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変動応力下 にお けるコンク リー トのク リー プ

の予測 に関す る研 究

阪 田 憲 次 ＊・綾 野 克 紀 ＊＊

変動応力下 にあるコンクリー トの クリー プは, 重ね合 わせ則 に従 うとされ る-す なわ

ち, ある時間 での応力増分 によるクリー プは, それ以前 に載荷 された応力 の影響 を受 け

ず, 応 力に対 して線形 であるとされ る. 本研究 は, 変動応力下 のク リープひずみが, 過

去 に受 けた最大荷重 の影響 を強 く受 ける非線形な現象である ことを明かにとするととも

に, 新 たなク リープ硬化則 を提案す るもので ある. 
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1.  ま え が き

 コンクリー トのク リープおよび乾燥収縮 ひずみ は, 常

時荷重下 において, コンク リー ト部材の変形や曲率 を増

大 させ るばか りでな く, プ レス トレス トカの減退, 応力

再配分お よび内力の原 因ともなる. とくに, 高い寸法精

度 を要求 され るようなコ ンク リー ト構造物 において は, 

これ らの非弾性 かつ時 間依存性 のひずみ は, 設計上きわ

めて重要 な要因である. 

 この ような時間依存性 のひずみが, コンクリー ト構造

物 におよぼす影響を設計 において正確 に予測 し, かつ, 

それ に対応す るためには, 次 の二つ の前提条件が必須で

ある. 

 (1)対 象 とする配合 のコンク リー トに関す るクリー

   プおよび乾燥収縮 ひずみの精度良 い予測手法ない

   しは信頼できるデータが存在す ること. 

 (2)構 造物の設計において, これ ら時間 に依存する

   ひず みの影響を含 んだ適切 なク リープ解析手法が

   存在す ること. 

 (1)の 時間に依存す るひずみの予測手法 と(2)の

解析手法 とは密接 に関係する ものであ り, 基本 とな るひ

ずみの予測精度が悪 けれ ば, どのような解析手法 を用い

ても意味 がなく, 逆 に, 解析手法 が適切 でなけれ ば, 精

度 の良 い予測値 を用 いて も誤っ た結 果 を導 く恐れ があ

る. (1)の 予 測手法 に関 して は, 古 くよ り多数 の研 究

者 によって様 々な予測式が握案 され, 実際の設計 におい

て も広 く用 い られてきた. 代表的 なものには, ACI-209

式1>, CEB/FIP式2),  Bazant-Panula式3)等 がある. (2)

の解析手法 とは, 一定持続応力下 のク リープひずみ より

変動応 力下 のク リープひずみを求める計算手法で ある. 

従来 の設計で は, Effective modulus method(EM法)4), 

Rate of creep method (RC法)5),  Trost-Bazant

method(TB法)6),  Step-by-step法7)等 が用い られて い

る. 

 従来 の設計 にお いては, 応 力が強度比 で40%以 下で

あれば, クリー プひずみと応力 との関係 は, 線形であ る

と仮定 されてい る8). しか し, 実際 には, コ ンクリー ト

のク リープ挙動 を応 力に対 して線形 と して取 り扱 うこと

ので きない場合 があ るこ とも知 られ てい る. 例 えば, 

Jones と Richart の研 究9)から, 一定 持続 応力 下に お け

るク リープひずみと弾性 ひずみの関係 は, ある応力を境

に2つ の曲線 によって表 される ことが明 か となってい

る. また, 著者 らの研究10)により, この曲線 の変化する

点 は, 応 力強度 比40%以 下 において も存 在す ることが

明か となっている. 

 本論文 は, 変動応 力下 におけるコンクリー トのク リー

プひずみの応 力に対 する非線形性 を実験的に明かに し, 

変動応力下におけるコンクリー トの クリー プひずみを正

確に表 す ことのできる新 たな クリープ硬化則 を確立す る

ことを目的とするもので ある. 

  2. 変 動 応 力 下 に お け る ク リ-プ 解 析 手 法

 変動応 力下 にお けるク リー プ解析 手法 の概要 を説 明

し, 本研究の位置づ けを明か にする. 一定持続応力下の

クリープひずみよ り変動応力下の クリープひずみを求 め

るクリー プ解析手法 を図示す るとFig. 1の ようになる. 

