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要旨：鉄筋腐食により劣化した RC 梁部材に生じる，鉄筋の断面積減少，鉄筋とコンクリート間の付着性能

の低下，かぶりコンクリートの剥落といった損傷が部材の耐荷性能に及ぼす影響を定量的に把握することを

目的に，各損傷を個々に理想的に再現した供試体を用いて静的載荷試験および落錘式衝撃試験を実施した。

その結果，鉄筋の断面積減少が耐荷力や耐衝撃性能に大きな影響を及ぼし，また，付着性能は破壊性状に大

きく影響を及ぼすことが明らかとなった。さらに，実験結果を分散分析することで，それらの影響度合いを

定量化した。 
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1. はじめに 

 近年，鉄筋腐食により劣化した鉄筋コンクリート（以

降，RC と称す）構造物の増加に伴い，部材レベルにお

いて劣化性状と耐荷性能の関係性に着目した研究 1) , 2)が

数多く行われている。鉄筋腐食により劣化した RC 部材

には，①鉄筋の断面積減少，②鉄筋とコンクリート間の

付着性能の低下，③腐食によるコンクリートのひび割れ

またはかぶりコンクリートの剥落といった損傷が生じ，

これらが複雑に作用し合うことで耐荷性能に影響を及ぼ

していると考えられる。つまり，上述の３項目は耐荷性

能に影響を及ぼす要因として位置づけられる。静的荷重

下の RC 梁部材の耐荷性能に関しては劣化程度と曲げ耐

力やせん断耐力の関係について明らかにされてきている

が，各要因が耐荷性能にどの程度影響を及ぼすかについ

て定量的に把握されているとは言い難い。さらに，衝撃

荷重下においては劣化程度が耐荷性能に及ぼす影響さえ

も明らかにされていない現状にある。もし，各要因が RC

部材の耐荷性能に及ぼす影響を定量的に評価することが

できれば，鉄筋腐食により劣化した RC 部材や構造物の

数値解析を行う上で重要視すべき損傷を抽出できるだけ

でなく，補修や補強においても効率化が図られ，維持管

理技術の向上に資すると考えられる。 

 そこで，本研究では，まず，RC 梁の耐荷性能に影響

を及ぼすと考えられる①鉄筋の断面積減少，②鉄筋とコ

ンクリート間の付着性能の低下，③腐食によるコンクリ

ートのひび割れまたはかぶりコンクリートの剥落といっ

た３要因を理想的に再現した RC 梁部材を作製し，静的

載荷試験および落錘式衝撃試験を実施することで，各要

因が耐荷性能および耐衝撃性能に及ぼす影響を検討した。

さらに，実験結果に対して分散分析を行うことで各要因

の寄与率を算出し，各要因の影響評価を行った。 

2. 実験概要 

2.1 供試体における各要因の再現方法 

 本研究では，上述の３つの要因が独立して個々に耐荷

性能にどの程度影響を及ぼすかを明らかにすることが目

的であるため，以下の(1)～(3)に示す方法で各損傷を力学

的に置換した供試体を作製することとした。 

(1) 鉄筋の断面積減少 

 鉄筋の断面積減少に関しては，腐食した鉄筋や意図的

に削った鉄筋を用いて供試体を作製するなどの方法が考

えられるが，本実験においては異形棒鋼である D13 と

D10 の鉄筋をそれぞれ使用することで断面積の減少を再

現した。これにより付着性能に影響を及ぼすことなく断

面積減少の影響を純粋に評価できると考えられる。 

(2) 鉄筋とコンクリート間の付着性能の低下 

 鉄筋とコンクリート間における付着強度の低下に関し

ては，既往の研究 3) , 4)を参考に油粘土と OPP フィルムを

用いることで付着を完全に切った。具体的には図－1 に

示すように，鉄筋の表面に油粘土を薄く付着させ，その

上から OPP フィルムを巻きつけることで付着を切った

状態を理想的に再現している。本実験ではこのように付

着を切った状態をアンボンド状態と呼ぶことする。 

(3) コンクリートのひび割れ・剥落 

鉄筋腐食に伴うコンクリートのひび割れ・剥落に関し

ては，電磁誘導加熱を用いて熱膨張により鉄筋周辺にひ

び割れを発生させる方法や，コンクリートハンマ等を用 

 

