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3評価手法

1.は じめに

地震により繰 り返 し荷重を受ける鉄筋 コンクリー ト

(以下,RC)柱の破壊形式は,せん断破壊,曲げ降伏後

のせん断破壊 (以下,曲げせん断破壊)お よび曲げ破壊に

分類 される。RC柱を対象 とした交番載荷実験において ,

せん断破壊の場合は,主鉄筋の降伏前に大きな斜めひび

割れが急激に進展 し,脆性的な破壊形態 となる。曲げせ

ん断破壊の場合は,主鉄筋の降伏後にコンクリー ト寄与

分のせん断耐力が繰返 しにより劣化することでせん断破

壊に至ると考えられているが,曲げせん断破壊において

も脆′性的な破壊 となる場合がある。また,実験における

破壊形式により斜めひび割れ角度に違いが見 られる。脆

性的な破壊ほど,ひび割れ角度は小さくなる傾向がある。

これまで提案 してきた石皮壊形式の判定および変形性能

の評価手法
1)は ,曲 げ解析により算定 した荷重一変位曲

線上に,せん断耐力劣化曲線を併記する方法で行ってき

た。そこで,本論文では,変形 レベルでのひび割れ角度

に着 目した検討を試み,RC柱部材の断面寸法,せん断補

強筋比,軸力をパラメータとした既往の実験結果 "と の

照合を行つた。

2.破 壊形式

地震等により繰 り返 し荷重を受ける RC柱の破壊形式

は,図 1に示すよ うに,せん断破壊,曲げせん断破壊お

よび曲げ破壊に分類 される。主鉄筋降伏前のせん断破壊

が構造物の脆′性的な崩壊・倒壊に至ることは言 うまでも

ないが,主鉄筋の降伏後のせん断破壊においても脆性的

な破壊 となる場合がある。つま り,RC柱部材の計算上の

束急チ千設す文術OFttPl「 Hえ 。ヽ26

4既往の実験結果との照合

5ま とめ

最大曲げ耐力発生前の曲げせん断破壊はせん断破壊 と同

様大きな斜めひび害1れが急激に進展 し,脆性的な破壊 と

なることがある。一方,最大曲げ耐力後の曲げせん断破

壊は柱基都に)塑性 ヒンジが形成 され,脆性的な破壊には

至 らない。その理由として,せん断補強筋が斜めひび割

れ幅の拡大を抑制することにより,繰返 しの影響により

骨材のかみ合せの作用により伝達され るせん断力の急激

な劣化を防 ぐことができる。その後, コンクリー トの圧

壊および主鉄筋の座屈等により損傷が塑性 ヒンジ区間に

集中することにより,水平荷重が徐々に低下することで

脆′性的な破壊 とはならないことが考え られる。 このよう

に,最大耐力前後のいずれにおおいて終局 となるかを評

価することは耐震性能照査上で重要であると考える。

ここで,上記の各々の破壊形式について交番載荷実験

で得 られた知見を述べる。

(1)せん断破壊

①柱脚部において曲げひび割れが発生する。②曲げひ

び割れが曲げせん断ひび割れに移行する。③柱頭から柱

脚にかけて大きなせん断ひび割れが発生する。その場合

の θは 45° よりも小さい値である。④せん断ひび害1れ が

大きく進展する。⑤せん断補強鉄筋降伏 と同時に急激に

荷重低下 し,終局となる。

(2)曲 げせん断破壊 (最大耐力前 )

①柱脚部において曲げひび割れが発生する。②曲げ

ひび割れが曲げせん断ひび割れに移行する。③主鉄筋が

降伏する。④柱頭から柱脚にかけて大きなせん断ひび割

れが発生する。⑤せん断ひび割れが大きく進展する。③

せん断破壊と同様,急激に荷重低下し,終局となる。そ

RC柱におけるせん断耐力劣化を考慮した変形性能評価手法
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鉄筋コンクリー ト柱を対象とし,非線形曲げ解析により求めた荷重一変位曲線上に劣化過程を考慮したせん断

耐力を併記することで,終局破壊形式の判定およびじん性率の算定を行った。特に,本論文ではせん断耐力の算

定においてコンクリー トの斜めひび割れ角度の影響を考慮した。本評価手法を用い,断面寸法,せん断補強筋比

および軸力をパラメータとした既往の実験結果との照合を行つた。その結果, ひび割れ角度とじん性率には相

関性がみられ,ひび割れ角度を考慮することにより,曲 げ降伏後のせん断破壊するRC柱の変形性能を精度良く

評価できることが確認できた。

キーワート・ : 破壊形式の判定,変形性能評価,せん断劣化曲線,ひび割れ角度

目 次

17



せん断破壊

曲げ降伏後の
せん断破壊
最大耐力前)

