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コンク リー トの非線形ク リープ予測式の提案

阪田憲次*・ 綾野克紀**

コンクリー ト構造 物の設 計においてクリープひずみの影響 を考慮する際, コンクリー

トの クリー プひずみは, 応 力に対 して線形 な現象で あると仮定 され る. しか し, この線

形仮定の成 り立つ上限に関 しては, 多 くの議論がある. 本論文 は, コンク リー トのクリー

プひずみの応力 に対する非線形性 を実験的 に明 らか として いる. 本研究で提案 する非線

形 クリー プ予測式 は, 線形 クリープ予測式 の倍程度 の精度 をもつ. 

Keywords: creep strain, stress/strength ratio, non-linear, creep compliance, modified 
 Bailey equation

1. ま え が き

コ ンク リー トの クリープひずみは, 応力 に対 して線形

であると仮定 されている. 従 って, 現在提案 されている

多 くのク リープひずみ予測式 は, 持続応力 に対 して線形

な応答 となるクリー プ構成方程式 となっている. 

この仮定 の妥当性 は, 多 くの研究者 たちによって明 ら

かにされているが, また同時に, その適用性 の限界 につ

いて も多 くの議論が ある. クリープひずみの線形仮定で

問題 となる点 は, クリー プひずみと応 力との線形関係が

成 り立つ上限 の応力強度比である. 一般 に応力強度比で

0. 3～0。75の 範囲の上 限が これまで報告 されて いるが, 

中 には応力強度比 で0. 23ま で しか線形関係 が成 り立 た

な いとす る報告1)もあ る. この ように, この仮 定の成 り

立 つ上限の応力強度比 に関 して は, 研究者 によって様々

で あり, 一般 に明確 な上限が存在 しないと思 われ る. し

か し, 我が国の コンク リー ト標準 示方書2)およびCEB/

FIPの1978年 版 のモ デル コー ド3)において は, ク リー

プひ ずみ の線 形仮 定 の成 り立 つ 上 限 を応 力 強度 比 で

40%ま で と定 めて いる. 線形 仮定 の成 り立つ上 限が, 

実際 の コンク リー ト構造 物の応 力状態 の下 で存在 すれ

ば, 線形仮定 のコンクリー トの クリープへの適用 は, ク

リープひずみと持続応力の関係 を適切 に表 すことができ

な いばか りでな く, 長期間 に渡 って生 じるク リープひず

みの予測 を不可能 にす る. 

クリー プひずみは, か な り小 さい応力下 において も生

じると考え られるので, ク リープひずみの線形仮定 をコ

ンクリー トに適用 する際 に忘れ られがちなのが, 線形仮

定 の成 り立 つ下 限の応力比で ある. これまで行われてき

た多 くの線形仮定 の妥当性 の検討 は, 乾燥収縮 をあま り

大 き く生 じな い状態で行 われてきた4)～6). この ような場

合 には, ク リープひずみ と応力の関係 を表 す回帰 直線 は, 

原 点近 くを通 る. しか し, L'Hermiteの 行 った実 験7)の

ように乾燥収縮 ひずみ をともな う場合 には, 総 ひずみ(ク

リープひずみ+乾 燥収縮 ひずみ)と 持続 応力の関係 を表

す回帰 直線 は, 応力0に お いて示 す値 が乾燥収縮 ひずみ

よりも大き くなっている. 

最 近提案 され たCEB/FIPの1990年 版の ク リープひ

ず み予 測式8)では, 応力強 度比で40%を 越 え る場合 に

ク リープ ひず みの非線 形性 が考慮 され, 応 力強 度比 で

40%以 下 の場 合 には, これ まで 同様 に, ク リー プひず

みの線形仮定が残 されている. しか し, 線形仮定の成 り

立っ上 限の応 力が, 応力強度比 で40%よ り小 さいか, 

あるいは, 下限の応力 が, 0よ り大 ぎければ, 応力強度

比 で40%以 下 の場合 におい てもク リープの非線形性 を

考慮す る必要がある. 

以上述べた ように, これまで は, 実 際の コンクリー ド

構造物の応力状態 の下 で, コンクリー トのク リープひず

みと応力 との間に線形関係が成 り立つ とする明確 な証 明

もされ ないままに, 近似的 に線形仮 定が成 り立つとされ

てきた. 本論文は, 一定持続応力下にお ける コンク リー

トの クリープ ひずみの非線形性 を実験 的に明 らかに し, 

非線形性 を考慮 したク リープ構成方程式 を確立 すること

を目的 とす るものである. 

