を一定量導入した円柱供試体の解析を行った。

解析対象は，図－1 に示す直径 100mm，高さ 200mm の

コンクリート円柱供試体で，Voronoi 分割を適用した 3

次元剛体バネモデルによりモデル化した。供試体内には，

粒径 12mm 以上（最大寸法 20mm）の粗骨材をランダム

に生成して，体積比で 30%を配置した。コンクリート供

試体は，モルタル要素間バネ，骨材要素間バネ，モルタ

ル要素－骨材要素間（界面）バネによる 3 相材料として

モデル化した（図－2）。既往の研究 5)に基づき，図－3
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a) 要素分割図    b) 骨材分布図 

図－1 コンクリート円柱供試体概要 
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に示すように，垂直バネには破壊エネルギーを用いた引

張軟化 1/4 モデルを導入し，圧縮応力下では破壊は生じ

ないものとした。また，せん断バネにはモール・クーロ

ン型の破壊基準を導入し，せん断すべり破壊を考慮した。

なお，図中の は引張強度で， ， は破壊エネルギー

より算出でき， 2.0 ，∅ 37°である。バネの材料

特性を表－1に示す。 

 本論では，コンクリート円柱供試体の解析モデルにお

いて，一定数のモルタル要素間バネを取り除くことによ

り不連続面を導入した。その際，予め導入する微細な不

連続面を定量的に扱うため，モルタル要素間バネの面積

（平均 10mm2）を用いて損傷率を定義した。すなわち，

解析に用いた円柱供試体モデルのモルタル要素間バネの

総面積（約 5×105mm2）を基準とし，例えば損傷率 25%

の供試体は，総面積の 25%にあたるバネをランダムに抽

出して取り除くことにより生成した（図－4）。なお，こ

の損傷率はバネの影響体積（要素間バネの面積×バネ長

さ／3）を用いて算出しても同等の値となり，本論でのモ

ルタル損傷率 25%の供試体は，モルタル部分に対する体

積比では 25%に，供試体全体に対する体積比では約 18%

の損傷率となる。 

図－4 中の黄緑色の部分は骨材の断面を示しており，

実験ではキャッピングを施すことにより供試体端面に骨

材が露出することはないため，解析でも骨材は供試体内

に収まるように配置した。なお，解析で端面に骨材を露

出するように配置したとしても，載荷板との拘束により

解析結果への影響はほとんどないものと考えられる。 

 

2.2 解析結果 

 解析より得られた応力－ひずみ関係を図－5 に示す。

いずれの供試体も最大応力に達した後，ひずみの増大と

ともに応力が低下しており，圧縮応力下のコンクリート

の応力－ひずみ関係をよく表している。また，モルタル

要素間バネの損傷率が増加するにつれて，最大応力と弾

図－2 バネのモデル化 

 
a) 損傷なし     b) 損傷率 25% 

図－4 不連続面の分布例 

表－1 バネの材料特性 

 
弾性係数 

(GPa) 

引張強度 

(MPa) 

破壊エネルギー

(N/m) 

モルタル = 20.0 3.0 100.0 

骨材 = 60.0 - - 

界面 
と の 

重み付き平均
1.5 10.0 

 

 

図－3 バネの応力－ひずみ関係 

図－5 応力－ひずみ関係 

図－6 不連続面の分布の影響 

 

- 86 -



性係数の低下が見られる。 

 損傷を与えた供試体の解析結果の再現性を確認するた

めに，不連続面を導入する際の乱数を変えることで，導

入した不連続面の分布を変化させた供試体について解析

を行った。損傷率 25%および 50%の供試体について，解

析より得られた応力－ひずみ関係を図－6 に示す。いず

れの損傷率でも，不連続面の分布の影響はほとんど見ら

れないことが確認できる。 

損傷のない供試体について，最大応力の 80%の時点，

および最大応力後に最大応力の 50%まで低下した時点に

おけるひび割れ性状を図－7 に示す。最大応力前に界面

やモルタルに発生した微細なひび割れが，最大応力後に

巨視的なひび割れに成長し，破壊に至っていることが確

認できる。 

損傷率 25%および 50%の供試体について，最大応力の

50%まで応力が低下した時点でのひび割れ性状を図－8

に示す。損傷率 25%および 50%の供試体は，予め導入し

た不連続面（黒色）と載荷により生じた新たなひび割れ

（赤色）が連結することにより破壊に至っている。また，

損傷率が大きくなるにつれて，応力伝達のない不連続面

が広く分布することにより，供試体の体積膨張が小さく

なっていることがわかる。 

図－9 に，損傷なし，損傷率 25%および 50%の供試体

について，最大応力時までに破壊したバネの数を示す。

ここで，「破壊したバネ」とは，バネの応力が応力－ひず

み関係における強度（最大応力）に達したものを表して

いる。損傷率 25％および 50%の供試体では，予め導入し

た不連続面（取り除いたバネ）の数も併せて示した。損

傷率が大きくなるほど，最大応力に達するまでに載荷に

よって破壊するバネの数が減少しているが，これは図－8

のひび割れ状況から，載荷により生じたひび割れが予め

導入した不連続面と連結して巨視的ひび割れを形成する

ためと推察される。なお，損傷率が大きいほど，破壊す

るバネおよび導入した不連続面の総数が大きくなるのは，

載荷板の摩擦の影響によって本来は損傷しない供試体端

部に導入された不連続面の数も含まれているためである。

図－7 ひび割れ性状（損傷なし） 

 