図－1 アンボンド供試体の作製方法 
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いてかぶりコンクリートを破壊する方法などが考えられ

るが，いずれの方法も供試体間における誤差が大きくな

るだけでなく，ひび割れによって付着性能に影響を及ぼ

す可能性も考えられる。そこで，本研究では供試体のか

ぶり部分が欠損するような型枠を作製し打設を行った。

なお，引張鉄筋下部までかぶりを欠損させると付着性能

に影響を及ぼすので，本実験ではせん断補強筋の下部

5mm より下のかぶりコンクリートを欠損させた（写真－

1参照）。本実験ではこのようにかぶりコンクリートを欠

損させた状態を断面欠損状態と呼ぶこととする。 

以上のように各損傷を再現しているが，本実験におい

ては鉄筋規格の制限により，鉄筋の断面積減少率は約

43%であり（D13→D10 の断面積減少率），この劣化程度

に合わせるために，鉄筋とコンクリート間の付着は完全

に切り，コンクリートの損傷状況はかぶりコンクリート

剥落を仮定したことになる。 

2.2 供試体の概要および実験ケース 

 本実験で用いた RC 梁供試体の寸法および配筋を図－

2に示す。図－2には前述した各要因を再現した供試体の

概略図も併せて示している。供試体は幅 100mm，高さ

120mm の複鉄筋矩形断面を有する長さ 1200mm の RC 梁

である。劣化していない基準供試体の引張鉄筋には

D13(SD295A)を 2 本，圧縮鉄筋には φ6(SR235)を 2 本，

せん断補強筋には φ6(SR235)を使用した。引張鉄筋から

のかぶりは 23.5mm であり，せん断補強筋の設置間隔は

100mm である。なお，供試体は曲げ破壊が先行するよう

に断面設計を行った。また，図に示すようにアンボンド

供試体と断面欠損供試体の劣化区間は支点部に影響を及

ぼさないように供試体中央の 800mm とした。供試体は

すべて同じ材料で同時に製作しており，JIS5)に基づき測

定したコンクリートの圧縮強度，引張強度，静弾性係数

はそれぞれ 45.5MPa，2.6MPa，30.3GPa である。 

 本実験では上述の各要因を因子とし，表－1 のように

各因子にそれぞれ 2 水準を設定した。実験ケースは表－2

に示すように，各因子の水準間における組み合わせすべ

てを実施する繰返しのない 3 元配置実験である。なお，

静的載荷試験，落錘式衝撃試験ともに同じ実験ケースで

実験を実施した。 

2.3 静的載荷試験の概要 

 載荷試験は万能試験機を用い，スパン 1000mm，等曲

げモーメント区間 200mm の 2 点載荷とした。載荷速度

は 0.5mm/min の変位制御とし，圧縮部コンクリートの破

壊が確認できるまで載荷を続けた。なお，試験体は回転

を許容した治具により支持しており，ロードセルおよび

高感度変位計を用いて荷重と試験体のスパン中央の鉛直

変位を測定した。 

 
写真－1 かぶりコンクリート欠損状況(供試体底面) 

 

 

(a) 基準供試体 (劣化なし) 

 

(b) アンボンド供試体 

 

(c) 断面欠損供試体 

図－2 供試体概略図（単位：mm） 

 

表－1 各因子とその水準 

因子 水準 1 水準 2 

鉄筋の断面積 D13 D10 

付着状況 付着劣化なし アンボンド 

コンクリート損傷状況 損傷なし 断面欠損 

 

表－2 実験ケース（静的載荷試験・落錘式衝撃試験共通） 

ケース名 鉄筋の断面積 付着状況 コンクリート損傷状況

13-B-C D13 付着劣化なし 損傷なし 

13-B-L D13 付着劣化なし 断面欠損 

13-U-C D13 アンボンド 損傷なし 

13-U-L D13 アンボンド 断面欠損 

10-B-C D10 付着劣化なし 損傷なし 

10-B-L D10 付着劣化なし 断面欠損 

10-U-C D10 アンボンド 損傷なし 

10-U-L D10 アンボンド 断面欠損 

 

