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Recently, Inuch attention has begun to Paid to the fatigue characteristics of

structural members, There are cwo imPortant backgrounds,the First the design
condition such as vehicles load and frequency of applied load become gradu̲
ally severity, and the other the design method and estimate of the sa￡ ty for
reinforced concrete structure is shifting to ultimate stttte froHI alIOwable stress
state。

Froti this point ot view,in this study, to make clear the fatigue character―
isties of reinforced concrete beam, a series ol test program h2ve been Planed.
This rePort describes about the res■ lts of static and=atigue test carried out
on 25 reinforced c9■ crete beams having balanced‐ reinforced section (A beam)

and under―reinforced section (B beam),reSpectively. The section of A beam
was determined with the working stress design method and intended to occure
the tatigue railure due to fracture(yield)Of reinforcement, ヽVhile the section
oE B Beam vas designed by the ultimate strength design methOd and exPected
to failure due to ctushing of compressive concrete zone. Thus, the reinforced
steel ratiO(that iS,the amount of reinforcement)oだ B beam is about twicc Of
that of A beam.
This report mainlv deals with the fundamental behavior Of reinforced con―

crete beam having different amount Of reinforcement mentioned above,under
static and dynamic load applied, that is the effects of the cycle number of
applied load on the fatigue characteristics such as the strength at 2 millions
cycles and deformation included de￡ lection and crack width。

1

ま え が

き

材料 が繰返 し荷重を受ける場合,静 的強度以下 の応カ
で も破壊に至ることがある。 このような現象を疲労また
は疲労破壊 とい う。 この材料 の疲労破壊 は,作 用する応

力 の種類や大 きさ,お よび繰返 し回数な どに関係する。
一般 に,無 限回 の繰返 しに耐 えうる応力 の限界を耐久限
界または疲労限度な どといい,所 定 の繰返 し回数に耐 え
うる応力 の限界を疲労強度あるいは時間強度 とい う。
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この疲労 とい う現象は金属材料では古 くか ら知 られて
いたが,コ ンク リー トに も このような現象 の存在する こ
とが今世紀にな って Van Ornuml)に よって明らかに
された。それ以来,プ レー ンコンク リー ト,鉄 筋, PC
鋼材な どの材料 の疲労,さ らに, これ らの複合材料 とし
ての鉄筋 コンク リー ト (以 下 RCと い う)や プ レス トレ
ス トコンクリー ト部材 の疲労に関する多 くの研究が行な
われてきた。
最近 になって,再 び各国で コンク リー ト部材の疲労に
ついて強い関心が持たれ始 めているが, これには 2っ の
側面が関係 している。第 1は ,車 緬 の大型化・ 重量化に
伴 う荷重の増大,交 通量や列車運行の急激な増加に伴 っ
て構造物の祠月 期間中に受ける荷重 の繰返 し回数の増大
に関する作用荷重の側面である。もう一つは,終 局強度
設計法 の採用 に よって,高 強度 コンク リー トゃ高張力鋼
が積極的に利用され るようにな った ことと新 しい構造形
式 の出現に関係す る,設 計法や新材料 の側面 によるもの
である。
また,最 近における各国の設計法 の動向は限界状態設
計法に移行せん としている。 この設計法は,材 料強度や
荷重 の特性値を確率論的に決定 し,部 材 の設計において
は終局限界状態 と使用限界状態を規定 したものである。
しか しなが ら,現 行 の許容応力度設計法か ら限界状態設
計法に移行するためには,静 的な試験はもちろんのこと
疲労や振動な どが各種 の限界状態に及ぼす影響 にっいて
の情報集収の問題は早急に解決 しなければな らない重要
な課題である。
本研究は, このような情勢をかんがみ,繰 返 し荷重 が
RCは りの強度特性や変形特性に及ぼす影響を検討 し
,

併せて静的破壊試験によるそれ らの特性 との比較 の上で
若干 の考察を加 えたものである。

2

実 験 概 要

2.1 使用材料 と示方配合

1

2011111,比

(最 大寸法

重 2.65)を 使用 した 。

コンク リー トの配合 設計 条件は,28日 目標強度 400
19/cM,ス ラ ンプ 4± l caで ,Table Iに 示す ような
配合を試 し練 りによって決定 した。
は り供試体 に使用 した鉄筋は新 日鉄社製で,主 鉄筋 に
は異形鉄筋 (S D 30)を ,ス ター ラップ (φ 9)お よび
組立鉄筋 (φ 6)に は普通丸鋼 (SR24)を 用いた。