2. 線 形 ク リ-プ 予 測 式 の 精度

クリー プひずみを応力 に対 して線形 と して扱 う場合 に

は, 一定持続応 力下 におけるコンクリー トのク リープひ

ずみ は, 一般に, ク リープひずみを応 力で除 して求 めら

れ る単位応力当た りのクリー プひずみ(式(1)), ある

いは, クリー プひずみを初載荷時弾性 ひずみで除 して求

められ るクリープ係数(式(2))に よって表 される. 

C(tt)ecr(tt)/O0 (1)
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ここに, 

C(ち の: 単位応力当た りのクリープひずみ

ε0γ(ち〆): クリー プひずみ

σ0: 載荷応力

t: コンクリー トの材令

t: 載荷開始時材令

である. 

O(tt)t)/0=C(tt)xE(t') (2)

ここに, 

φ(t, γ): クリー プ係数

E(t): 弾性 係数

ε0: 初載荷 時弾性 ひずみ

Fig. 1 Creep prediction by ACI Model. 

Fig. 2 Creep prediction by Bazant Model. 

Fig. 3 Creep prediction by CEB/FIP-70 Model. 

Fig. 4 Creep prediction by CEB/FIP-78 Model. 

Fig. 5 Creep prediction by CEB/FIP-90 Model. 

Fig. 6 Creep prediction by Sakata Model. 
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である. 

現在提案 されている多 くのク リープ予測式 は, 一一定持

続応 力の大 きさに関係 ない単位応力当 た りの クリープひ

ずみまたはク リープ係数 の予測式 である. 本節で は, 代

表 的なク リープ予測式 の実験値 との適合性 を検討する こ

とに より, 線形 ク リープ予測式 の精度 を考察す る. 

Fig. 1～Fig. 6は, そ れ ぞれACI式9), Bazant式10), 

CEB/FIP-70式11), CEB/FIP-78式3), CEB/FIP-90

式8)および 阪田 らの式12)と実 験値13)とを比較 した図であ

る. これ らの図の横軸 は, 各 々の予測式 に基づ くクリー

プ係数の予測値 を, 縦軸 は, 実験 より求 めたクリー プ係

数 を示 してい る. なお, 図中の点線 は, 予測値 と実験値

との差が ±40%の 範 囲である ことを示 している. また, 

実験 に用 いた供試体の種 類 は, 104本 である. 

これ らの図 より明 らかな ように, いずれの予測式 を用

いても, 平均的 には, ほぼ妥当な値 を予測す ることが う

か がわれ る. しか し, その ばらつきは大 き く, 長期材令

になるほど著 しくな ることが分 かる. 

また, Fig. 7は, cEB/FIP-90式 に基 づ く予 測値 と

CEB/FIP-90式 を確 立す るの に用 い られ た実験 値14)と

の比較 を行 ったもので ある. なお, 図中の点線 は, 予測

値 と実験値 との差 が ±40%で ある ことを示 して いる. 

この図 よ り, CEB/FIP-90式 に基づ く予測値 は, 平均

的 には, 実験値 とほぼ一致 してい るが, ば らつ きは±40%

程度 と大 きいことが分か る. 

以上 のことよ り, 線形 クリー プ予測式 に基づ く予測値

は, 実 験値 に対 して±40%程 度の ば らつ きを有 す ると

考 え られる. 

3. ク リニ プ ひ ず み の非 線 形 性 の検 討

本節 では, 種 々の大 きさの応力に よって生 じるクリー

プ係数 の大 きさに差 が あるか否 か を調 べ ること によっ

て, ク リープひずみの非線形性 を検討 した. 

(1)実 験 概 要

コンクリー トの配 合をTable1に 示 す. セ メン トは普

通 ボル トラン ドセメン トを用 い, 粗骨材 には砕石(比 重

2. 74, 吸水率1. 14, F. M. 6. 55)を, 細骨材 には

川砂(比 重2. 60, 吸水率2. 08, F. M. 3. 10)を 使

用 した. 