2.4 落錘式衝撃試験の概要 

 落錘式衝撃試験は落錘式衝撃試験装置を用い，静的載 

荷試験と同様のスパン 1000mm で実施した。図－3に衝 

撃試験装置の概要ならびに試験体設置状況を示す。本試 
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験装置は，ガイドレールにより自由落下挙動時や衝突時

の鋼製重錘の偏心を防止できるようになっており，衝突

速度と落下高さの関係は理論値どおりであることを実験

開始前に確認している。載荷条件は，質量 100kg の鋼製

重錘を試験体スパン中央に所定の高さから自由落下させ

るもので，支点は回転を許容し衝突による試験体の跳ね

上がりを防止するために試験体の上下をクランプするこ

とで固定した。衝突速度は，事前に実施した試験により，

基準供試体における最大変位が静的載荷条件下で確認さ

れた鉄筋降伏変位を超えないように 1.5m/s と設定し，衝

突部のロードセルが片当たりせずに応答値が正確に測定

できる範囲として，累積残留変位がスパンの 1%に達し

たときを終局とみなし，終局に至るまで繰り返し衝突す

ることとした。測定項目は重錘衝撃力，試験体スパン中

央の鉛直変位とした。衝撃力は重錘側に取り付けたロー

ドセル（容量 500kN，応答周波数 1.3kHz），変位はレー

ザー式変位計（応答周波数 915Hz）を用いて測定した。 

 

3. 実験結果および考察 

3.1 静的載荷試験の結果および考察 

(1) 荷重－変位関係 

 図－4 に静的載荷試験より得られた荷重－変位関係を

鉄筋径ごとに示す。図より，鉄筋が D13 から D10 に変わ

ると，付着の有無，かぶりコンクリートの有無にかかわ

らず最大荷重が低下していることが確認できる。よって，

鉄筋の断面積減少が耐荷力に支配的に影響することがわ

かる。また，アンボンド供試体においてはテンションス

ティフニング効果が発揮されないため，鉄筋降伏までの

勾配が大きく低下しており，載荷初期には鉄筋とコンク

リートが滑ることによって発生したと考えられる荷重の

低下も見られる。断面欠損供試体については最大荷重が

若干低下している供試体も確認できるが，他の因子と比

較して耐荷性能への影響は小さいと考えられる。 

(2) 実験結果の比較 

 表－3 には静的載荷試験より得られる実験結果の一覧

を示している。ここで，初期勾配は原点から鉄筋降伏時

の変位までの割線剛性であり，じん性率はコンクリート

圧壊時の変位と鉄筋降伏時の変位の比である。また，本

実験では荷重－変位曲線の勾配がゼロになった時の変位

を鉄筋降伏時の変位と仮定しており，コンクリート圧壊

時の変位は実験において目視により確認している。表よ

り，荷重－変位関係でも明らかだったように，鉄筋断面

積の減少により最大荷重が明確に減少していることがわ

かる。しかし，鉄筋の断面積減少率は約 43%であるが，

鉄筋径の違いによる最大荷重の平均的な低下率は 27.7%

であり，最大荷重低下率は断面積減少率よりも小さいこ

とが確認できる。また，初期勾配は付着状況だけでなく 

  
図－3 衝撃試験装置および供試体の設置状況 

 

(a) 荷重－変位関係（D13 を用いた供試体） 

 

(b) 荷重－変位関係（D10 を用いた供試体） 

図－4 静的載荷試験における荷重－変位関係 

 

表－3 静的載荷試験における実験結果一覧 

ケース名 最大荷重(kN) 初期勾配(kN/mm) じん性率 

13-B-C 39.3 7.1 2.1 

13-B-L 35.9 7.5 2.7 

13-U-C 30.4 4.8 1.4 

13-U-L 37.5 4.9 1.4 

10-B-C 27.5 6.3 4.3 

10-B-L 26.1 6.3 6.0 

10-U-C 26.0 4.0 1.5 

10-U-L 23.9 3.2 1.7 

 

鉄筋の断面積減少によっても若干低下しており，この 2

つの要因に大きく支配されると考えられる。じん性率に

関してはアンボンド化によって大きく低下し，鉄筋の断

面積減少により増加していることが確認できる。鉄筋の
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断面積減少によってじん性が増加した理由としては，鉄

