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要旨：主鉄筋またはせん断補強筋に，かぶりコンクリートの剥離あるいは付着劣化が生じたせん断破壊する

梁部材を対象に，かぶり剥離と付着劣化の有無とそれらが生じている位置をパラメータとして，非線形有限

要素解析を行い，各要因が梁部材の耐荷挙動に与える影響を検討した。解析の結果，主鉄筋に付着劣化が生

じた場合，特定の箇所に変形が集中することにより，梁部材の耐荷性能が低下することが示された。せん断

補強筋のかぶりコンクリートが剥離した場合は，梁部材の抵抗断面の減少により耐荷性能が低下する可能性

が確認された一方，せん断補強筋の付着劣化についてはほとんど影響が無いことが示された。 

キーワード：付着劣化，かぶりコンクリート剥離，せん断 

 

1. はじめに 

 鉄筋コンクリート構造物の鉄筋が腐食した場合，コン

クリート片の落下等の事故に繋がるだけでなく，鉄筋コ

ンクリート構造物の耐荷性能が低下することから，鉄筋

腐食と構造物の耐荷性能の関係について数多くの研究が

なされている 1)。鉄筋腐食の影響としては，鉄筋断面の

減少，鉄筋とコンクリートの付着力の低下，かぶりコン

クリートの剥離（コンクリート断面の減少）が考えられ

るが，このうち鉄筋の断面減少は，実験的にも解析的に

も比較的容易にその影響を推定することが可能である。

しかしながら，付着力の低下およびかぶりコンクリート

剥離の影響については不明確な点が多い。さらに，これ

らが部分的に発生した場合に，その影響がどのように構

造物全体に影響を与えるかは明らかにされていない。 

 また，コンクリート標準示方書 維持管理編 2)には，既

設構造物の性能評価方法として非線形有限要素解析によ

る評価が規定されているが，部材のモデル化や材料のモ

デル化を構造物の現状に基づいて適切に行う必要が指摘

されている。そのためには付着劣化やかぶりコンクリー

トの剥離が耐荷性能に与える影響の理解が必要不可欠で

ある。 

そこで本研究では，付着劣化やかぶりの剥離が生じた

際に曲げ破壊先行型に比べて複雑な挙動を示すと考えら

れるせん断破壊する RC 梁を対象に，かぶりの有無，付

着劣化の有無，およびそれらの生じた位置をパラメータ

とし，各要因が構造物の耐荷性能に与える影響を解析的

に検討した。実構造物では鉄筋腐食に起因してかぶり剥

離と付着劣化が同時に進行することから，実験において

は各要因による影響を分離することが出来ず，各要因の

影響が組み合わさったものを評価することになるが，解

析の場合，各要因の影響を分離することが出来るため，

それぞれの影響を単独で評価することが可能となる。各

要因による影響を把握しておくことは，RC 構造物の基

本的なせん断性状の理解につながるだけでなく，今後，

既設構造物をモデル化する際に有用なものと考えられる。 

 

2. 解析概要 

2.1 解析手法 

解析には，構成則に名古屋大学で開発された格子等価

連続体化法を用いた三次元非線形有限要素プログラムを

使用した。この手法は，コンクリート要素内の力の流れ

を複数本の格子成分で表し，各格子成分に等価な一軸の

応力－ひずみ関係を用いるものである。本プログラムは，

RC 構造物に対して，荷重載荷過程でのひび割れ進展挙

動を精度よく評価できることが報告されている 3)。 

2.2 コンクリートモデル 

本解析で用いた圧縮を受けるコンクリートの応力－

ひずみ関係を図-1 に示す。圧縮強度に達するまでは，

Seanz が提案した関係式を使用し，軟化域では解の要素

寸法依存性を軽減するために，圧縮破壊エネルギーGfc

を導入した。Gfcを要素の等価長さ Leqで除することによ

り，コンクリートの終局ひずみεcu を定義している。な

お，fcはコンクリートの圧縮強度，εpは最大圧縮応力か

ら除荷した場合の残留ひずみ，ε0は最大圧縮応力時のコ

ンクリートのひずみであり，等価長さ Leqは要素体積の 3

乗根として求めた。 

引張を受けるコンクリートの応力－ひずみ関係は，コ

ンクリートの引張破壊エネルギーを考慮し，ポストピー

クの引張軟化挙動をバイリニアで表現し，勾配の変化点

を最大引張応力の 1/4 とする「1/4 モデル」を用いた。図

-2 に引張応力下のコンクリートの応力－ひずみ関係を

示す。なお，図中の ft はコンクリートの引張強度，εr
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はひび割れ発生時のコンクリートのひずみ，ε1 はポスト