 現行の設計においては, 一定持続 応力下 のク リープひ

ずみは, クリープ係数 あるいは単位応力当た りのクリー

プひずみで表 される. そ して, 変動応力下 のク リープひ

ずみは, クリー プの重 ね合 わせ則 に基づいて計算 される. 

EM法,  RC法,  TB法 等 は, 一定 持続応力下 にお ける

ク リープひずみに及 ぼす載荷開始時材令の影響 につ いて

の評価が異な るものである. 従 って, これ らのク リープ
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解析 手法 に よ り定 まる クリー プひずみ と応 力 との関係

は, 線形 である. す なわち, 変動応 力下 におけるクリー

プ構成方程式 は, 一定持続応 力下 の場合 と変 わることな

く, 定常線形 ク リープ構成方程式 となる. ここでい う定

常あるいは非定常 とは, クリープひずみと応力(あ るい

は弾性 ひずみ)の 関係が, 載荷期 間の長 さに関係な く一

定か否 かを意味す る. 

 一方, 金属材料 において クリープひずみは, 応力 に対

して非線形 な現象 と して取 り扱 われる12). すなわ ち, 一

定持 続 応 力 下 の ク リー プ構 成 方 程 式 は, Bailey式, 

Dorn式,  Johnson式,  Pradtl式 等 のよ うな非線形 な式

によって表 される. そして, 変動応 力下 のクリー プ構成

方程式 は, 変動応力下の クリー プ挙動 に影響 をお よぼす

因子 を内部変数 と した非定常な構成方程式 によって表 さ

れ る. Fig. 1に 示 されるように, 一定持続応 力下 にお け

る定常 非線形 ク リープ構成方程式 より, 変動応力下 にお

ける非 定常 ク リー プ構成 方程式 を導 くための法則 が ク

リー プ硬 化則 であ り, 時間硬化則, ひずみ硬化則, 組み

合わせ硬化則, ク リープ仕事硬化則等 がある. これ らの

クリー プ硬化 則の相違 は, 内部変数と してどのような因

子 を選 び, 応 力変化 に伴 い内部変数をどのように変化 さ

せるかというところにある. 

   3. 応 力履 歴 を受 け た コ ン ク リ-ト の

     ク リ-プ 特 性

 こ こでは, 応力履歴 を受 けたコンク リー トの クリー プ

特性 を調べ, 変動応 力下 におけるク リープひずみの応力

に対 する非線形性 を実験的 に明か にす るとともに, エー

ジングの影響 を内部変数 に含 めた新 たなクリー プ硬 化則

を提案す る. 

(1)実 験概要

 実験 に用いたセメン トは, 普通ボル トラン ドセメ ン ト

で, 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. コンク リー トの

配合 をTable 1に 示す. 

 ク リー プ試験 には10cm×10 cm×38 cmの 角柱 供試

体 を, 乾燥収縮 試験 には10cm×10 cm×40 cm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±1℃, 湿度68±7%の 恒 温

恒湿度室内で気 中養生 を行 った. 

 持続荷重 の載荷 は, Fig. 2お よびFig. 3に 示す ように, 

Fig. 1 The chart of creep analysis. 
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各供試体 に対 して2サ イクル あるいは3サ イクルと した. 

第1, 第2お よび第3サ イクル の開始時材令 は, それぞ

れ28日, 91日 お よび154日 で ある. 1サ イクル は, 荷

重持続期 間49日 間 と荷重休止期間14日 間とか らな り, 

合計63日 間 である. 荷重 休止期 間を設 けたの は, 以前

に受けた持続荷重 によって生 じる回復性 クリープひずみ

の影響 を除去す るためである. Fig. 3は, 各サ イクル に

お ける載荷応 力の大 きさを示 したもので, 初 載荷 時材令

における コンクリー ト強度(25. 1MPa)に 対 す る割合

(%)で 示 した. 

クリープ測定用供試体 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-ひ ずみ曲線 を求 め, この応カーひずみ

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℃, 

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1/10001nmの ホ イッ トモ ア式 ひず み計

(検長25cm)を 用い た. 

