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大開孔を有するRC造基礎梁工法の開発
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要 約： RC造基礎梁を対象とし，開孔の大きさを梁せいの 1/2 とした試験体 4体について，せん断強度を調査するた
めに構造性能確認実験を行った。開孔周りの補強は，標準的な閉鎖型補強筋による開孔上下補強筋，開孔際補強
筋および適切な定着長さを有する水平補強筋とし，開孔形状（円形，正方形，長方形の 3 種類），コンクリート
強度，および開孔周りの補強筋量を変動因子とした。実験の結果，各試験体とも開孔上下のせん断破壊で最大耐
力が決まり，最大耐力は日本建築学会「鉄筋コンクリート造建物の靭性保証型耐震設計指針・同解説」によるせ
ん断強度計算式で安全側に評価できること，開孔形状により計算せん断強度に対する最大耐力の実験値の比がか
なり異なることを確認した。また，3次元 FEMによるシミュレーション解析を実施し，実験で得られたせん断
力―部材角関係，最終破壊性状と比較し，FEM解析結果が実験結果とおおよそ整合することが示された。
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1．はじめに
建築物の基礎梁には，設備機器のメインテナンス用に比
較的大孔径となる人通孔を設ける場合があるが，慣用的に
鉄筋コンクリート（以下 RC）造梁に設けることができる
開孔径の大きさは梁せいの 1/3 以下とすることが望ましい
とされている1)。したがって，基礎梁のせいは応力に基づ
く構造計算によらず開孔径の 3倍とする場合が多く，必ず
しも合理的な設計がなされていないのが現状である。一
方，基礎梁のせいを開孔径の 3倍より小さくできれば掘削
土量や基礎梁躯体を削減できるため，環境への負荷低減や
経済的な設計が可能となる。
これらを背景として，開孔の形状を円形または矩形と
し，開孔径または開孔の高さを梁せいの 1/2 とした大開孔
基礎梁工法を開発するために実施したせん断性能確認実験
と 3次元 FEMによるシミュレーション解析の結果を報告
する。なお，本報告は，筆者らの文献2), 3)を加筆し，再構
成したものである。

2．実験概要
2.1 試験体
試験体一覧を表 1 に，各試験体の配筋図を図 1 に示す。
なお，No. 1 は他の試験体と異なり，開孔補強金物を用い
た試験体のため本論文からは除外して報告する。試験体は
中低層建築物の基礎梁を想定した 1/2 縮尺モデルとし，梁
断面 b×D=300 mm×750 mm，内のりスパン L0=2,250
mm（内のりスパン比 L0/D=3.0）とした。開孔はスパン

中央位置に 1箇所設け，開孔の大きさ（開孔径または開孔
の高さ）は梁せいの 1/2 とした。実験の変動因子は開孔形
状（円形，正方形，長方形），開孔補強筋量およびコンク
リート強度（Fc21，Fc42，ここに Fc はコンクリートの目
標圧縮強度）とした。また，矩形開孔の大きさは 375 mm
×375 mm，および 375 mm×563 mm（横幅は高さの 1.5
倍）の 2種類とした。開孔補強方法は，日本建築学会「鉄
筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指針・同解説
（以下靭性指針）」4)に準拠し，開孔上下の梁主筋と水平補
強筋を標準的な閉鎖形補強筋で拘束した開孔上下補強筋と
開孔の両際を補強する開孔際補強筋とした。開孔上下，開
孔際補強筋の有効横補強筋比 pws は 0.98%，1.95% の 2 水
準とした。また，水平補強筋は定着を確保するために両端
部に 90 度フックを設けた。
各試験体ともせん断破壊する前の曲げ降伏を防止するた

めに梁主筋（上端，下端とも 8-D16，pt=0.78%）には降
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表 1 試験体一覧



伏点強度が 980 N/mm2 相当となるように熱処理した鉄筋
を使用し，水平補強筋（4-D16）も同鉄筋種とした。ま
た，開孔上下，開孔際補強筋および開孔部以外の一般部の
せん断補強筋には SD295Aを使用した。
2.2 使用材料
コンクリートおよび鉄筋の材料試験結果を表 2 に示す。
コンクリートの粗骨材の最大寸法は 15 mm とし，打設方
向は実施工と同様，開孔上部からとした。降伏点が明瞭で
ない 980 N/mm2 相当の鉄筋は 0.2% オフセット耐力を降
伏点強度とした。
2.3 載荷装置
載荷装置図を図 2 に示す。加力は建研式加力装置を用
い，鉛直方向に取り付けられた 2台のアクチュエータによ
り試験体両端部に設けたスタブが実験中常に平行かつ軸力
が試験体に作用しないように制御し，試験体内のりスパン
中央位置に取り付けられた水平力用のアクチュエータによ
り正負交番漸増載荷とした。加力履歴は変位制御とし，部
材角R（=δ/L0，δ：試験スパンの相対変位）=0.125% を
1 回，0.25%，0.5% を各 2 回繰り返した後，一方向加力
（正加力）とした。なお，No. 4 以外の試験体については，
一方向加力中R=2% でいったん除荷した後，再載荷した。