ク リープ試験 には10cm×10cm×38cmの 角柱供試体

を, 乾燥 収縮試験 には10cm×10cm×40cmの 角柱供試

体 を用 いた. 各供試体 は打設後3日 間水 中養生 し, その

後25日 間, 温度19±10C, 湿度68±7%の 恒温恒 湿度

室 内で気 中養生 を行 った. 各供試体に載荷 した一定持続

応 力は, 初載荷 時圧縮強度(25. 1MPa)の10%, 20%, 

30%, 40%お よび50%で ある. 各 々の大き さの一定持

続応力 を受 ける供試体本数 は, 実験 の都合上, それ ぞれ

3, 16, 3, 15お よび18本 の合 計55本 とした. ただ し, 

ク リ-プ 測定用供試体の初載荷 時圧縮強度 は, ク リープ

測定用供試体 と同 じ条件 で養生 を行 った同寸法, 同形状

の強度測定用供試体3本 の平均強度 と した. また, 強度

測定時 に, 応カーひずみ曲線 を求 め, この応カ-ひ ずみ曲

線 を基 に, クリープ測定用供試体 に導入 され る所定の応

力 に対す る弾性 ひずみ を求 め た. この弾性 ひずみ を ク

リープ測定用供試体 に生 じさせ ることにより所定 の応 力

が導入 された とした. なお, 強度試験時お よび持続応 力

導入時 における載荷速度 は, 圧縮応 力の増加 が毎秒0. 2

MPa～0. 3MPaと なるように した. 

クリー プ試験お よび乾燥収縮 試験 は, 温度19±1。C, 

湿度68±7%の 恒温恒湿度室内で行い, ひずみの測定 に

は最小 目盛 り1/1000mmの ホ イッ トモ ア式 ひず み計

(検長25cm)を 用 いた. また, 持続応力の減退 を補 う

ため に, 初 載荷後, 3, 10, 30日 目に持続 応力の再導入

を行 った. 最 も応 力減退 の大 きかっ た, 応 力強度比 で

50%の 持続応 力を受 ける供試 体 の初載荷 か ら初載荷 後

3日 目まで, 3日 目か ら10日 目まで, 10日 目か ら30日

目までおよび30日 目か ら49日 目までのコンクリー トに

作 用す る応 力の減退 の大 き さ ⊿qcを, 実 際 に生 じたク

リープひずみ と乾燥収縮 ひずみを用 いて式(3)に よ り

求 め る と, 1. 11MPa, 0. 86MPa, 1. 15MPaお よ び

0. 60MPaと な った. すなわ ち, 最 も応力減退が大 きい

載荷後30日 目において さえ, そ の大 き さは, 強 度比で

4. 6%で ある. この大 きさは, 実験要因 と して考 えてい

る応 力 レベルの強度比10%の 半分以下 の値であ る. し

たがって, 応力減退 が, 変動応力 とは考え られない範囲

で実験が行われたものと考 えられ る. 

Fig. 7 Creep prediction by CEB/FIP-90 Model. 

table 1 Mix proportion of concrete. 
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(3)

ここに, 

A0コ ンク リー ト供試体の断面積

Aρ プ レス トレス ト鉄筋の断面積

Eρ プ レス トレス ト鉄筋の弾性係数

Z0コ ンク リー ト供試体の長 さ

4ρ 定着板 間の長 さ

⊿ε0各 再導入時材令間 に生 じたク リープひずみ

と乾燥収縮 ひずみの和

である. 

(2)実 験結果 および考察

a)ク リープひずみの非線形性の検討

Fig. 8は, 実験 よ り得 られた各 々の持続 応力 によって

生 じる クリープ係数 の経時的変化を示 したもので ある. 

○, □, ◇, ■お よび● は, それぞれ強度比で10%, 20%, 

30%, 40%お よび50%の 持続応 力を受けた コンクリー

トの クリープ係数 の平均値 を示 したものである. もし, 

コンクリー トのク リープひずみが, 持続応力 に対 して線

形であれば, ク リープ係数の経時的変化 を表す曲線 は, 

持続応力の大きさに関係 な くすべ て, 同一 の曲線 によっ

て表 されなければな らない. しか し, Fig. 8か らは, 持

続応力の大き さによってク リープ係数 の大 きさに差があ

る ことが認め られ る. 特 に50%の 持続応力 に よって生

じる クリー プ係数 は, 10%～40%の 持続応 力 に よって

生 じるクリー プ係数 と比 べか な り大 きいことが分か る. 