ピークにおいて剛性が変化するときのひずみ，ε2 は終局

ひずみである。 

 

 

図-1 コンクリートの圧縮モデル 

 

 

 
図-2 コンクリートの引張モデル 

 

2.3 鉄筋モデル 

鉄筋は，主鉄筋，せん断補強筋ともにすべてトラス要

素を用いた離散鉄筋要素としてモデル化した。鉄筋の応

力－ひずみ関係はバイリニア型であり，降伏後の剛性は

初期剛性の 1/1000 とした。 

鉄筋とコンクリートの付着強度は，それぞれの要素間

にリンク要素を配置することにより表現した。リンク要

素の付着応力－すべり関係を式(1.1)から(1.3)および図-3

に示す。最大付着応力までの挙動を表現する指数関数の

式(1.1)は，菅ら 4)が RC 部材の解析に適用するために，

島ら 5)が行ったマッシブなコンクリートに対する付着応

力－すべり関係の付着強度を変化させたものである。最

大付着応力以降は式(1.2)に基づき直線的に付着応力が低

下し，その後式(1.3)のとおり付着応力一定のまますべる

挙動を示すものとなっている。 

なお，鉄筋の定着部のフックなどはモデル化していな

いが，直線状に配置した主鉄筋および U 字型に配置した

せん断補強筋ともに，両端部にすべりを生じない固定条

件としてモデル化を行った。また，主鉄筋とせん断補強

筋は結合されておらず，互いに拘束することの無い条件

とした。 
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ここに，τは付着応力，f’c はコンクリートの圧縮強度

（MPa），s はすべり量（mm），D は補強材の直径（mm）

を表し，αは付着強度を決定するパラメータである。ま

た，τmax は付着強度（MPa），s1，s2 はそれぞれ付着強

度に至るすべり量（mm）と付着軟化後に付着応力が一

定値となるすべり量（mm）である。βは，付着軟化後

に保持する最終の付着応力を決定するパラメータであり，

本研究においては 0.1 とした。 

 

 

図-3 鉄筋の付着応力－すべり関係 

 

3. 解析対象 

3.1 解析対象とした梁供試体 

 本研究において対象としたのは，第二筆者ら 6)（以降，

中村らと記す）によって実験および解析が行われた梁供

試体である。この梁供試体は，せん断破壊することを意

図して設計されたものであり，かつ，梁の片側に十分な

せん断補強筋を配置することにより，特定の側で破壊す

るようにしたものである。断面高さ 300mm×幅 150mm

であり，せん断スパン比 a/d=3.14 である。また，引張鉄

筋比は pt=3.36%（2-D29），破壊させる側のせん断補強筋

比は pw=0.28%（2-D6 150mm ピッチ）である。荷重載荷

方法は，スパン中央部への集中載荷であり，幅 80mm の

載荷板が配置されている。供試体の概要を図-4 に示す。 

 

図-4 供試体概要 
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3.2 解析モデル 

解析モデルを図-5 に示す。コンクリート要素は，20

×20×18.75mm であり，解析結果に影響のない支点外に

ついては，要素数を減らし計算時間を短縮するため，40

×20×18.75mm と部材軸方向に 2 倍の長さを持つ要素を

用いた。供試体の諸元および材料定数を表-1に示す。 

 

 

図-5 解析モデル 

 