(2)実 験結果および考 察

a)第2サ イクルにお けるク リープひずみ と弾性 ひず

みの関係

Fig. 4は, 第2サ イクル14日 目にお けるク リー プひ

ずみと第2サ イクル載荷 時の弾性 ひず みとの関係 を示 し

た ものであ る. Fig. 4中 の○, △, □, ◇ および● は, 

その供 試体が, 第1サ イ クル にお いて28日 圧縮強度 の

10%, 20%, 30%, 40%お よび50%の 応力 を受 けたコ

ンクリー トである ことを示 して いる. 第1サ イクルにお

ける載荷応力が, 28日 圧縮強度の10%, 20%, 30%, 40%

および50%の 実験値 をそれぞれ曲線 で近似 すれ ば, 第

1サ イクルにおける載荷応力が第2サ イクルにおける載

荷応力 よりも大 きい場合 と小 さい場合 で曲線 の傾 きが異

なることが分 かる. す なわ ち, 第2サ イクルにお ける載

荷応力が第1サ イクル にお ける載荷応力 よ りも大きい場

Table 1 Mix proportion of concrete. 

Fig. 2 Stress history. 

Fig. 3 Stress history. 

Fig. 4 The relation between creep strain and elastic strain in the 

second cycle. 
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合 には, クリー プひずみと弾性 ひずみの関係 は, 第2サ

イクル開始時材令で初載荷 した コンク リー トのクリー プ

ひず みと弾性 ひずみの関係(Fig. 4中 のVirgincreepを

指 す)を 横軸 方向に平 行移 動 した曲線(Fig. 4中 の一点

鎖線)に 一致す る. 一方, 第2サ イ クルにおける載荷応

力 が第1サ イクル にお ける載荷応 力 よりも等 しいか小 さ

い場合 には, クリー プひずみ と弾性 ひずみの関係 はすべ

て, 一 つの曲線(Fig. 4中 の実 線)で 表 され る. な お, 

図中の10%, 20%, 30%, 40%お よび50%は, それぞ

れ, 第1サ イクルにおいて28日 圧縮 強度 の10%, 20%, 

30%, 40%お よび50%の 応 力を受 けたコンクリー トの

クリー プひず み-弾 性 ひずみ曲線 で ある ことを意 味す

る. 

以上 の実験結果 は, Fig. 5で 定義する記号 を用 いれ ば, 

以下の ように定式化 できる. ただ し, Fig. 5の 横軸 は, 

第2サ イクルにおける弾性 ひずみ を表す. いま, 第1サ

イクル において弾性 ひずみが εD'であ ったコンクリー ト

に, 第2サ イクル において も同 じ大 き さの弾性 ひず み

εD'を生 じさせ る荷重 を載荷 した場合, 時間tに お いて

Dγ24'の大 きさの ク リー プひず みが生 じるとする. また, 

バー ジ ンコンクリー トに弾性 ひず み εDを生 じさせ る荷

重 を載荷 した とき, 時間tに お いてDγ24tと同 じ大 きさ

のクリープひずみ 朋 が生 じるとす る. また, バ ージン

クリープの構成方程式 が式(1)に よって表 されるとす

る. 

cy-f(Qtt) (1)

こ こに, ε0;弾性 ひずみ, ち材令(日), t';載 荷開始時

材令(日)で ある. 

バ ージ ンコンク リー トの時間'に お ける クリープひず

みと弾性 ひずみ との関係 を曲線0-ABCと すれば, 第1

サ イクルにお いて弾性 ひずみの大 きさが εD'であった コ

ンクリー トの第2サ イクルにお けるクリー プひずみ と弾

性 ひずみ との関係(Fig. 5中 の曲線o-A/C')は, εDノと

εDを用 いて式(2)と 式(3)に よって表 され る. 

第2サ イクル における弾 性 ひず みが第1サ イクルにお

ける弾性 ひずみ よりも大 きい場合:

Scr-f(6D+(6o-D)tt2) (2)

第2サ イクル における弾性 ひずみが第1サ イクルにお

ける弾性 ひずみ よりも小 さい場合:

Ecy-f(6D/ED)Xe0tt2) (3)

ただ し, あは第2サ イクル開始時材令で ある. 

式(2)は, 曲線0-ABCを 横軸方 向に平行移動 する

こ とを意 味 し, 式(3)は, 曲線0一ABCの 横 座 標 を

εD/εD'倍する ことを意味す る. 

なお, Fig. 4中 の 曲線(一 点鎖線 お よび実線)は, 式

(2)お よび式(3)に 基 づき計算 された結果 である. 