曲げ降伏後の
せん断破壊
最大耐力後)

曲げ破壊

PP

P
ｍ
　
ｙ

Ｐ

Ｐ

の場合,せん断補強筋は降伏 している。

(3)曲げせん断破壊 (最大耐力後 )

①～③までは,曲 げ降伏後のせん断破壊 (最 大耐力

前)と 同様。④柱脚部においてコンクリー トの圧壊が始

まる。⑤被リコンクリー トの剥落が始まる。③主鉄筋の

座屈が始まり徐々に荷重が低下する。⑦柱脚部の曲げせ

ん断ひび割れの進展およびコンクリー トの剥離が進み ,

さらにせん断補強鉄筋が降伏後,徐々に荷重が低下し,

終局となる。

(4)曲 げ破壊

①～⑥までは曲げ降伏後のせん断破壊 (最大耐力後)

と同様。⑦履歴ループが紡錘型からスリップ型へ移行す

る。①柱脚都において主鉄筋座屈の進展およびコンクリ

ー トの剥離が進む。③低サイクル疲労により主鉄筋が破

断後,荷重が低下し,終局となる。

3  評価手法

ここで提案する評価手法は,図 2に示すように,RC柱
部材を対象に,曲 げ解析により算出 した荷重一変位曲線

上に,せん断劣化曲線を併記す ることにより,破壊形式

の判定および変形性能を評価す る方法である。せん断耐

力の劣化曲線が P― δ曲線 と交差 した時がせん断破壊 と

な り,そのまま部材の最終破壊点 と判断する。 ここで ,

初期降伏点より早い時期に交差す る場合はせん断破壊 と

な り,初期降伏後に交差する場合は,曲 げ降伏後のせん

断破壊 となる。両曲線が交差 しない場合は曲げ破壊 とな

り変形性能に優れた終局状態を迎える。

曲げ解析では,フ ァイパーモデル解析を用いる。この

場合のコンクリー トの応カーひずみ関係は土木学会 コン

ク リー ト標 準,せん断補強筋 の拘束効果 を考慮 した

δ δpm ax

θ

図 刊 破壊形式 とひび害」れ状況

Manderら の提案式,道路橋示方書等による方法がある。

一方,RC柱部材のせん断耐力の算定には トラス作用以

外の作用で抵抗するせん断耐力 (Vc)お よび トラス作用

によって抵抗するせん断耐力 (Vs)の合算か らなるとい う,

いわゆる修正 トラス理論を用いる。特に,せん断耐力の

算定に繰返 しによるコンクリー トのせん断耐力劣化を考

慮す ることがこの提案手法の特徴である。そのせん断耐

力劣化曲線には Priestleyら の提案方法 0お よび 日本建

築学会の方法 0等が提木安されている。Priestleyら の提

案するコンクリー トのせん断劣化曲線は,部材 じん性率

μの増加に伴い, コンクリー トによるせん断耐力負担分

を劣化 させ る方法である。繰返 しによる劣化せん断耐力

P

P
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VG'を k・ Vcと し,係数 kを μ≦ 2の場合 k=0.29, 2<μ

≦ 4の場合=0.09, μ>8の場合=005と 減少 させる。

しか しながら,こ れ らの方法は漸増交番載荷による実

験結果か ら算定されているので,地震時のランダム繰返

しの影響を考慮する必要があると考える°
。

また,Vsの算定に用いられるひび割れ角度 θは一般的

に θ=45° とする場合が多い。 しか しなが ら,ひび割れ角

度はせん断補強量や軸力の程度により,交番載荷実験か

らも一様 とはならないことがわかつているか。。そこで ,

本論文では,せん断補強筋の負担せん断耐力 (Vs)算 定に

ひび割れ角度 θを考慮 した評価方法をを試みた。ひび割

れ角度の算出方法には,修正圧縮場理論による方法 0や

Kim,Manderら の方法 7)がある。修正圧縮場理論では,

ひび割れを離散的にとらえるのではなく,ひび割れを発

生 している RC要素をマクロ的に とらえて,そ の平均応

力,平均ひずみに対する要素内のつ り合いおよび変形の

適合条件を用いてせん断問題を角子くものである。修正圧

縮場理論では,せん断面に働 くせん断力 Vを式 (1)を用

いる。Vcの算出では,コ ンクリー トの応カーひずヌノヽ関係

にテンションスティフエングを考慮 した引張強度および

コンク リー トのひび割れ面を介 して伝達 され るせん断強

度の/Jヽ さい方の強度を用いる。

束急
'l「
設技何f研究所 lギくヽ,26

ViVc+Vs

=σ
l・

b軒・jd・ cot θ+(σ
v・ 代/s)・ jd・ cot θ   (1)