3.3 実験結果と解析結果の比較 

図-6 に荷重－変位関係の実験結果と解析結果の比較

を示し，図-7にひび割れ状況の実験と解析の比較を示す。

中村らの実験においては，荷重 108kN 時に斜めひび割れ

が発生し，最大荷重 218kN を示した後，せん断破壊し急

激に耐力が低下した。解析は，最大荷重発生時の変位を

実験よりも大きく評価しているものの，斜めひび割れ発

生荷重（剛性が変化する点で図-6中の点 A）および最大

荷重を適切に評価していることと，ひび割れや破壊形状

など実験時の梁の挙動を再現できていることから本解析

手法は妥当であるといえる。 

中村らは，実験供試体を基準とし，供試体寸法および

主鉄筋比は固定のまません断補強筋比を変化させ，その

影響を把握するパラメトリックな一連の解析を行ってい

る。本研究では，中村らの解析のうち，せん断補強筋の

径を倍にすることにより，実験供試体のせん断補強筋比

を倍の pw=0.56%にしたものを対象とし，付着力とかぶり

コンクリート剥離の影響を評価する解析を行った。以降

の検討で記載される健全モデルとは，図-6中の青線で示

される pw=0.56%モデルを指す。なお，pw=0.56%の解析結

果は中村らの解析結果と概ね一致する。 

 
図-6 実験結果と解析結果の比較（荷重－変位関係） 

 

 

 

図-7 最大荷重時における実験(上)と解析(下)のひび割

れ状況の比較 

 

4. 主鉄筋のかぶり剥離および付着劣化の影響評価 

4.1. 影響評価の方法 

付着力の低下およびかぶりコンクリート剥離の影響

をそれぞれ評価するため，解析では(a)健全モデル，(b)

かぶりなしモデル，(c)付着劣化モデル，(d)かぶりがなく

付着劣化したモデルの 4 つのモデルで解析を行った。実

際には，かぶりコンクリートが無くなれば付着力も低下

するため，(b)のようにかぶりコンクリートが無くても付

着性能は保たれている状態は生じないと考えられるが，

各要因による影響を評価するために行ったものである。 

また，付着力の低下やかぶりコンクリートの剥離には

必ず鉄筋の断面減少を伴うが，本研究においては，付着

劣化とかぶりコンクリート剥離の影響を評価することを

目的としているため，鉄筋の断面減少は考慮していない。 

付着劣化あるいはかぶり剥離を生じさせる範囲は，せ

ん断スパン 800mm のうちの 200mm とし，200mm ずつ位

置を変化させ 4 か所とした。以下，かぶり剥離または付

着劣化の位置を載荷点側，中央左，中央右，および支点

側と呼ぶ。図-8は，一例として中央左でかぶりコンクリ
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表-1 供試体の諸元 

a/d 
軸方向鉄筋（D29) せん断補強筋（D6) 圧縮強度 

(MPa) 

設計耐力 

(kN) p t(%) fsy(MPa) Es(GPa) p w(%) fwy(MPa) Ew(GPa)

3.14 3.36 358 182 0.28 363 179 31.9 200.4 

・ 実験 
━ 解析 pw=0.28% 
 
━ 解析 pw=0.56% 
━ 解析 pw=0.56%（中村）

Ａ 
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ートを剥離させたケースを示している。 

図-3に示す鉄筋の付着応力－すべり関係において，付

着軟化後に保持する最終の付着応力が最大付着応力の

1/10 であることを参照し，付着劣化した場合の付着応力

は，全域にわたって健全な場合の 1/10 であるとした。 

 なお，本研究はせん断破壊する梁の挙動を把握するこ

とを目的としているため，中村らの解析と同様に主鉄筋

の降伏強度を 1000N/mm2 とし，曲げ破壊が生じないよう

にした。 

 

図-8 解析モデル（中央左のかぶりが無いケース） 

 

4.2. 解析結果と考察 

図-9 はせん断スパン中央左においてかぶり剥離また

は付着劣化しているモデルの荷重－変位関係を示したも

のである。かぶりコンクリート剥離の影響はほとんど無

いものの，付着劣化している場合は，耐荷性能が大きく

低下していることがわかる。かぶり剥離または付着劣化

の位置を変化させたいずれのケースにおいても(a)健全

モデルと(b)かぶりなしモデルはほぼ同じ挙動を示し，(c)

付着劣化モデルと(d)かぶりがなく付着劣化したモデル

はほぼ同一の挙動を示したことから，付着劣化が支配的

な影響を及ぼしていることが確認された。 

 

図-9 要因別の荷重－変位関係（中央左ケース） 

 

図-10 は付着劣化している位置を変化させた場合の荷

重－変位関係を示している。載荷点側で付着劣化したケ

ースではほとんど影響が無い一方，その隣の中央左のケ

ースでは大幅に耐荷性能が低下し，健全時の約 74%の最

大荷重を示した後にせん断破壊した。次いで，中央右で

健全時の約 84%，支点側で約 92%の最大荷重を示した。 

 
図-10 位置別の荷重変位関係（付着劣化） 

 