2.2 供試体 の種類と作製
は り供試体 の主鉄筋量は,弾 性設計法によるほぼつ り
合い鉄筋比 (Aシ リーズ :ム =2D19=5,73前 )と 圧
縮域 のコンク リー トが疲労破壊することを想定 し,塑 性
*1に
設計法

よって決定 した 過少鉄筋比

4s=2D25=10。

(Bシ リーズ

:

13前 )の 2種 類 とした。また,ス ター

ラップ筋の所要量 は曲げ破壊時の算定せん断力に対 した

ACI規 準 に基 づいて設定 した。
コンクリー トの練混ぜ は,強 制撹伴式 ミキサーに よっ
て行ない, 1分 間の空練 り後,ィ 注水 し2分 間の本練 りを
行なった。
供試体 は ■ g.1に 示す ような断面寸法 のは りと,ψ 10
×20clllの 円柱供試体である。 は り供試体 は 主鉄筋 とス
ター ラップをあらか じめ型枠内に配置 し, コンクリー ト
を 2層 に分けて打設 し,棒 状バ イル ー タで締固めた。
は りお よび 円柱供試体は打設後 3時 間で湿布養生を行
ない,材 令 1日 で 脱枠 し,以 後 27日 間 水 中養生を施 し
た。材令 28日 で一 部 の円柱供試体 の圧縮試験を行ない
その他の供試体 は試験時材令 まで実験室内に放置 した。
,

2.3試

験 方 法
は りの載荷試験には容量 20ト ン(静 的 50ト ン)の パル
セー タ型疲労試験機 (前 川試験機社製)を 用い,載 荷 は

Fig.1に 示す ような 3等 分点載荷 とした。静的試験にお

Air

Table I Mix proportio4
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う
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(%)

687

Ｇ ｙ
は

4±
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IConcrete〕

[Steet,

Fig.2 1dealized stress― strain cuFVeS

Fig,l sections oF tettt beam

ける荷重階は

0・

5ト

ン刻みと 1ト ン刻みを併用 し,ひ び

われ発生付近では 0,1ト ン刻み とした。
曲げスパ ン内の上縁か ら l Cmの

位置 と鉄筋図心位置 の
コンクリー ト側面にひずみ測定用 プラグを貼付 し, これ
を介 してホイ ットモァ型 ひずみ計 (検 長 10 in.)で は り供
試体 のコンクリー トひず みを測定 した。また, コンクリ
ー ト打設前にあらか じめ貼付 しておいた電気抵抗線 ひず
み計(検 長 l Cm)で ,鉄 筋 のひずみも測定 した。たわみの
測定 はスパ ン中央 と支点か ら 10CIllの 位置 にセ ッ トした
ダイヤルゲー ジ(1/100mull)で 行な ったが,と くに荷重 が
0の ときの残留たわみは,ダ イヤルゲー ジ位置の コンク
リー ト側面 とその下 にセ ッ トした鉄板 との間の相対変位
をモイ ッ トモア型 ひずみ計で測定す ることによって決定
した。さ らに,こ れ らと並行 してマイクロスコープ (最
小 目盛 0,05amJを 用いてひびわれ幅 の測定 も行な った。
疲労試験における載荷速度は 300c,p.m.で ,荷 重 と時
間 との関係は正弦波である。設定下 限荷重はは り供試体
の終局耐力 の 10%と 一定 とした。一方 ,上 限荷重比 (9

示す ような弾性完全塑性体 で近似 した。 この場合,コ ン
クリー トの弾性係数は圧縮 と引張に対 し同一 とし,圧 縮
の応力〜ひずみ曲線に 対 す る 1/3割 線弾性係数を求め
てヤ ング係数 とした。また, コンク リー トの最大引張ひ
ずみは引張塑性率 μ (引 張弾性ひずみに対する塑性 ひず
み の比)を 1。 4い と仮定 した。.
曲げ応力 の計算にあた っては,鉄 筋 とコ ンク リー ト間
の付着 は完全であるとし,ひ ずみは平面保持 の仮定 に従
うものとした。
計算 は,断 面上縁 の コ ンク リー トの圧縮 ひずみ (ε ￠
事
:こ こでは ε
ε 25× 106刻 み)を 任意に 与 え, 次式
(1)の 軸方向のつ り合 いを満足する 中立軸の位置 (〆 )
を求めた後,式 (2)に よってモー メ ン トを 算定する方
法 を採 った。
Cθ