図－8 ひび割れ性状（最大応力後 50%） 

図－9 破壊したバネ数（最大応力時） 

図－10 強度比－損傷率関係 

図－11 弾性係数比－損傷率関係 
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また，載荷により破壊するバネに占める垂直バネとせん

断バネの数は，おおよそ半々となった。 

 図－10および図－11に，損傷のない供試体で正規化し

た強度および弾性係数と損傷率の関係を示す。図中の直

線は近似直線である。不連続面を導入した供試体の強度

および弾性係数は，損傷率の増加とともに，ほぼ線形的

に低下していることが確認できる。また，弾性係数の低

下率は強度のものより小さい。これより，モルタルの損

傷はコンクリート供試体を破壊に至らしめるひび割れの

形成に直接関与することから，強度への影響が大きかっ

たものと考えられる。 

  上記の解析では，不連続面でバネを完全に取り除いて

いるため，不連続面での応力の伝達は一切ない。そこで，

不連続面の垂直バネを残し，引張応力とせん断応力に対

しては応力伝達０，圧縮応力に対しては弾性的に応力伝

達を生じるものとして解析を行ってみた。解析より得ら

れた応力－ひずみ関係を図-12 に，強度比－損傷率関係

を図-13 に示す。損傷率が増加すると最大応力が低下す

る傾向を示すが，その低下率はバネを取り除いたものよ

りかなり小さくなった。また，弾性係数については，不

連続面を有しても変化しておらず，不連続面でも圧縮力

を伝達することができれば，初期の弾性挙動には影響を

及ぼさないことがわかる。 

 

3. 不連続面を有する円柱供試体の実験 

3.1 実験概要 

 不連続面を模擬したコンクリート円柱供試体の一軸圧

縮試験を行い，前述の解析結果の妥当性を検証した。不

連続面の導入方法は，打設時にラミネート片を混入する

ことで模擬した。使用したポリエステル製ラミネートは，

モルタルと同等の弾性係数（10～20GPa）で薄い（0.15mm）

ため，モルタル内に不連続面は形成するが，試験体の強

度や弾性係数には直接影響を与えないものと考えた。ま

た，実際のひび割れ面には凹凸があるが，解析での不連

続面はせん断抵抗がないため，本実験では平滑なラミネ

ート片を用いることとした。  

  セメントには早強ポルトランドセメントを使用し，粗

骨材には最大寸法 20mm の砕石を用いた。目標圧縮強度

は，解析に合わせて 25N/mm2とした。 

図－12 応力－ひずみ関係（圧縮伝達あり） 

 

図－15 応力－ひずみ関係（20mm 角） 

表－2 供試体諸元 

試験体名 損傷率（％） ラミネート片(mm)

D0 0 － 

D25L10
25 

10×10 

D25L20 20×20 

D50L10
50 

10×10 

D50L20 20×20 

 

図－13 強度比－損傷率関係 

 

図－14 応力－ひずみ関係（10mm 角） 
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 損傷率 25%の供試体は，解析でのモルタル要素間バネ

の総面積（約 5×105mm2）の 25%に相当する面積のラミ

ネートフィルムを，10mm 角および 20mm 角の薄片に切

断して混入した。なお，解析の不連続面の平均面積は

10mm2（およそ 3mm 角）であり，薄片の作製の困難さか

ら，実験と解析で不連続面の大きさを合わせることはで

きていないが，まずは全体の傾向を把握することを目的

とした。実験では，損傷なし，損傷率 25%および 50%の

3 種類について，各 3 体の供試体を作製した（表－2）。 

 載荷には容量 1000kN のアムスラー型載荷試験機を使

用し，ロードセルの荷重および載荷板間に設置した変位

計より応力－ひずみ関係を求め，供試体側面に貼付した

ひずみゲージを用いて弾性係数を算出した。 

 