図-11 は，荷重低下の割合の大きかった中央左のケー

スと健全モデルのコンクリートの主引張ひずみの進展状

況を比較したものである。中央左のケースでは付着力が

弱いことにより，曲げひび割れの分散性に劣り，荷重レ

ベルの低い初期の段階から付着の弱い区間に変形が集中

していることわかる。載荷レベルの上昇に伴い，付着劣

化した位置から発生した曲げひび割れを基点とするひび

割れが大きくなり，最終的には斜め方向のせん断ひび割

れとなり，終局に至っている。中央右，支点側のケース

では，付着劣化領域に作用する曲げモーメントが中央左

のケースに比べて小さいため，曲げひび割れ幅が小さく，

せん断ひび割れに進展しにくかったものと考えられる。

また，支点側の曲げひび割れは，斜め方向に進展するせ

ん断ひび割れとのなす角が大きく，曲げひび割れがせん

断ひび割れと一体になりにくいことから中央左のケース

に比べて荷重低下が小さかったと考えられる。図-11 か

らわかるとおり，中央左のケースでは，曲げひび割れか

らせん断ひび割れに進展したひび割れが鉛直に近く，せ

ん断補強筋が有効に機能しなかったために，耐荷性能の

低下を招いた可能性も考えられる。図-12 に(a)健全モデ

ルと(d)かぶりがなく付着劣化したモデル（中央左のケー

ス）の変位 6mm 時のせん断補強筋のひずみ分布の比較

を示す。(d)のモデルでは付着劣化により変形が１か所に

集中したため，左端のグラフで示されるひび割れ発生箇

所では健全モデルよりもひずみが大きくなっている一方，

その他の箇所のせん断補強筋の応力は健全モデルのもよ

りも小さくなっている。 

 

健全（δ=1mm）         中央左（δ=1mm） 

 

健全（δ=2mm）         中央左（δ=2mm） 

 

健全（δ=6mm）         中央左（δ=6mm） 

図-11 コンクリートの引張主ひずみの進展状況 
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図-12 変位 6mm 時のせん断補強筋のひずみ分布比較 

 

5. せん断補強筋のかぶり剥離および付着劣化の影響評

価 

5.1. 影響評価の方法 

せん断補強筋の付着力の低下およびかぶりコンクリ

ート剥離の影響をそれぞれ評価するため，主鉄筋の場合

と同様に，(a)健全モデル，(b)かぶりなしモデル，(c)付着

劣化モデル，(d)かぶりがなく付着劣化したモデルの 4 つ

のモデルで解析を行った。 

検討の対象とした部位は，せん断スパン内に位置する

3 本のせん断補強筋であり，載荷点に近い側から S18，

S19，S20 と呼ぶ。(a)～(d)の各モデルで S18，S19，S20

のいずれか 1 本のせん断補強筋の付着を劣化させる，ま

たはその位置のかぶりコンクリートを欠損させ検討を行

った。なお，付着劣化またはかぶり剥離をさせたのは，

梁の片面側だけである。梁の片面側のせん断補強筋全長

にわたり付着劣化させたが，せん断補強筋上端の定着部

は劣化させていない。 

 

   
 

図-13 せん断補強筋かぶり剥離モデル 

例として載荷点付近のせん断補強筋 S-18 のかぶりコ

ンクリートが剥離したケースを図-13 に示す。かぶりコ

ンクリートは，せん断補強筋から片側 45 度の角度で剥離

すると仮定し，図-14 に示すとおり，せん断補強筋を中

心に 2 列のコンクリート要素が欠損しているモデルとし

た。梁の上縁および下縁コンクリートは欠損していない。

梁の幅 150mm に対し，欠損部が 18.75mm であるので，

12.5%のコンクリート断面が欠損していることになる。

なお，せん断補強筋のかぶり剥落と付着劣化の検討にお

いても，主鉄筋の検討と同様に鉄筋の断面積減少は考慮

していない。 

   

 

図-14 かぶり剥離範囲 

 