(ズ

)=乳

″=Cε

+聰

(う

(χ

)

(1)
)

―ズ
(ズ )(ズ ーFじ c)+為 (ズ )(Fπ ￠

+亀

(2)

(χ X′ ―ズ)

こ こに

リーズでは S=80'

曳 (ズ ):コ ンク リー トの圧縮合力
為 (χ ),4(ズ ):そ れぞれ コンクリー トの引張合力
｀
と引張鉄筋 の引張力

供試体 は,繰 返 し回数が所定 の回数 (1, 100, 300,
・……■50万 ,200万 )に 達 したとき,い ったん機械 の運
・

,7T.:Cc(X),T￠ (χ )の 作用位置か ら断面上
じ
縁までの距離
′:有 効高さ

は,終 局耐力 に封す る百分率 で選び,そ の大きさはAシ
リーズで

S=90,80,70,60%,Bシ

70,60,50%と した。

7じ

転を停止 して残留ひずみと残留たわみを測定 した後,荷
重階 1ト ン刻みで設定上限荷重に至るまでの静的試験を
行な った。なお ,繰 返 し回数が 200万 回に達 した場合 に
は疲労試験を中止 し,直 ちに静的試験によっては り供試
体を破壊に至 らしめた。

3

仮定 して求めた。一方 ,終 局耐力は前記 (3.1)の 方法で
コンク リー トの最大圧縮 ひずみを 0.003と 仮定 して求め

4結

(ひ ずみ)

コンクリー トと鉄筋 の応力〜ひずみ関係を

が最大引張 ひずみに達 した ときにひびわれが発生すると

た。

静的試験における解析方法

3.1 曲げ応力

3.2 ひびゎれ耐力と破壊耐力
曲げひびわれ耐力 は,は り下縁 の コンク リー トひずみ

Fig。

2に

果 の 考 察

は り供試体 の疲労試験実施時 の材令 は,Aシ リーズで
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100日 以上 ,Bシ リーズでは 6ケ 月以上経過 してお り, コ

ンク リー トの強度 は十分に安定状態 に達 しているものと
考 え られ る。

4.1 曲げ応力

Hg.3

(ひ ずみ)

に,静 的試験におけるAシ リーズお よび Bツ
リーズのは り上縁 よ りl Cmの 位置における コンク リー ト
の荷重〜ひずみ関係 と鉄筋のひずみ (絶 対値)を 示す。

V

ツ
則 ε,
か looll
に
VV
よ
御O動

0

Fig。

4 Relationships between P and
(fatigue teso

＜﹂０十二 ⊂０じ∝

量 の多少に関係なく,処 女載荷時には上に凸な形状を示
し,繰 返 し回数の増加 とともに直線状 とな り,そ の後 は
下 に凸な形状を示 し,さ らに破壊近傍 で曲線は S字 形 と
なるもの と推察される。 この傾向は,一 軸圧縮繰返 し荷
3)

重下 における コンク リー トの応力〜ひずみ曲線 の形状
と類似す るもので,RCは りの圧縮域 コンクリー トの曲
げ疲労 と コンクリー トそのものの圧縮疲労破壊が機構的
に近い ことを示 している。

Fig,3 Relationshや S between P andじ ど,亀

∈宅 :Strain of concrete δs:strah oF steeD

コンク リー トひずみの実験値 と計算値 は,Aシ リーズ
のひびわれ荷重 の近傍を除き,両 シ リーズとも低荷重域
か ら破壊に至 るまで良 く一致 している。一方,鉄 筋 のひ
ずみは, Bシ リーズで破壊近傍まで十分な測定を行なえ
なか った こと,お よびAシ リーズは りのひびわれ発生前
を除いては,実 験値は計算値 よ りもやや大 きめの値を示
す力ヽ 全般的に両者はよく一 致 してい るといえる。 した
が って,前 記 の解析法を用いることに よって, コンク リ