ここで, σti主引張応力,bw:部材腹部の幅, oぃ :

せん断補強筋応力,A:部材断面積, s:せん断補強筋

ピッチである。

また,Kim,Manderら の式は (2)式を用い,そ の θ値は

実験および解析結果 とも 20°～40°の範囲と算出された検

討例が示 されている。

=tan l

ここで, pv:せん断補強筋体積比, pt:主鉄筋比 ,

ζ:構造形式による係数,n:ャ ング係数比,札 :せん断

面積,Ag:全断面積である。

4 既往の実験結果との照合

4.1 実験概要

実験は,矩形断面の RC柱を対象に,片持ち梁形式に

よる3回繰返し静的交番載荷により行われた。各試験体

の諸元を表 11こ示す。試験体断面は鉄道高架橋実大規模

表 司 試験体諸元

CASE

L-10-0
L-10-3

せん断破壊
(S‐ 07‐ 0)

θ=23.7°

曲げせん

,ヒ

10

0.9

90

12

11

曲げせん断破壊

(最大耐力前)

L-10-0

θ=316°

曲げせん断破壊
(最大耐力後 )

L_18‐ 0

θ=387°

写真 1 試験体終局ひび害Jれ状況

主鉄筋

D32× 20本

せん断補
強筋

D13@100
酌鉛一Ｍ

fc
鯉

一
２５

，

９

wrud/a

(ぶ )

564.9

Ｖｃ

ｍ

一
４６０

．
７

Vs

側
一一５７２．３

ViVcttVs

(kN)

1,033.0

D32× 20本 313 (♭ 9@300 0.065 27.4 567,9 469.4 93.9 563.3

D32× 20ノ こ` 313 b9@300 0,065 3,75 29,4 760,8 602.0 93,9 695,9

D13× 20本 556 o6① 330 0.053 24.5 145.2 89,3 15,6 104,9

D13× 20本 356 てう6①330 0_053 273 1015 109894,2 15.6

D13× 20本 387 D4@135 0058 10 240 1162 97_3 12_8 1101
D13× 20本 387 D4① 135 0058 30 238 1288 1072 128 1200

387 D4@45 0174 23.2 1077 127.7D13× 20本 89.3 38,4

D13× 20本 387 D4@45 0174 10 196 113_3 89_6 384 128.0
14昂 RD13× 20本 387 D4@45 0.174 30 236 1286 106.9 384
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の 800× 800(Lシ リーズ)およびその 40%縮小サイズの