また, 10%の 持 続応 力に よって生 じる クリー プ係数 と

40%の 持続応力 によって生 じる クリープ係数 との差 は, 

載荷期間の長 さにかかわ らず ほぼ一定 であることが分 か

る. 

Fig. 9は, 初載荷 時弾性 ひずみが小 さい順 に供試体 を

並べ, その クリープ係数 と弾性 ひずみとの関係 を載荷期

間49日 目において示 したもので ある. も し, ク リープ

ひずみが持続応 力に対 して線形で あれば, 全載荷期間に

渡 って, クリープ係数 の大 きさは, 弾性 ひずみの大きさ

に関係 な くすべ て同 じで な けれ ば な らない. しか し, 

Fig. 9か らは, 弾性 ひずみが大 きくなるにつ れ, ク リー

プ係数 は, 大き くなる傾 向が認 め られる. 特に, 応 力強

度比 で40%(応 力強度比40%の 応 力によって生 じる弾

性 ひずみは約500μ)を 越 えると, 急 激 にク リープ係数

が大 きくなるばか りでな く, その ばらつき も大 き くなる

ことが分 かる. 

Fig. 10は, 任意載 荷期 間 にお けるク リー プひず み と

弾性 ひずみの関係 を式(4)に 基 づ く直線 で回帰 し, 求

め られた直線 の傾 き φを横軸 に, 同載荷 期間 で各々の

大 きさの持続応力 によって生 じる クリープひずみ をその

初期弾性 ひずみで除 して求めたク リープ係数 を縦軸 に示

した図であ る. また, IFig. 10中 の2本 の一点鎖線 は, 

回帰 によ り求 めた φと実験値 との差が ±40%を 示 す範

囲で, 点線 は, ±20%を 示 す範 囲である. 

ec-q5so (4)

た だし, ε0γクリー プひず み, ε0初 期弾性 ひず み, φ

クリープ係数である. 

Fig. 8 Results of creep test. 

Stress/strength ratio

○ 10%

□ 20%

◆ 30%

■ 40%

● 50%

Fig. 9 The scatter of creep coefficient. 

Time under load - 49days

Fig. 10 The comparison between calculated data by linear creep 

compliance and test data. 

182



土木学会論文集No. 451/V-17, pp. 179d88, 1992. 8

Fig. 10よ り, クリー プ ひず みと弾性 ひずみ との関係

を線形 であると した場合, 式(4)に 基 づ く線形 ク リー

プ構成方程 式 の信 頼限界 は, 40%で あ ると思 われ る. 

また, 回帰 して求 めたク リープ係数 は, 持続応力 が大 き

い コンク リー トのク リープ係数 を過小評価 し, 持続応力

が小 さいコ ンク リー トのク リープ係数を過大評価す るこ

とが分 かる. 

b)非 線形 ク リープ構成方程式

Fig. 11は, ク リー プひずみ の非 線形性 を考慮 する た

め に式(5)に 示 されるBailey式 によって載荷期間28

日目にお けるク リープひずみと初期弾性 ひずみを近似 し

た結果 で ある. な お, Bailey式 は, 金属 の遷移 クリー

プ現象を表 す ものと してよ く用 いられている15). 

ecy=aeo (5)

た だ し, ε0γ; ク リー プ ひ ず み, ε0弾 性 ひ ず み, αお よ

びb: 非線形 最小二乗法 に より求める未定 係数で ある. 

なお, 本研究 で用 いた非線形最小二乗法 は, 非線形性 の

大きい問題 でも比較的安定に収束す ると言 われているハ

イブ リッ ド法16)である. 

Fig. 11よ り, Bailey式 による近 似曲線 は, 応 力強度

比で20%, 30%お よび50%の 持続応力 によって生 じる

クリープひずみ に対 しては, 実験値 の ほぼ中心を通 って

い るが, 応力強度比 で10%の 持続応 力 によって生 じる

ク リープひずみ に対 して は過 小評価 し, 応 力強度 比 で

40%の 持 続応力 に よって生 じるク リー プひずみに対 し

ては過大評価 している ことがうかがわれる. このことは, 

載荷期間28日 目以外においても同様 に確認 されている. 

すな わち, Bailey式 に基 づ く回帰 曲線 は, ク リー プひ

ずみと持続応力 との関係 をある程度の精度 で表す ことが

できると言え る. 

Fig. 11 The relation between elastic strain and creep strain 

modeled by Bailey equation. 