(S=50,60%)と 高荷重比 (S=80,90%)
における曲線形状 の差異は,低 荷重比 の場合,繰 返 し回
低荷重比

数 の初期か ら破壊近傍まで直線的で弾性的な挙動を示す
のに対 し,高 荷重比 の場合には荷重〜ひずみ曲線が曲率
をもつ とい うことで ある。一方 ,鉄 筋量 の多少 に よる曲
線 の相違は,荷 重比が同一 の場合,鉄 筋量 の多い Bシ リ
ーズの方 がAシ リーズよ りも繰返 し回数に伴 うひずみの
変化が大 きい とい うことである。 これ は,Bシ リーズの
は りの破壊様式が コンク リー トの圧縮疲労破壊であ って
コンク リー トの損傷が荷重 の繰返 し回数 とともに漸進的
に進行す るためと考えられ る。

ー トお よび鉄筋 の応力をかな りの精度 で推定で きるもの

4,2 ひびゎれ耐力と終局耐力

と考えられ る。

Table工 に ,各 打設 日ごとの材令28日 お よび疲労試験

Fig.4 に,繰 返 し荷重を受けた場合の,は り上縁 よ
り l Cmの 位置における荷重〜ひずみ曲線 の一例を示す。
一般 に ,荷 重〜ひずみ曲線 は ,作 用荷重 の大きさ・ 鉄筋

実施時におけるコンクリー トの強度 と主 鉄筋 の引張強度
の平均値を示す。また,Table Ⅲ に各打設 日ごとに 1本
ずつ無作為に抽出 したは り供試体 の静的試験結果お よび
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Table I Strengths and modulus of elasticity(M.
28 days

Sampling

。f E。

)

Ages of fatigue test

strentthl Tenme strentth l M・

Compressive strength

d・

day

8/8, 8/10

8 1

3.2 1

3,71

r :number of test pieces
C.V.

: coeEFicient of variation

疲労試験結果を一括 して示す。

Table Ⅱ か らわか るように,各 打設 日ごとで コンク

そ の ものの終局耐カカ状 きか ったために 200万 回の繰返
し荷重に耐えたのではな く,荷 重履歴を受 けることにな

リー トの強度に若千 の差があるため,以 下 の考察 におい
ては実験値 と計算値 との比で比較する ことにす る。

って,圧 縮域 のコンクリー トが一種のひずみ硬化現象を
起す こと, ひびわ浄の分散 によって 応力分布 が均一 化

(i)ひ びわれ耐力

し,応 力集 中が減少することな どによって終局耐力が増

静的破壊試験お よび疲労試験に供 したは りの処女載荷
時におけるひびわれ耐力比 (実 験値 と計算値 の比)は
,

A・ B両 ン リーズ とも平均 0,96で ぁる。すなわち,計
算値 は 4%程 度危院側にあるハ 上記 の解析法に よって
ひびわれ耐力 をかな りの 精度で 推定 で きることがわか
る。
(li)愁局耐力
静的破壊試験における Aシ リーズ は りの 終局耐力比
(α

)は

1・

08か ら 1・ 10の 範囲にある。一方 , Bシ リー

ズは りのそれは 1.00か ら 1.02の 範囲にある。鉄筋量
の少ない Aシ リーズの 愁局耐力比が Bシ リーズの それ
よりも 8%程 度大 きい ことを除けば,両 シ リーズ とも平
均値か らのば らつ きは小さ く 1%以 内にあることがわか
る。 したがって, 3で 述べ た終局耐力の算定法は, コン
ク リー ト強度 に若干 の差がある場合にも適用で き,か な
りの精度で実験値 と計算値 は一致す る。 この ことより
,

疲労試験に供する各 は りの終局耐力には,鉄 筋量 の差異
も考慮 して,計 算値 にそれぞれ のシ リーズの平均怒局耐
力比 (α )を 乗 じた値を採用 し, これをもとに して上 。下
限荷重を決定 した。
つ ぎに,200万 回までの繰返 し載荷で破壊 しなか った
は りの終局耐力は,静 的破壊試験を行な ったは りのそれ
よりもやや大 きくなる傾向を示 している。 これ は,は り