筋の断面積減少によって断面内における引張鉄筋の比率

が低下しため鉄筋降伏変位とコンクリート圧壊変位の差

が大きくなったためであると考えられる。 

(3) 破壊状況 

 図－5には，劣化していない基準供試体である 13-B-C，

断面欠損した 13-B-L，アンボンド状態の 13-U-C におけ

る静的載荷試験後の破壊状況を示しており，図中の青線

はひび割れを表している。図からわかるように，付着劣

化していない供試体においては，かぶりコンクリート欠

損の有無にかかわらず，等曲げ区間内で似た傾向のひび

割れが発生して破壊に至っていることが確認できる。し

かし，アンボンド供試体においては，供試体中央に 1 本

のひび割れが進展するのみで，ひび割れ分散性が著しく

低下していることが確認できる。これは 3.1 節の第 1 項

でも述べたように，アンボンド供試体においてはテンシ

ョンスティフニング効果が発揮せず，かぶりコンクリー

トが引張応力を負担しないためひび割れ分散性が低下す

るものと考えられる。 

3.2 落錘式衝撃試験の結果および考察 

(1) 応答値および累積残留変位 

 図－6 には鉄筋 D10 を用いた供試体における衝突 1 回

目の衝撃力応答および変位応答を示す。まず，衝撃力応

答より，アンボンド供試体においては明らかに最大衝撃

力が低下し，衝撃力継続時間が増加していることが確認

できる。また，断面欠損供試体においては欠損していな

い供試体と比較してわずかではあるが衝撃力の低下と衝

撃力継続時間の増加が見られる。変位応答においてもア

ンボンド供試体は明確な最大変位の増加が見られ，断面

欠損供試体においても若干の変位の増加が確認できる。

しかし，残留変位を比較すると，最大変位の大きいアン

ボンド供試体の残留変位は付着劣化していない供試体の

半分程度であり，アンボンド供試体は，最大変位は大き

いが残留変位が小さいという傾向が見られることが確認

できる。このような傾向が現れた原因として，RC 梁が

曲げ変形すると鉄筋とコンクリート間においてずれが生

じ鉄筋とコンクリートの局所的なすべり量が大きくなる

が，アンボンド供試体においてはこのすべり量の増加に

一切抵抗できないため最大変位が増加するものと考えら

れる。また，梁が復元する際もアンボンド供試体におい

ては，鉄筋とコンクリートの噛み合いが作用しないため

すべり量の減少に抵抗せず，残留変位の減少に寄与した

と考えられる。 

 図－7 には累積残留変位と衝突回数の関係を示す。な

お，13-U-C と 13-U-L に関しては，終局である累積残留

変位 10mm に達する前にコンクリート衝突部の圧縮破壊

 
(a) 13-B-C 

 

(b) 13-B-L 

 

(c) 13-U-C 

図－5 静的載荷試験における破壊状況 

 

(a) 衝撃力応答（D10 を用いた供試体のみ） 

 

(b) 変位応答（D10 を用いた供試体のみ） 

図－6 1 回目衝突時の衝撃力応答および変位応答 

 

 

図－7 累積残留変位と衝突回数の関係 

 

が顕著になったため，その時点で載荷を中止した。まず，

鉄筋が D13 から D10 に変わると，付着の有無，かぶりコ

ンクリートの有無にかかわらず終局までの衝突回数が減
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少していることが確認でき，鉄筋の断面積減少は耐衝撃