Time under load = 28days

Fig. 12 The comparison between calculated data by Bailey 

equation and test data. 

Fig. 13 The relation between elastic strain and creep strain 

modeled by modified Bailey equation. 

Time under load = 28days

Fig. 14 The comparison between calculated data by modified 

Bailey equation and test data. 
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Fig. 12は, Bailey式 に含 まれ る未 定係 数 αお よび ∂

の最適値 を実験 値 を基 に求め, その最適値 を用 い計算 し

たクリープ係数 と, 実験 より求めたク リープひず みをそ

の初載荷時弾性 ひずみで除 して求 めたク リープ係数 とを

比較 した図で ある. Fig. 10と 比較 し, Flig. 12に おいて は, 

計算値 と実験値 との ばらつ きが小 さくなっている. 従 っ

て, Bailey式 を用 いて ク リープ ひず みの持続応 力 に対

する非線形性 を考慮 したことにより, 線 形ク リープ構成

方程式 よ りもコンク リー トの クリー プ挙動を さらに正確'

に表 す ことが で きたと言え る. しか し, Bailey式 にお

いて も, その計算値 が, 信頼 限界40%を 越 える場合が

ある. 

そ こで, 応力強度比 で40%を 越 え る持続応 力が載荷

されると, ク リープひずみが急激 に増加 することを表す

ために, 新た な係数6、およびc2を 用 い, Bailey式 を式

(6)(以 降, 修 正Bailey式 と よ ぶ)に 修 正 し た. 

Fig. 13は, 修正Bailey式 に含 まれ る係数 α, b, 61お よ

び02を 未定係数 とし, ハ イブ リッ ド法 を用 いて載荷 期

間28日 目にお けるク リープひずみ と初期弾性 ひずみの

関係 を近似 した結果 で ある. Fig. 13よ り, 本 研究 で提

案 する修正Bailey式 は, 任意載荷期 間 にお けるク リー

プひずみ と弾性 ひずみの関係 を持続応力の大 きさにかか

わらず, 非常 によく表 していることが分か る. 

ε0<62場 合; 

ε0≧C2場 合; 

scr-a(E0Cl)b

(6)

Fig. 14は, 修正Bailey式 に含 まれる未定係数 σ, 6, 

61お よび02の 最適値 を実験値 を基 に求 め, その最適値

を用い計算 した クリープ係数 と, 実験 より求 めたク リー

プひずみ をその初載 荷時弾性 ひずみ で除 して求 め たク

リープ係数 とを比較 した図 である. なお, 未定係数 α, 

う, 6お よび02の 最適値 を求 める際 に, これ らの値の範

囲には条件 をつ けず に回帰 を行 った. この図よ り, 修正

Bailey式 に基 づ く計算 値 は, 実験 値 との間 にば らつ き

が少な く, きわ めて よく一致 してい ることが分か る. 

Fig. 15は, 修正Bailey式 に含 まれる未定係数6、お よ

び62の 最適値 を示 した もので あ る. 未定係数61, 62の

最適値 はともに, 載荷期 間に関係 な くほぼ一定 となった. 

また, 未定係数02の 最 適値 は, 応 力強度比 で約40%の

持続応力 によって生 じる弾性 ひずみに一致 した. すなわ

ち, 修正Bailey式 に62を 用 いたことで, 応力強度比40%

の持続応力 を越える と, クリープひずみの増加割合が急

激 に増加す ることを表 す ことができたと考え られる。

Fig. 16お よびFig. 17は, それ ぞれ, Bailey式 および

修 正Bailey式 に含 まれ る未定係数 σお よび わの最適値

を示 したもので ある. Bailey式 に含 まれ る クリー プひ

ずみの大 きさに関係 する係数 αは, 修正Bailey式 のそ

れに比べ て小 さいことが分 かる. また, Bailey式 に含

まれる非線形性 を表 す係数 うは, 修正Bailey式 のそれ

に比べて大 きい ことが分か る. また, 未定係数 かの最適

値 は, Bailey式 におい ては, 載 荷期 間の経過 とと もに

大 き くな る傾向が あるが, 修正Baileyに おいて は, 載

Fig. 15 The best estimate value of coefficient-c1,  c2. 

○ C1

□ C2

Fig. 16 The best estimate value of coefficient-a. 

Fig. 17 The best estimate value of coefficient-b. 
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荷期間の長 さに関係 な くほぼ一定 となることが分かる. 