加 したものと考 えられる。

4.3破

壊 様 式

破壊様式はTaЫ e Ⅲ に併記 した。静的破壊試験 (こ こ
では 200万 回 の繰返 し荷重履歴を受けて も 破壊 しなか
ったは りを含む)で は,A・ B両 シ リーズとも,鉄 筋が
降伏 した後 に曲げ スパ ン内のコンク リー トが圧潰す るこ
とによって破壊 した。
疲労試験 においては,Aシ リーズの場合,荷 重比 90%
のは り1本 が コンクリー トの圧縮疲労破壊 した ことを除
き,残 りの全てのは りは鉄筋 の疲労破断に よって破壊 し
た。一方 ,Bシ リーズの場合には,荷 重比 50%の は り1
本が鉄筋 の疲労破断で破壊 した ことを除き,他 は全て曲
げスパ ン内の コンクリー トの圧潰で疲労破壊 した。
このことより, 繰返 し荷重を受けるは りの 破壊様式
は,作 用する荷重が大 きい場合には コンク リー ト圧潰型
の破壊にな り,作 用荷重力朔ヽ
さ く繰返 し回数が大 きいは
りでは鉄筋 の疲労破断型の破壊にな りやす くな るものと
推察される。

4.4d一 Ⅳ 線図 と疲労強度
一般 に, コンクリー トにおいては金属材料 の ような明
確な疲労限度は認め られてぃない。 したが って, コ ンク
ツー ト構造物 の疲労を論ずる場合には,疲 労限界を特性
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Table Ⅲ The results of static and fatigue test

F
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12.49
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403,00C
413,00(
2100,

12,49
21.51

Static

21.03

tests

C

21.51

五

Fatigue

BF60‑コ

tests

畳F60=ュ 1

諄匡藁正十
五童
■23 1 0.95

4,0 1

BF50‑11 4.2 に̲4.27̲1 0.98
BF50‑2 ̲里ュ ̲1 4.27

BF50‑3
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40

4.27

21.51

145,

21.51

209,

21.51

473,00(

21.03

630,00C

21.03

647,

1560

22.9
23.4

C
C
C
C
F
C
C

Kinds of beams

A F 90‑1

扇

二
と
ai

B一B series S― Static

S=P/Pu X100(%)

暁蘭 税am

F― failure due to fracture or steel
C― ―concrete

failure in compressiOn

値 に採 らず ,繰 返 し回数 200万 国に対する疲労強度を採
用 している。
ng。

5に 荷重比 と疲労寿命 との関係を示す。 図か ら

わか るように,同 一荷重比であっても疲労寿命にはかな
りのば らっきが認め られる。 このば らつ きは,コ ンクリ
ー ト強度や鉄筋強度のぼらっ きに起因するよりも,RC

は りの疲労破壊性状そのものによる本質的な性質に起因
するものと考えられる。さらに,コ ンクリー トの圧潰型
で破壊する傾向が大きいは り (す なわち荷重比が大きい
は り,ま たは鉄筋量が多いはり)ほ ど, このば らつ きが
著 しくなる。 このことは,疲 労寿命のばらっきは鉄筋よ
りもコンクリー トの方がより大きいことを示唆するもの

井上正一 。西林新蔵・ 福田 浩 :繰 返し荷重を受けるRCは りの曲げ挙動について

自乗法によってA,Bを 定めると

,

Aシ リーズ :S‑152.12‑14,59 1og玩
Bシ リーズ :S=173.03‑19.6210g乳
となる。上 式に

F塩

=200万 回を外挿 して疲労強度を

求めると,Aシ リーズのは りで

60.2%,Bシ

リーズのは
りで 49,4%と なる。すなわち ,鉄 筋量 の少ない Aシ リー
ズは りの方が ,疲 労強度 は約 10%程 度大 きくなる。さ ら

● A Serles

S=15212‑14 591og Nu
O B Serles

S=17303‑19621og Nu

に,終 局耐力 の算定式 (3.2)か ら疲労強度を比較す ると
Aシ リーズの方が 18%程 度大 きくな ることがわかる。
つ ぎに, コンク リー トの強度 と弾性係数 がほぼ等 しい
A・ B両 シ リーズのは りについて,各 荷重比に相当す る
荷重が作用 した場合の,処 女載荷時における曲げスパ ン