320X320(Sシ リーズ)の 2種類である。実験パラメータ

は,断面寸法,せん断補強筋量および軸力である。ここ

で,CASE名 の しまたは Sは断面寸法,07～ 18は鉄道構

造物等設計標準・同解説によるおおよその曲げせん断耐

力比,0～ 3は軸カ レベルを表 している。試験体の軸方向

鉄筋の配筋はすべて同 じとし,主鉄筋比 Psは いずれ も

Ps=2.48%で ある。また,せん断スパン aは Lシ リーズ

は a=3.Om,Sシ リーズ a=12mで ,せん断スパン比 a/d

はいずれも 4.05である。

42 解析条件

解析対象モデルおよび材料強度は実験の場合 と同様 と

した。曲げ解析におけるコンクリー トの応カーひずみ関

係は土木学会コンクリー ト標準で晃案 されている関係を

用い,鉄筋の応カーひずみ関係は,バイ リニアとした。

曲げ降伏変形 δyは'最外縁の主鉄筋が降伏 した時点の

変位 とし,曲 げ終局変位 δuは コンク リー トの圧縮ひず

みが 3,500× 10~6(.lm/mln)に 至った時点の変位 とした。RC

柱都材を対象 とした交番載荷実験では,柱基部において

コンクリー トの圧壊が見 られ,その後 コンクリー ト破壊

の進展および主鉄筋の座屈等により荷重が低下 していく

ことが見 られるが,今回の曲げ解析では,こ れ らの影響

を考慮 していない。今回の解析では,特に計算上の最大

耐力前後いずれの段階において曲げせん断石皮壊 となるか

の判定に重点をおいた。また,曲げ解析において主鉄筋

の抜け出 しを考慮 していない。

コンクリー トせん断耐力 Vc劣化曲線は,Priestleyら
の方法を用いた。また,Vsの 算定には,ひび割れ角度 θ

を修正圧縮場理論により算定 した値を用い, θ=45° と設

定 した場合 との比較検討を行った。修正圧縮場理論によ

る解析では,断面高 さでのせん断力は一様 と仮定する簡

易法を用いた。また, θの算定においてせん断力のみ作

用すると仮定 して行った。

43 ひび割れ角度の検証

写真 1に実験結果のせん断破壊,曲 げせん断破壊 (最

大耐力前)お よび曲げせん断破壊 (最大刷力後),それ

ぞれの終局時のひび害1れ状況を示す。各試験体において

終局時の支配的な斜めひび割れ角度に違いが見 られ,せ
ん断破壊の場合 (S-070試験体)が θ=237° と最 も小

さな値 とな り,脆性的な破壊ほど,ひび割れ角度が小 さ

い値 となつている。

次に,表 2,図 3に実験および解析結果を示す。なお ,

ここでの θは実験および解析 とも終局時の値である。表

2のひび割れ角度は実験および解析結果 とでほぼ一致 し
,

その値は 20°～40° となつている。また,図 3の θ一軸力

関係 より,同 シリーズにおいて,実験および解析のいず

れでも,軸力が大きくなるとひび割れ角度は小 さくなる

傾向にあり,軸応力度 ON/mm2と 3N/mm2に おける増減

は,実験結果は 3.3～ 66°,解析結果は 38～ 76° とほぼ同

値である。また, θ―pv関係 より,同軸カ レベルにおい

て,実験および解析のいずれにおいても,せん断補強筋

比が大きいほどひび割れ角度も大きくなる傾向がある。

44破壊形式および変形性能評価

表 2に示 した石皮壊形式は実験結果および θを考慮 した

解析結果 とは一致 していることがわかる。 θ=45° とした

場合においても,実験結果 とほぼ一致 しているものの
,

S15シ リーズにおいては差異が見られ,最大耐力前の曲

げせん断破壊 となった。

また, じん性率において,実験結果 より解析結果は小

さい値を示 したものの, θを考慮 した場合が, θ=45° よ

りも実験結果に近い値を示 している。解析値の じん性率

が小 さい理由は,解析の終局をコンクリー トの終局ひず

み と設定 していることによる。

図 3の じん性率 (μ )一軸力 (N)関係 は実験お よび

θを考慮 した解析結果 との比較である。その図より,同
シ リーズにおいて,軸力が大きくなると, じん性率の低

CASE

L-10-0
0-3

S-07-0
S-10-0
S-12-1
S-12-3
S-15-0
S-15-1

表2 実験および解析結果比較

解析結果

×:せん断破壊

△ :曲 げせん断破壊 (最大耐力前 )

○ :最大曲げ耐力前にはせん断破壊しない

△

×

△

△

△

実験値

38.7

解析値

帥す
解析結果 解析結果

31.6 28.6 0.90 34 2.4 2.0 △ △

275 20.9 076 2.0 24 13 △ △

23.7 28,2 1,19 10 07 0.7 × ×

30.6 28.4 0.93 3.5 26 2.1 △ △

24.4 27.2 1.12 28 19 1.3 △ △

20.7 23.5 2.6 1.71.13 1.2 △ △

34.2 319 0_93 3,9 2,9 2.6 ① ①

31.2 30.1 0,96 3.9 2.7 2.5 ① ○

27_6 26_4 0^9fi 4fヽ 2_4 2_3 O 0S―
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一
い1レ リーズ(実験)

十 S-1"リーズ(″ )
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0 01

下の割合は小さいものの減少する傾向にあることがわか

る。また, μ―pv関係より,せん断補強筋比が大きくな

ると,当 然ながらじん性率が大きくなる傾向にあ り,い
ずれのケースにおいてもほぼ同勾配で増加 している。

以上のことより,ひび割れ角度および じん性率には相

関性が見 られ,ひび割れ角度が小 さいほどじん性率 も小

さな値となると考えられる。
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次に,図 4に本評価手法を用いた評価例 (S150)を
示す。 θを考慮 した解析では, θは変形 レベルにより小

さな値 となってお り,破壊形式においては,実験結果 と

同様,最大曲げ耐力前には曲げせん断破壊に至 らないこ

とがわかる。一方, θ=45° の場合には,最大曲げ耐力前

にせん断破壊する結果 (μ =26)と なったc

せん断破壊点
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5.ま とめ

RC柱部材を対象とした交番実験結果および本手法を用

いた解析結果との比較を行うことで以下のことがわかっ

た。

① 実験結果では,破壊形式によって斜めひび割れ角度

に違いが見られ,よ り脆性的な破壊の方がひび割れ角度

は小さくなり,解析結果においても同様な傾向となる。

② 実験および解析結果において,軸カレベルが大きく

なるほど,ま た,せん断補強筋比が小さいほど,ひび害1

れ角度は小さくなる傾向が見られ, じん性率との相関性

も見られた。

③ 本評価手法において,せん断耐力の算定時に,ひび

割れ角度を考慮することにより,破壊形式の判定および

変形J性能がより精度よく評価できると考えられる。
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