Fig. 18は, Bailey式 に含 まれる未定係 数 に最適値 を

用 い, 各 々の持続応力 によって生 じるク リープ係数の経

時的 変化 を求 めた もの であ る. この図 よ り, Bailey式

に基 づき求 め られる各 々の大 きさの持続応 力によって生

じるクリー プ係数 は, 対数的 に増加 し, Flig. 8に 示され

た実験結果 とは, かな り異 なる傾向 を示す ことが分か る. 

す なわち, Bailey式 で は, 計算 値 と実 験値 との差が, 

載荷 期間が長 くなるにつれ て, ます ます大き くなること

が うかが われ る. 一方, Fig. 19は, 修正Bailey式 に含

まれ る未定係数 に最適値 を用 い, 各 々の持続応 力によっ

て生 じるク リー プ係数 の経時 的変化 を求 めた もので あ

る. 各々の大き さの持続応力 によって生 じるク リープ係

数 の計算値 の経 時的変化 は, べ き乗的で あ り, Fig. 8に

示 した実験 結果 と同 じ傾 向 を示 している. ま た, 50%

の持続応力 によって生 じるク リープ係数が, 10%～40%

の持続応力 によって生 じるク リープ係数 に比べ著 しく大

き くなる様子 も表 されて いる. ただ し, 10%の 持続応

力 に よって生 じる ク リー プ係 数 と40%の 持 続応 力 に

よって生 じるク リープ係数 との差が載荷期間の経過 とと

もに大き くなる点 で, 実験結果 と異な って いる. しか し, 

10%の 持続応力 によって生 じるク リー プ係数が, F-ig. 8

に示 したも の よ り大 きめ で あ る こと を除 けば, 修正

Bailey式 に基づ く計算値 は, 実 験値 と比較 して も妥 当

な値であ り, ク リープ係数の経時的変化 も十分表 す こと

が可能であると言 える. この ように, 修正Bailey式 は, 

クリー プひずみの非線形挙動 を適切 に表す ことができる

非線形 クリープ構成方程式であ ると考え られ る. 

4. 非 線 形 ク リー プ構 成 方 程 式 の提 案

修正Bailey式 に より, 任意載 荷期 間にお けるク リー

プひずみと弾性 ひず みの関係 を表 す ことが可能であるこ

とが分かった. しか し, クリー プ構 成方程式 は, 変動応

力下の クリープひずみの計算 を行 う場 合等 において, 時

間の関数でなければ実用的で はない. また, 時間の関数

となった修正Bailey式 に含 まれ る, 各 々の係 数 に及 ぼ

す コンクリー トの配合, 環境条件, 部材 寸法 の影響等が

明 らか とな り, クリープ予測式を確立 する ことができる

ならば, 設計段階 において多 くの時間, 経 費, 労力 をと

もなうクリープ試験 を行 う必要がな くなるであろう. 

修正Bailey式 に含 まれ る係数 σに は配合 の影響が, 

係数 うには水 分 の逸散 と環境条 件, 部 材寸法 が, 62に

はコンクリー トの強度 との関係 があると推測 され る. し

か し現段階で は, 修正Bailey式 に含 まれる係 数 σ, ∂, 

6、お よび02の 経時 的変化 を近似 す る時問の関数 が明 ら

かでないために, クリー プに影響 をおよぼす因子 を関数

として修正Bailey式 中に取 り込 むことはで きない. 

そ こで, 本節で は, 修正Bailey式 に時間の項 を含 め, 

より具体化 された非線形 ク リープ構成方程式 を導いた. 

さらに, 水 中養生期 間, 気中養 生期 間の長 さが, 修正

Bailey式 に含 まれる未定係数 α, ∂, oお よび02に およ

ぼす影響 につ いて も, 以下 のような実験 を実施 し, 検討

した。

Fig. 18 The change of creep coefficient with time calculated by 

Bailey equation. 

Stress/strength ratio
◆ 10%

□ 20%

○ 30%

■ 40%

◆ 50%

Fig. 19 The change of creep coefficient with time calculated by 

modified Bailey equation. 

Stress/strength ratio
◆ 10R

□ 20R

○ 30R

■ 40R

◆ 50Z

Table 2 Mix proportion of concrete. 