Fig.5 S一 打 diagrams
である。 したがって,鉄 筋 の疲労破 断を伴 う過少鉄筋断

内の コンク リー ト上縁応力 (σ ひ)と 鉄筋 の応力 (σ s)
を,曲 げ応力 の項で述べ た解析法に よって計算 した結果

面 に対 してはもちろんのこと,過 大鉄筋断面 の場合で
とくに コンク リー トの疲労破壊が先行す るような断面 に

をTable Ⅳ に示す。 同様に,Fig.6に 200万 回疲労
強度 に相当す る荷重 がは りに作用 した場合 の応力状態を

対 しては,そ の疲労寿命を推定する際に確率論的な手法

示す。

を用いる必要があることを示 している。 しか し,本 研究
においては,供 試体数が少ないため,各 荷重比における

図 よりAシ リーズの鉄筋応力 の計算値 は 2472k9/cM,Bシ
リーズのそれ は 1865k9/c置 とな り, これは降伏点応力度

は りの平均破労寿命 の推定 には破壊回数 の算術平均 を採
用する ことに した。 このように して求めた平均疲労寿命

労を考慮 した場合 の許容応力度設計法を本実験に使用 し

(境 )と 荷重比の 間 には, ほぼ 直線関係が認 め られ
る。そ こで回帰直線を S=A+B Iog、 ″として,最 小

た鉄筋にあてはめると,SD30の 許容応力度 は 160019/c玉
で ,こ れ は公称降伏点応力度 の 53%に 相当す る。 したが

,

のそれぞれ 68%と 48%に 相当す る。一方 ,土 木学会 の疲

Table Ⅳ Calculated interaai stress corresPondttg tO maximuni load level
Steel

Maxiinum
load level

Strain
iε ∫

(S)

x10

￨

S tress

偽

σs/σ sプ

Strain

σ
じび
ん″

ει

x10

(kg/

∽ω︻﹁Ｏ∽
く
∽Ｏ引ＨＯめ

0.92

一
口

0,80
0.67
series

σ

series

σ

sプ
sプ

=3650 kg/cM σ￠
″
=3900 kg/cM σ￠
″

546kg/c置

564kgiく

一
一

B

為為

Remarks:A

3.71x105 kg/c置
3,73x155 kg/c置
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であると考えられ る。
日

4.5 た ゎ み
疲労試験における荷重〜たわみ曲線 の一 例を Fig.7
に示す。一般 に,繰 返 し荷重を受けるは りの荷重〜たわ
み曲線は, 前記 の荷重〜ひずみ曲線 と 同様 の 傾向を示

６
︒
ｇ
ｉ
Ｆ

t2
沼鴛魂 と
納縛朝誤電

す。 この傾向は荷重比 の大 きい ものほ ど顕著で,と くに
鉄筋量 の多い Bシ リーズで著 しい。

t年

って,疲 労終局限界状態か ら考えると,許 容応力度設計
法で設計され,鉄 筋の疲労破断が先行するようなはりで
は ,土 木学会 の推奨値 は 15%程 度安全側であると考え ら
れる。 しか し塑性設計法に よると,過 少鉄筋断面を保証

助長する ことにな り,さ らに繰返 し回数が多 くなると鉄
筋 は小 さな応力で疲労破断する可能性 も生 じてくる。
つ ざに, コンク リー トの疲労で破壊す る傾向を示 した B

︵ｃｏこ ∝ １

しても,静 的な愁局耐力を増加 させ る目的で鉄筋比を増
やす ことは, コンクリー トの圧潰で疲労破壊す る傾向を

シ リーズのは りについて考えてみると,は り上縁 コンク
リー ト応力の計算値は 36919/前 で, これ より算定 した
コンク リー トの疲労強度 は 65%と なる。一方 ,Aシ リー
ズは りは コンク リー トで疲労破壊す るものではないが
,