3．実験結果
3.1 最終破壊状況とせん断力―部材角
試験体の最終破壊状況を写真 1に，せん断力―部材角関
係を図 3に示す。また，同図中，靭性指針による開孔部の
計算せん断強度を示す。各試験体とも部材角 R=0.125%
の載荷において梁端部に曲げひび割れが発生した後，開孔

中心から 45 度方向のひび割れ（図中白抜き丸印）が発生
した。R=0.25% の載荷において梁端部にせん断ひび割
れ，R=0.5% の載荷において開孔に接するひび割れ（図
中角印）が発生した。その後の載荷により，45 度方向ひ
び割れ，接線ひび割れの伸展が顕著となり，最終的には開
孔上下における接線ひび割れが著しく拡大し，最大耐力に
達した。最終破壊性状は開孔上下のせん断破壊であった
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図 1 試験体図

表 2 材料試験結果

図 2 載荷装置図

写真 1 最終破壊状況



が，最大耐力発現後の耐力低下は小さかった。したがっ
て，開孔周りを開孔上下補強筋と開孔際補強筋で十分補強
することにより，急激な耐力低下を防止することが可能で
ある。また，試験体ごとによる最終破壊性状に有意な差は
見られなかった。
3.2 補強筋のひずみ
開孔際補強筋は，各試験体とも R=0.5% の繰返し後，

最大耐力を発現する前に降伏ひずみに達した。また，開孔
上下補強筋は，No. 3 は最大耐力発現する前に降伏ひずみ
に達したが，それ以外の試験体では最大耐力発現後に降伏
ひずみに達した。開孔上下補強筋より開孔際補強筋の方が
早く降伏ひずみに達した理由の一つは，早期に発生する
45 度方向ひび割れが開孔際補強筋を横切ることが考えら
れる。
なお，主筋および水平補強筋は実験終了時まで，降伏ひ
ずみには達しなかった。
3.3 最大耐力
各試験体の最大耐力の実験値（Qmax），靭性指針による
開孔部せん断強度の計算値（Vuo）および一般部の曲げ強
度の計算値5)（Vmu）を表 3 に示す。コンクリート強度，
開孔周りの補強筋量が最も小さいNo. 4 の最大耐力，最大
耐力発現時部材角は最も小さかった。一方，No. 2，No. 3，
No. 5 の開孔周りの補強筋量は全て同じとしたが，最大耐
力は No. 2，No. 3，No. 5 の順に大きく，最大耐力に及ぼ
す開孔形状の影響が見られた。また，最大耐力発現時部材
角は，No. 2 で 1.30%，No. 3 で 1.67%，No. 5 で 1.90% であ
り，開孔形状が円形形状より矩形形状の方が，また横長の
方が大きくなった。
各試験体の開孔部せん断強度の計算値に対する最大耐力
の比（Qmax/Vuo）は 1.23 以上であり，靭性指針によるせん
断強度計算式を用いることにより安全側の評価となること
を確認した。また，No. 4 の最大耐力を最も安全側に評価
し，Qmax/Vuo=1.78 となった。No. 4 以外の試験体の靭性
指針による計算値はほぼ同じであるが，開孔形状が円形で
ある No. 2 が最も大きく Qmax/Vuo=1.54，横長の矩形形状
の No. 5 で最も小さく Qmax/Vuo=1.23 となり，開孔形状に
よる影響が見られた。これは，靭性指針式では開孔形状の
影響が考慮されていないことが一つの理由と考えられる。

4．解析概要
大開孔基礎梁の FEMモデル構築のため，三次元有限要
素解析を実施した。図 4に解析モデルを示す。モデルは材
軸の試験体スパン中央を原点とし，X-Z 平面に関する 1/2
対称を考慮した。コンクリートは 8 節点ソリッド要素と
し，鉄筋は付着すべりを考慮した埋込鉄筋要素かつ離散鉄
筋としてモデル化した。スタブのモデル化は，試験区間を
スタブに 200 mmオフセットした範囲に対して試験体と同
一の破壊を考慮したコンクリート要素とし，その他の部分
はコンクリートのヤング係数を有する弾性体とした。材料
定数は，コンクリートの引張強度を靭性指針式4)，引張破
壊エネルギーを最大骨材径 15 mm とした土木学会式6)，
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図 3 せん断力―部材角関係