Table 3 Water curing period and age at application of load. 
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(1)実 験 概 要

コンクリー トの配合 をTable2に 示す. セメン トは普

通ボル トラン ドセメ ン トを用 い, 粗骨材 には砕石(比 重

2. 73, 吸水率0. 76, F. M. 6. 68)を, 細骨材に は

川砂(比 重2. 62, 吸水率1. 78, F. M. 2. 81)を 使

用 した. 

ク リー プ試験 には10cm×10cm×38cmの 角柱供 試

体 を, 乾燥収 縮試 験 に は10cm×10cm×40cmの 角柱

供試体 を用 いた. クリープ試験 および乾燥収縮試験 は, 

温度19±10C, 湿度68±7%の 恒温恒湿度室内 で行 い, 

ひずみの測 定 には, 最小 目盛 り1/1000mmの ホ イッ ト

モ ア式 ひずみ計(検 長25cm)を 用 いた. また, 持続応

力 の減退 を補 うため に, 初載荷後3, 10, 30お よび70

日目に持 続応力の再 導入 を行 った. 測定期間 は, 200日

で ある. Table3に 水 中養生期 間お よび気 中養生期 間を

示 す. 各 々の養生 を行った後, 載荷 された応力が応力強

度 で10%の 供試体数 は1本, 20%, 30%, 40%お よび

50%の 供 試体 はそれぞれ2本 で ある. また, 初載荷 時

圧縮 強度 が30MPa以 下の場合 には, 応力強度比で50%

の応 力を, 30MPa以 上 の場合 には, 応力強度比で30%

の応 力を載荷 され る供試体 を1本 用意 した. 

(2)実 験結果および考察

Fig. 20お よびFlig. 21は, それぞれ, 3日 お よび56日

間水 中養生 した後直ちに初載荷 を行 ったコンクリー トの

載 荷期間30日 目 にお けるク リープひずみ と弾性 ひず み

との関 係 を示 した も ので あ る. ま た, Fig. 22お よび

Fig. 20 The relation between creep strain and elastic strain. 

Age at start of drying = 3days 
Age at application of load = 3days

a=1.11 
b=1.25 
ci=12.7 
cz=41.7(Stress Ievei'. 509)

Fig. 21 The relation between creep strain and elastic strain. 

Age at start of drying = 56days 
Age at application of load = 56days

a=1. 56 
b=1. 05 
ct=9. 6 
cz=28. 0(Stress level 25%)

Fig. 22 The relation between creep strain and elastic strain. 

Age at start of drying = 3days 
Age at application of load = 94days

a=0.71 
b=1.25 
ct=12.7 
cz=36.l (Stress level'. -30%)

Fig. 23 The relation between creep strain and elastic strain. 

Age at start of drying = 56days 
Age at application of load = 105days

a=1.21 
b=1.05 
ct=9.6 
cz=24.7(Stress Ievel=20%)
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Fig. 23は, それぞ れ, 3日 間水 中養生 した後, 材令91

日まで気 中養生 を行 ったコン クリー トと56日 間水 中養

生 した後, 材令105日 まで気中養生 を行 ったコンクリー

トの載荷期 間30日 目 にお けるク リープ ひず みと弾性 ひ

ずみ との関係 を示 したものである. これ らの図 より, 修

正Bailey式 は, 水中養生期 間, 載荷 開始 時材令 の異 な

るどの コンクリー トの クリープひずみと弾性 ひずみの関

係 も良 く表 している と思 われる. 

また, Fig. 20～Fig. 23中 に示 した未定 係数bの 最 適

値 よ り, 水中養生期間が長 くなるにつれ, ク リープひず

みの非線形性が小 さくな ることが分かる. また, 水中養

生期 間が同 じ場合 には, 気中養生期間が長 くなってもク

リープひずみの非線形性 は同程度 であることが分かる. 

式(7)お よび式(8)は, Table3に 示 した養生方

法が16種 類, 荷重 の大 き さが5種 類異 な るコンク リー

トより, 200日 間測定 され た実験値 をもとにハ イブ リッ

ド法 を用 いて決定 された非線形 ク リー プ構成方程式 であ

る. 

ε0<C2(t, t0)の 場 合;

6cr(Eo t t' to)=a(t t' to)

ε0≧C2(t, t0)の 場 合;

Ecr(e0 t t' to)=a(t t' to) X (o-cl(to)Ycto)

(7)

こ こ に,

a(t t' to)=2 64to ll4{0 002(t-to)+1}-2 9

b(to) =0285 exp(-0 047to) +1

c1 (t0) z foG +9 81

C2(tto) =471 {loge(to+1)}-0372

X exp-0055(t-to) o2i4}

(8)

である. 