この場合 の コンク リー トの 上緑応力は 圧縮強度 の

62%

となる。
4)5)に

偏心圧縮繰返 し載荷試験を行な った従来 の研究
よると,応 力勾配を有する コンク リー トの疲労強度 は一
軸圧縮下 のそれ より大きくな り,さ らに応力勾配が大 き
いほど疲労強度が大きくなる ことが指摘されている。本
研究 においても,応 力勾配 の大きなAシ リーズは りは
は り上縁に大 きな曲げ応力が作用 した場合 (TaЫ e Ⅳ)

200

Fig.7 Relationships between ioad and deflec―
tiOn(fatigue test)

Fig.8に ,残 留たわ みを考 慮 しない場合 の,繰 返 し

,

でもョンク リー ト側で破壊せず, この ような傾向のある
ことが うかがわれる。 しか し,Bシ リーズのは りでは ,阪
6)の

行な った一軸圧縮応力下 の コンク リー トの疲労
69,6%と
ほぼ一致 している。 このことは, コンク
強度
リー トの圧潰で破壊す る傾向を示す は りでは,疲 労強度
田ら

に及ぼす応力勾配 の影響を過大 に評価す るべ きでない こ
とを示唆す るものである。
以上 のことを総合す ると,繰 返 し荷重を受けるRCは
りを設計す る場合,耐力面 のみか ら考 えれば,鉄 筋 の疲
労破断が先行す るような過少鉄筋断面に よって, コンク
リー トと鉄筋 の強度特性を十分に発揮させることが得策

0

δ(:i:絡 m;°

回数 とたわみ との関係 を示す 。同図は,縦 軸 に所定 の繰
返 し回数 (り
時

(Ⅳ

にお ける上 限荷重時 のたわ み と処女載荷

=1)に おけるたわ み との比 を,

横 軸 に繰返 し回

数比 (Ⅳ を各はりの疲労寿命 (ェ 嘘)で 除した値)を採
ったものである。一般 に,た わみは,荷 重比 の大きさ
鉄筋量の多少に関係な く,繰 返 し回数の初期 と破壊近傍
で大 きな増加 を示す。 このたわみの増加 は,荷 重比 の大
きなものほど大 きく,荷 重比が同一 の場合 には鉄筋量の
,

多い方が大きくなる。

4.6 ひびゎれ幅
Hg.9〜 10に Aシ リどズお よび Bシ リーズの鉄筋位
置におけるひびわれ幅 と繰返 し回数比 との関係を示す。
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一般 に,ひ びわれ幅は,荷 重比 の大 きさや鉄筋量 の多
少に関係な く, 繰返 し回数 の初期で大 きな 増加 を示す
が,そ の後は破壊近傍まで一定値を保つか ,や や増加す
る程度で大 きな変化は認め られない。
Aシ リーズについてみると,処 女載荷 で鉄筋 が降伏す
る荷重比 90%と 鉄筋が降伏 しない 80%以 下 でひびわれ
の挙動 は異なることがわかる。すなわち ,荷 重比 90%の
場合には ,最 大 ひびわれ幅 は ,繰 返 し回数 の比較的少ない
間に 0.511ullま で急増 し,そ の後 しばらく平衡 を保 ったの

ち,大 きなひびわれの開口をみて破壊に至 っている。さ
らに, この間の最大ひびわれ幅と平均 ひびわれ幅 との差

0

02

0舟
r―

Fig。 9

Bttt°

=報

/v,狩

°
8
υ
ノ

F crack width dぱ

10

五g

は,繰 返 し回数の増加に伴 って大きくな り,ひ びわれが分
散せず―ケ所に集中する傾向を示 している。一方,荷 重
比 80%以 下 の場合の最大ひびわれ幅は,荷 重比 90%の
場合 と比べ てかなり少さくなる。また,ひ びわれの分散
も良好で,最 大ひびわれ幅と平均ひびわれ幅 の差が小さ
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くなる。 この傾向は荷重比 の月ヽ
さなものほど顕著である
このように,荷 重比 90%と 80%以 下 の場合 とでひびわ
れ幅に大 きな相違 を 生 じたのは,荷 重比 90%に おける
ひびわれ幅 の増加 は鉄筋 の塑性変形に よるもので,そ の
増加 は急激に起 こるもの と考 え られる。
Bシ リーズの場合 のひびわれ幅 の特徴 は,同 一荷重比