性能の低下に支配的であることがわかる。一方，アンボ

ンド供試体においては断面積減少の有無，かぶりコンク

リートの有無にかかわらず終局までの衝突回数が増加し

ており，アンボンド化によって繰返し耐衝撃性能が向上

することが確認できる。これは，前述した通りアンボン

ド化が残留変位の抑制に寄与したためであると考えられ，

耐衝撃性能の低下要因であると考えられていた付着強度

の低下が，低速度の衝撃荷重下においては RC 梁部材の

性能向上に寄与することが明らかとなった。また，図よ

りかぶりコンクリートの欠損に関しては耐衝撃性能に大

きな影響を及ぼさないことが推察できる。 

(2) 実験結果の比較 

 表－4 には落錘式衝撃試験より得られる実験結果の一

覧を示している。まず，1 回目衝突時の最大変位（絶対

値）と衝撃力継続時間の結果より，鉄筋断面積の減少，

アンボンド化，かぶりコンクリートの欠損というすべて

の因子で最大変位と衝撃力継続時間の増加に影響してい

ることが確認できる。よって，鉄筋腐食により劣化した

RC 梁部材の衝撃応答は 3 つの因子が複雑に作用し合っ

て出力されることが予測できる。また，累積残留変位（絶

対値）を衝突回数で除した結果より，繰返しの耐衝撃性

能に支配的な因子は前述した通り，鉄筋の断面積と付着

性能であることが明らかであることが確認できる。 

(3) 破壊状況 

 図－8には，劣化していない基準供試体である 13-B-C，

断面欠損した 13-B-L，アンボンド状態の 13-U-C におけ

る落錘式衝撃試験後の破壊状況を示す。図からわかるよ

うに，付着劣化していない供試体においては，かぶりコ

ンクリート欠損の有無にかかわらず，供試体中央でひび

割れが分散して破壊に至っているのに対して，アンボン

ド供試体は供試体中央に 1 本のひび割れが進展するのみ

でひび割れ分散性が著しく低下していることが確認でき

る。これは，静的載荷試験での破壊状況と同様の傾向を

示しており，本実験の範囲内では載荷速度の違いが破壊

形式に大きな影響を与えないことが確認できた。 

3.3 分散分析を用いた各因子の影響評価 

 前節では，3 つの因子が RC 梁部材の耐荷性能および

耐衝撃性能に及ぼす影響を定性的に評価したが，本節で

は各因子が RC 梁部材の性能に与える影響を詳細に評価

するために分散分析を実施した。分散分析は実験データ

の全変動を各因子の変動，交互作用による変動，誤差変

動に分解し，因子や交互作用の影響を判定するものであ

る。分散分析では，ある基準のもとで要因に効果がある

かを判定し，誤差程度の効果しかない因子をプーリング

の対象とし，誤差変動にプールすることで誤差の自由度 

表－4 落錘式衝撃試験における実験結果一覧 

ケース名

1 回目衝突時 累積残留変位 

/ 衝突回数 

(mm/回) 

最大変位

(mm) 

衝撃力継続時間

(s) 

13-B-C 4.60 0.0118 0.55 

13-B-L 4.70 0.0121 0.63 

13-U-C 6.13 0.0150 0.13 

13-U-L 7.05 0.0157 0.08 

10-B-C 5.45 0.0140 1.86 

10-B-L 5.55 0.0146 2.11 

10-U-C 7.45 0.0182 1.10 

10-U-L 7.62 0.0185 1.04 

 

 

(a) 13-B-C 

 

(b) 13-B-L 

 

(c) 13-U-C 

図－8 落錘式衝撃試験における破壊状況 

 

を上げる手法がとられる。本研究ではこのプーリングの

基準を永田の方法 6)に従って行うこととし，分散比にお

いて 2 以下のものがなくなり，かつ上側確率 1%で有意

になる要因が表れるまで 1 つずつ誤差のプールを行った。 

 表－5から表－7には，表－3における静的載荷試験の

実験結果の分散分析表を示す。表からわかるように，静

的荷重下においては，最大荷重を決定づける因子は鉄筋

の断面積であり，その寄与率は 76.5%となっていること

がわかる。また，変形性能である初期勾配やじん性率に

最も影響を及ぼす因子は付着性能であり，かぶりコンク

リートの剥落は静的荷重下においては耐荷性能にほとん

ど寄与しないことが確認できる。 

 表－8 から表－10 には，表－4 における落錘式衝撃試

験の実験結果の分散分析表を示す。表より，衝撃荷重下

においては付着性能が最大変位，衝撃力継続時間，1 回

衝突当たりの残留変位すべてに大きく寄与していること

がわかり， 1 回衝突当たりの残留変位には鉄筋の断面積

減少も 71.3%と大きく寄与していることがわかる。よっ

て，数値解析において劣化のモデル化を行う場合は鉄筋

の断面積減少および付着モデルが重要な因子となりうる

と推察できる。また，衝撃荷重下においてもかぶりコン

クリートの剥落は耐衝撃性能に大きく寄与しないことが

明らかとなった。 
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表－5 最大荷重の分散分析結果（静的） 