3.2 実験結果 

 実験より得られた応力－ひずみ関係を図－14 および

図－15に示す。損傷のない供試体の最大応力の平均値は

25.4N/mm2となり，解析（26.6N/mm2）とほぼ同等の値と

なったが，変位計より求めた平均ひずみは解析より大き

めの値を示した。供試体側面に貼付したひずみゲージの

値は解析と同等の値を示したことから，平均ひずみの増

大は供試体上部のブリージングの影響と考えられる。 

 解析と同様に，実験より得られた最大応力は，損傷率

の増加に伴い低下する傾向を示した。ラミネート片を混

入した供試体の応力－ひずみ関係はばらつく傾向にある

が，最大応力の変動は最大で 15%程度であり，ラミネー

ト片の分散の傾向には大きな違いは出なかったものと考

えられる。 

 写真－1 に，損傷率 50%となるラミネート片を混入し

た供試体の切断面を示す。10mm 角のラミネート片を混

入した供試体は，ラミネートが比較的分散しているのに

対し，20mm 角のラミネート片を混入した供試体では，

ラミネートが固まって存在する傾向にあることがわかる。

また，損傷なしおよび損傷率 50%（20mm 角）の供試体

について，最大応力後の破壊性状を写真－2 に示す。損

傷のない供試体は，最大応力後に表面のコンクリートが

剥落するのに対して，ラミネート片を混入した供試体は

剥落があまり生じなかった。これは，図－8 に関して述

べたように，不連続面を有する供試体では，不連続面で

の応力伝達が減少するため体積膨張が小さく，剥落が生

じにくくなったものと考えられる。 

 実験より得られた強度比および弾性係数比と損傷率と

の関係を，解析結果とともに図－16および図－17に示す。

損傷率 25%の実験結果における 10mm 角および 20mm 角

弾性係数の算出にあたっては，明らかに弾性係数の異な

るそれぞれ 1 体の結果を除いた。解析と同様に，損傷率

 

写真－1 供試体の切断面（損傷率 50%） 

 

写真－2 最大応力後の破壊性状 

図－15 強度比－損傷率関係 

図－16 弾性係数比－損傷率関係 
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の増加とともに強度比および弾性係数比の低下が見られ

るが，その低下率は圧縮力の伝達のない解析結果よりも

小さい結果となった。また，ラミネート片が 10mm 角と

20mm 角の供試体を比較すると，強度の低下率に差は出

たものの，弾性係数はほぼ同様の低下率を示した。 

不連続面で圧縮力の伝達があるとした解析では弾性

係数が変化しないのに対し，ラミネート片を混入した供

試体の弾性係数は低下したことから，不連続面の応力伝

達の有無が供試体の体積膨張に影響を及ぼすことがわか

った。なお，本研究の実験の範囲では，不連続面の大き

さの影響について十分な評価はできなかった。 

 ラミネート片を混入した供試体の強度の低下率が，不

連続面で圧縮力の伝達がないとした解析の低下率より小

さくなった原因としては，解析の不連続面が供試体内に

比較的一様に分布しているのに対し，ラミネート片は分

散性が悪く偏在していることから，不連続面の見かけの

量が小さくなったことが大きいと考えられる。また，

10mm 角のラミネート片の強度の低下率が 20mm 角のも

のより小さくなったことから，面積の小さいラミネート

片では十分な不連続性を再現できなかった可能性がある。

ただし，10mm 角のラミネート片でも弾性係数の低下に

は寄与していることから，載荷初期の挙動（主として不

連続面の開口）には 20mm 角と同等の影響を及ぼすもの

と推察される。なお，解析での不連続面の平均面積は

10mm2（およそ 3mm 角）にもかかわらず強度の低下が大

きいことから，不連続面の分散性だけでなく，不連続面

のモデル化（例えば，完全にせん断伝達を０としたこと

など）についても更なる検討が必要である。 

 

4. まとめ 

 本研究では，微細なひび割れを有するコンクリートの

圧縮破壊特性を把握するための基礎的な検討として，微

細なひび割れを模擬した不連続面を導入したコンクリー

ト円柱供試体の数値解析および実験を行った。特に，実

験結果と解析結果の一致を目指すのではなく，不連続面

の有無と供試体強度および弾性係数との関係について，

解析と実験の異なるアプローチにより傾向を把握するこ

とを目的とした。得られた知見は以下のとおりである。 

(1) コンクリートをモルタル，骨材，およびモルタル－

骨材間の界面による 3 相材料としてモデル化したメ

ソスケール解析により，モルタルに導入した不連続

面（モルタルの損傷率）の増加に伴いコンクリート

円柱供試体の一軸圧縮強度および弾性係数が低下す

ることが確認できた。 

(2) コンクリートの一軸圧縮強度および弾性係数は，微

細な不連続面の量が増加するにつれて低下すること

が，ラミネート片を用いて不連続面を模擬した実験

でも確認できた。 

(3) 解析および実験結果より，モルタルの損傷率は強度

低下には大きな影響を及ぼすのに対し，弾性係数の

低下に及ぼす影響は相対的に小さいことがわかった。 

(4) 解析結果より，不連続面を導入した供試体では破壊

時の体積膨張が比較的小さくなることが確認でき，

同様の傾向が実験でも観察された。 

(5) 実験での強度および弾性係数の低下率は，解析での

低下率より小さいものとなった。損傷量と圧縮破壊

特性との関係を定量的に評価するためには，解析で

の不連続面のモデル化や不連続面の大きさの影響な

どについて，今後さらなる検討が必要である。 
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