第

9巻

147

にかえる。

ll)静 的破壊試験における鉄筋 コンクリー トは りのひび
われ耐力,終 局耐力お よび曲げ応力 (ひ ずみ)は , ここ
で述べ た方法 (式 (J,12Dを 用いることに よって,か な
りの精度 で算定 できる。

におけるAシ リーズのものに比べ て,最 大ひびわれ幅が

修)繰 返 し荷重 を受けるはりの圧縮域 のコンク リー トの
荷重〜 ひずみ曲線 お よび荷重 〜たわみ曲線は,処 女載荷

小さ くなる こと,お よび最大 ひびわれ幅 と平均 ひびわれ
幅 との差が小さ くなることである。

時には上に凸な形状を示 し,そ の後直線状 とな り,繰 返
し回数 の増加 とともに下 に凸な形状を示す。さ らに,破

以上 の点か ら,主 鉄筋量を多 くす ることはひびわれ幅
の制限に有効であることがわかる。
つ ざに,ひ びわれ幅 の限界状態について考えてみる。

壊近傍では S字 形 の形状を示すものと推察される。

一般 に許容ひびわれ幅 は 0・ 211Hllに 制限され る場合が多い
この場合, Bシ リーズのは りの 200万 回疲労強度 49%
はひびわれ幅 の制限条件を満たすが,Aシ リーズのは り
の疲労強度 60%で は この条件を満足 しない。 したが っ
て,限 界状態設計法を考慮する場合 には,Aシ リーズの

13)200万 回の繰返 し荷重に耐 えたは りの 終局耐力 は静
的破壊試験を行 ったは りのそれ よりやや大 きくなる。
14)静 的破壊試験におけるは りの破壊様式が鉄筋 の降伏
が先行 し,最 終的には コンク リー トの圧潰で破壊す る タ
イプであっても,繰 返 し載荷を行 った場合 には,荷 重比
力剃ヽ
さ く疲労寿命が長 くなると鉄筋破断型,荷 重比が大
きく疲労寿命 の短いものは コンク リー トの圧潰型 になる

は りでは疲労怒局限界状態 よりもむ しろひびわれ幅に関

傾向を示す。

す る使用限界状態を満す条件 が厳 しくな り,部 材 の設計

15)S却 線図か ら求めた 200万 回疲労強度は ,Aシ

は使用限界状態 によって支配される可能性があるものと

̲ズ で 60.2%,Bシ リーズで 49.4%と な り,鉄 筋量 の

考えられ る。 さ らに,

少ない方 が疲労強度 は大 きくなる。
脩〕 荷重 の繰返 しに よるひびわれ幅の増加は,鉄 筋量 の

Bシ

リーズの疲労強度 レベルで

も,構 造物が侵食性の環境塞 件に置かれ, しかも水密性
を必要 とす る場合 の許容ひびわれ幅 0・ lIHlの 条件を満足
しな くなる。 このように ひび われ条件が 厳 しい場合 に
は,鉄 筋量を多 くす るよ りもと しろ過少鉄筋断面 として
疲労強度を大き くし,ひ びわれ制御に対 してはプ レス ト
レスを導入す るな どの方策をとる方 が賢 明であると考 え

リ

さい。
多いものほ ど,荷 重比 の小さいものほど月ヽ
本研究 を実施するにあた り,大 宮正弘氏 (現 鳥取大学
大学院)・ 矢積俊文氏 (現 米子産業 KK)の 協力に負 う
所 が極めて大であり, ここに深甚なる謝意を表す る次第
である。

られ る。
参

5結
本論文 は,繰 返 し荷重下 における鉄筋 コンクリー トは
りの強度特性 と変形特性に関する試験 の結果を述べ,若
干 の考察を加 えたものである。
本研究 においては,疲 労強度 に影響を及ぼす種 々の要
因のうち極 く限 られたものを採 っただけで, しかも疲労
莞命 のば らつ きについてもほとんど言及 していない。疲
労を詳 しく論ずるためには,種 々の要因を組合わせた試
験を行なうとともに,得 られた結果に対 して何 らか の数
学的処理を施さなければな らない。今後は, これ らの実
験上,解 析上 の問題を解決すべ く研究を継続 して行 きた
い と考 えている。
ここでは,本 研究で明 らかにな った点を列挙 し,結 論
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