5.2 解析結果と考察 

図-15に載荷点から 100mm 離れた位置（図-13に示す

位置）のせん断補強筋 S18 に対するかぶり剥落または付

着劣化の解析結果を示す。せん断補強筋に関しては，付

着力の低下は，梁の耐荷性能にほとんど影響を与えてい

ない。鉄筋が断面欠損した場合や，定着部が劣化し機能

しなくなった場合 7)は，耐荷性能が低下することが明ら

かにされているが，付着力の低下のみでは梁部材の耐荷

性能に大きな影響を与えないことが確認された。 

かぶりコンクリートの剥離，すなわちコンクリート断

面の欠損は，耐荷性能に与える影響が大きいという結果

が得られ，健全時に比べ耐荷性能が約 88％に低下した。 

鉄筋コンクリート部材のせん断耐荷力は，せん断補強

筋が負担するせん断耐力 Vs と，せん断補強筋以外が負担

するせん断耐力 Vcとの和で求める考え方があるが，梁の

ウェブ幅の減少は，比例関係で Vcの低下に繋がる。この

考え方に基づけば，Vc の低下はウェブ幅の減少と同じ

12.5%になるはずであり，Vs と Vcの和で表されるせん断

耐荷力では，本供試体の場合 Vs と Vc の比率が 68:32 で

あることを考慮すれば約 4％の減少に留まるはずである

が，解析結果は１本のせん断補強筋の側面のみのコンク

リートの欠損でも，それよりも大きな荷重低下が生じる

可能性があることを示唆している。 

断面図 上から見た図 

欠損範囲 

━ (a)健全， ━ (d)なぶりなし・付着劣化
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さ
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図-15 要因別の荷重－変位関係（S18） 

 

図-16 にかぶり剥離の位置による荷重－変位関係の比

較を示す。載荷点に近い側の S18 剥離ケースでは耐荷性

能が低下しているのに対し，S19，S20 剥離ケースともに

ほぼ影響がないという結果が得られた。 

S18 剥離ケースの最大荷重時のコンクリートの主ひず

みの分布を図-17 に示す。載荷点付近にひずみが集中し

ていることが確認できる。支点付近から進展した斜めひ

び割れが載荷点付近に達したとき，載荷点付近のコンク

リート断面が欠損していることによりせん断力を負担で

きず，せん断破壊に繋がったものと考えられる。 

 
図-16 かぶり剥離位置による比較 

 

図-17 最大荷重時のコンクリートの主ひずみ分布 

(S18 位置かぶり剥離ケース) 

 

6. 結論 

せん断破壊する RC 梁を対象とした本研究により得ら

れた知見を取りまとめると，以下のとおりである。 

(1)  主鉄筋に付着劣化が生じた場合，載荷初期段階に

発生する曲げひび割れが付着劣化部に集中する。こ

の曲げひび割れはせん断ひび割れに進展し，最終的

な破壊のきっかけとなるため，耐荷性能の低下を招

く。しかしながら，主鉄筋のかぶり剥離の影響はほ

とんどない。 

(2)  主鉄筋の付着劣化位置は，付着劣化が誘発する曲

げひび割れの位置に影響を与え，結果としてせん断

ひび割れの進展に繋がるため，せん断耐荷性能に影

響を与える。せん断ひび割れが発生する領域から離

れた箇所に付着劣化がある場合は，梁部材のせん断

耐荷性能に与える影響はほとんどないものと考えら

れる。 

(3) せん断補強筋は，定着部が健全であればせん断補強

効果を発揮できるため，付着劣化が生じても耐荷性

能にほとんど影響がないと考えられる。 

(4) せん断補強筋のかぶりが剥離した場合，せん断ひび

割れが進展し，抵抗断面が減少した箇所に断面欠損

があると，耐荷性能の低下を招く可能性がある。 

(5) 既設構造物の性能を解析的に評価するためにモデル

化する際には，かぶり剥落や付着劣化を適切に評価

する必要があることが明らかとなった。 

(6) 本研究においては，鉄筋の断面減少を考慮していな

いが，主鉄筋の付着劣化に加えて鉄筋の断面減少を

伴えば，さらに曲げひび割れが大きく開くと考えら

れることから，鉄筋断面の減少とかぶり剥落，付着

劣化の複合的な評価も検討する必要がある。また，

劣化範囲の大小，劣化の程度についても今後検討を

要する。 
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