表 3 最大耐力の実験値と各計算耐力の比較



その他は表 2(ａ)(ｂ)に示す材料試験の値を採用した。解
析には汎用構造解析コード DIANA10.0（DIANA FEA
社）を使用した。
4.1 材料構成則
コンクリートにおける圧縮側の構成則は，ひび割れ前に
おいて弾塑性破壊モデル7)，ひび割れ後は 1 軸圧縮モデ
ル7)とし，ひび割れによる圧縮強度低減は飯塚8)のモデル
とした。引張側の構成則は福浦らによるアクティブクラッ
クモデルを用いた非直交多方向ひび割れモデル9)を使用
し，引張軟化曲線は Hordijk10)，せん断伝達は接触密度関
数モデル7)とした。鉄筋については軸剛性のみを有するト
ラスタイプとし，降伏基準をVon Mises，降伏後の剛性を
弾性剛性の 1/100 としたバイリニアモデルとし，移動硬化
則とした。付着すべりの構成則は島11)のモデルを用いた。

表 4 包絡線上の作用せん断力

4.2 境界条件および荷重条件
境界条件はスタブの＋X 端部の面を完全拘束で支持し
た。荷重は，同－X端部の面を多点拘束とし，＋X，－X

両端面の平行を保持した上で試験区間に軸力が作用しない
よう，スタブ－X端部の材軸上に設定した主点に対して，
Z軸方向に変位荷重を与えた。荷重は実験の載荷履歴と整
合するような正負交番漸増繰返しの強制変位とし，解析終
了変位においても載荷実験終了時の部材角（以下，除荷完
了部材角）に整合させた。

5．解析結果
図 5にせん断力―相対変位関係を，表 4に包絡線上の作

用せん断力をそれぞれ実験値と解析結果を合わせて示す。
また，図 6に計算の除荷完了部材角における最大主ひずみ
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図 4 解析モデル（試験体No. 5）

図 5 解析によるせん断力―部材角関係



分布を示す。図 5 において除荷完了部材角は，試験体 No.
2，No. 3，No. 4，No. 5 それぞれ部材角 1.0%，1.7%，1.0%，
1.6% であり，同変位において試験体 No. 4 および No. 5 の
解析結果はややせん断力が残存している。図 6に着目する
と，試験体No. 5 以外において開孔上下でX方向に横切る
大きなひずみが生じているが，これは実験で見られた接線
方向ひび割れと対応するものと考えられる。試験体 No. 5
の開孔上部のひずみ分布のみが他の試験体と異なるのは，
開孔左上隅角部のひずみが材軸方向へ進展する前に R=

2.0% の除荷が開始し，再載荷によって開口部隅角部に集
中したためと考えられる。接線方向ひび割れに対応するひ
び割れのほか，全ての試験体で 45° 方向ひび割れと対応す
る位置においても比較的大きなひずみが生じており，最終
破壊形態は実験結果と概ね整合していると考えらえる。
図 5 の荷重変形関係を概観すると，部材角 R=0.5% ま
では全ての試験体で良好な対応を示すものの，試験体No.

4 以外は実験より早期に剛性低下が発生し，最大荷重が実
験よりも 14～18% 程度低い結果を示した。より整合性の
高いモデル化の検討は今後の課題としたい。

6．まとめ
開孔の大きさを梁せいの 1/2 とした RC造基礎梁のせん

断性能確認実験，および 3次元 FEMによるシミュレーシ
ョン解析を実施した。以下に得られた知見を示す。
1) 各試験体とも開孔上下のせん断破壊で最大耐力が得ら
れた。実験で得られた最大耐力は靭性指針による計算
式で安全側に評価できたが，計算せん断強度に対する
実験値の比は開孔形状により大きく異なった。

2) 実験と同様の変位履歴を与えた解析の最大主ひずみ分
布は，実験の最終破壊形態と概ね整合している。

3) 荷重変形関係は部材角 0.5% までは良好な対応を示す
が，最大荷重は最大で 18%程度低くなった。
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図 6 実験の除荷終了時の変位における最大主ひずみ
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SHEAR BEHAVIOR OF RC FOUNDATION BEAMS WITH A LARGE WEB OPENING

S. Hakuto, K. Kawasaki, R. Sato
J. Ozawa, Y. Shimaji, and Y. Miyazaki

Simulated seismic load test on four half-scale reinforced concrete beams with a web opening was carried out to
investigate the shear strengths. The diameter or height of the web opening was a half of the beam depth and the details of
reinforcement around the web opening complied with AIJ design guideline. Test results showed that all test units failed in
shear above and below the web opening and that the maximum shear strengths were conservatively estimated by AIJ
design guideline’s equations. In addition, we performed three-dimensional nonlinear finite element analysis to simulate the
test results. The analysis results showed that the distributions of the major principal strain almost agreed with the crack
patterns of test units. Besides, the load-displacement relationships agreed with the test results until the drift angle of
5.0×10－3 rad.