因子 平方和 自由度 分散 分散比 検定 寄与率

A(鉄筋) 196.0 1 196.0 27.4 ** 76.5 

B(付着) 15.1 1 15.1 2.1  3.2 

C(断面) - - - - - - 

A×B - - - - - - 

A×C - - - - - - 

B×C - - - - - - 

e 35.8 5 7.2   20.3 

計 246.9 7    100 

 

表－6 初期勾配の分散分析結果（静的） 

因子 平方和 自由度 分散 分散比 検定 寄与率

A(鉄筋) 2.4 1 2.4 27.5 ** 14.3 

B(付着) 13.3 1 13.3 153.3 ** 82.0 

C(断面) - - - - - - 

A×B - - - - - - 

A×C - - - - - - 

B×C - - - - - - 

e 0.4 5 0.1   3.8 

計 16.1 7    100 

 

表－7 じん性率の分散分析結果（静的） 

因子 平方和 自由度 分散 分散比 検定 寄与率

A(鉄筋) 4.4 1 4.4 16.0  21.0 

B(付着) 10.3 1 10.3 37.2 ** 50.7 

C(断面) 0.8 1 0.8 3.0  2.8 

A×B 3.4 1 3.4 12.3  15.8 

A×C - - - - - - 

B×C - - - - - - 

e 0.8 3 0.3   9.8 

計 19.7 7    100 

 

4. 結論 

本研究で得られた知見を以下に列挙する。 

(1) 3 つの要因を個々に再現した RC 梁部材に対して実施

した静的載荷試験により，耐荷力には鉄筋の断面積減

少が大きく影響し，分散分析の結果，その寄与率は 75%

以上であることが確認できた。さらに，初期勾配とじ

ん性率には付着性能が大きく影響することがわかっ

た。 

(2) 同様に実施した落錘式衝撃試験により，鉄筋の断面

積減少が耐衝撃性能に及ぼす影響は大きく，その寄与

率は 70%以上であることが確認できた。さらに，付着

を完全に切ったアンボンド供試体の場合，ボンド供試

体と比較して最大変位は大きく，残留変位は小さくな

る傾向にあり，耐繰返し衝撃性能を累積残留変位に着

目して定義する場合，その性能は向上することが確認

できた。 

(3) 以上のことから，腐食による断面積減少だけでなく，

付着性能の低下も耐荷性能および耐衝撃性能に大き

な影響を及ぼし，数値解析で考慮すべき重要な因子で

あることが明らかとなった。 
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表－8 最大変位の分散分析結果（衝撃） 

因子 平方和 自由度 分散 分散比 検定 寄与率

A(鉄筋) 1.6 1 1.6 33.1  15.7 

B(付着) 7.9 1 7.9 162.5 ** 78.8 

C(断面) 0.2 1 0.2 4.3  1.6 

A×B - - - - - - 

A×C - - - - - - 

B×C 0.1 1 0.1 2.0  0.5 

e 0.1 3 4.9e-2   3.4 

計 10.0 7    100 

 

表－9 衝撃力継続時間の分散分析結果（衝撃） 

因子 平方和 自由度 分散 分散比 検定 寄与率

A(鉄筋) 1.4e-5 1 1.4e-5 673.5 ** 33.4 

B(付着) 2.8e-5 1 2.8e-5 1305.9 ** 64.8 

C(断面) 4.5e-7 1 4.5e-7 21.2  1.0 

A×B 2.1e-7 1 2.1e-7 9.9  0.4 

A×C - - - - - - 

B×C - - - - - - 

e 6.4e-8 3 2.1e-8   0.3 

計 4.3e-5 7    100 

 

表－10 累積残留変位/衝突回数の分散分析結果（衝撃）

因子 平方和 自由度 分散 分散比 検定 寄与率

A(鉄筋) 2.8 1 2.8 304.4 ** 71.3 

B(付着) 1.0 1 1.0 106.7 ** 24.8 

C(断面) - - - - - - 

A×B 0.1 1 0.1 10.4  2.2 

A×C - - - - - - 

B×C - - - - - - 

e 3.7e-2 4 9.1e-3   1.6 

計 3.9 7    100 

F 検定において 1%有意：** 
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