ただ し, 式(7)お よび式(8)に 示 したク リープひ

ずみ ε0γ(ε0, t, t, t0), 弾性 ひず み ε0, 係数61(t0)お よび

02(t, t0)の単位 は, ひずみの単位 で, その次元 は, 10-5

で ある. また, 係数 α(t, t, t0)およ び係 数 わ(あ)は, 無

次元 で, 材令t, 載荷開始時材令 ガお よび乾燥開始時材

令t0の 単位 は, 日で ある. 

ハ イブ リッ ド法 によ り求 め られた未定 係数b, 61お よ

び62の 最適値は, 養生条件 の異 なるいずれ のコンクリー

トでも載荷期間の長 さに関係 なく, 一定 と見 なす ことが

できた. また, 乾燥 開始時材令 は, すべ ての未定係数 の

最適値 に影響 を及 ぼ し, 載荷開始時材令 は, 未定係数a

および02の 最適値 にのみ影響 を及 ぼす ことが分か った. 

Fig. 24に, ハ イブ リッ ド法 によ り求 め られた未定係

数02の 最適値 と養生条件 の関係 を示 す. 62の 最適値 よ

り, クリー プひずみが急激 に増加す る点での弾性 ひずみ

の値 は, 養生期 間が長 くなるにつれ小 さくな ることが分

か る. さらに, Fig. 24に 示す62の 値 は, 応力強度比 で40%

の応力 によって生 じる弾性 ひずみ に必ず しも一致 せず, 

Fig. 15に 示 した62の 値 に比 べ, 小 さくなる ことが分か

る. この こと よ り, 62の 値 は, コ ンク リー トの強 度や

配合 などに よって影響 を受 けることが考え られる. 

また, Fig. 25は, 式(7)お よび式(8)よ り求め

たクリープ係数 と実験 より求めた クリープ係数 を比較 し

た図 である. デー タ総数 は, 3200個 で ある. 式(7)

および式(8)は, 材令, 載荷 開始 時材令tお よび乾

燥開始 時材令'。の項 を含 む にもかか わ らず, Fig. 14の

場合 と同程度 の精度で実験結果を表 せていることが分か

る. 

5. ま と め

クリー プひずみの持続応力に対する線形性 が成 り立つ

明確 な上限お よび下限の応力強度比 は, 存在 しないこと

Fig. 24 The change of cz with curing condition. Fig. 25 The comparison between calculated data by the present 

non-linear creep prediction equation and test data. 
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が実験 的に明 らかとなった. また, ク リープひず みは持

続応力に対 して一様 に増加 するのではな く, ク リープひ

ずみの増加割合 が急激 に大 き くなる点 が存在 することが

分か った. この ように非線形 なク リープ挙動 を, 本研究

で提案 す る修正Bailey式 を用い ると, ±20%の 範囲 で

実 際のク リープ挙動 を表せ ることを示 した. 

今後, 式(8)に 含 まれ る14個 の未定係 数の それぞ

れと, コンク リー トの配合, 環境条件, 部材寸法等, ク

リープひずみの大 きさに影響 を及 ぼす因子 との関係 を明

らかにする ことによ り, 従来の線形 クリープ予測式 より

も, さちに精度良 いク リープひずみの予測式 を確 立する

ことが可能 であると思 われ る. 
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STUDY ON NON-LINEAR CREEP PREDICTION EQUATION OF CONCRETE 

 Kenji SAKATA and Toshiki AYANO
Concrete is considered as an aging linear visco-elastic material. Hence, the creep be-
havior of concrete under the constant sustained stress is represented by either creep 
coefficient or specific creep, both of which are based on an assumption of the linear re-
lation between creep strain and externally applied stress. What is in doubt, however, is 
the upper limit of this relation. In terms of the stress/strenght ratio, an upper limit be-
tween about 0. 23 and 0. 75 has been observed. The purpose of this study is to clarify 
the nonlinearity of creep strain of concrete under the constant sustained stress. We 
verify the significant difference among the creep coefficient of concrete which is under 
the various constant stress level. Furthermore, we propose a non-linear creep predic-
tion equation which can represent the results of creep experiment. 
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