ただ し, εDには, 第1サ イ クル と第2サ イクルで生 じ

る弾性 ひ ずみ が 同 じコ ンク リー トの ク リー プ ひず み

(Fig. 5中 のDM1)を 実 験 により求 め, その値 を用 いて

式(4)か ら計算 した値 を用 いた. Fig. 4の 曲線 を計 算

す るために用 いたバー ジンクリー プ曲線f(ε0, t, t')を

式(4)に 示す. Fig. 4か らも明 らかなように, 式(2)

お よび式(3)に 基づ く計算結果 は, 実験値 とよく一致

していると思 われる. 

f(6ott)=aEb

a=044(t-t)oi2t-ozi

b=125(loge(t-t+1))oii

(4)

ここに, ε0:弾性 ひずみ(×10-5), t:材 令(日), t:

載荷 開始時材令(日)で ある. 

なお, 式(4)に 含 まれる定数 は, 材令28日, 91日, 

ユ54日 で28日 圧縮強 度の10%, 20%, 30%, 40%お よ

び50%の 応力 を初載 荷 させ た コンクリー トのク リープ

ひずみ を84日 ～200日 間測定 し, その データを もとに

最小二乗法 によって求めたもので ある. 

b)第3サ イクルにおけるクリープひずみ と弾性 ひず

みの関係

Fig. 6お よびFig. 7は, 第3サ イクル28日 目における

ク リープひずみと第3サ イクル載荷時 の初 期弾性 ひずみ

との関係 を示 したもので ある. 図中の一点鎖線 は, 第3

サ イクル開始 時材令 まで に各々の コンクリー トに生 じた

ク リープひず みを表 し, 20%一50%等 の表示 は, その

コンク リー トが, 第1サ イクルにお いては, 28日 圧縮

強度 の20%の 応力 を受 け, 第2サ イクルにおいて は, 

28日 圧縮 強度 の5o%の 応 力 を受 けた こと を示 してい

る. また, Fig. 6お よびFig. 7中 の実線 は, 式(5)お

よび式(6)に 基づ く計算結果 である. なお, 一定持続

応力下のク リープひずみ と弾性 ひずみを表す式 として式

Fig. 5 The relation between creep strain and elastic strain of 

non-virgin concrete. 
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(4)を 用 いた. 

Fig. 6お よびFig. 7に 示 した曲線が, εmax'より小 さい

弾性ひずみにおけるクリープひずみ を過大評価 すること

を除 けば, 式(5)お よび式(6)に よって表 されるこ

れ らの曲線 は, 実験結果 と非常 によい一致 を示 している

こ とがわ か る. Fig. 6お よ びFig. 7に 示 した曲 線 が, 

εmax'より小 さい弾 性 ひずみ におけ るク リー プひず みを

過大評価す る理由は, 荷重休止期 間中にク リープの回復

が すべて終了す ると仮定 し実験 を行 ったが, 実際 にはそ

の ようにな らなか ったため と考え られる. 従 って, 回復

性 ク リープひずみが全 く生 じない とした条件下 において

は, 式(5)お よび式(6)に よって, 応力履歴 を受 け

た コンク リー トのク リープ挙動 を十分表 す ことがで きる

と思われる. また, 応力履歴が, さらに第4サ イクル, 

第5サ イクルと続 いても, 式(5)お よび式(6)の 一

般性 により, 任意時 間におけるク リープひずみ-弾 性 ひ

ず みの関係 を決定 することが可能で あると思われる. 

ε0≧εmax, の場合:

εc7=f(εmax十(ε0-εmax)t3) (5)

εo<εmax'の 場 合:

εcγ=:f(εmax/εmax)× ε0tt3) (6)

ここに, 式(5)お よび式(6)中 の εmaxノは, 第3

サ イクル以前 に受 けた最大荷重 によって生 じる弾性 ひず

みで, '3は第3サ イクル開始材令 である. 

いま, 第3サ イクルに おいて, εmax'の大 き さの弾性

ひずみを生 じさせ る荷重 が載荷 されたコンクリー トのク

リープひず み をεc3とす る. また, 第3サ イ クル開始時

材 令 にお いて初載荷 したバ ージ ンコン クリー トに, εa3

の大 きさの クリープひずみを生 じさせる荷重 によ り生 じ

る弾性ひずみを εmaxとす る. εmaxは, εmax'よりも小 さく, 

時 間の関数 となる. εmax'および εmaxは, それ ぞれ, 第

2サ イクルにお いて は, Fig. 5中 の εガ お よび εDに相 当

す る. 

4. 新 ク リ-プ 硬 化 則 の 提 案

 先 の実験 よ り, 「応力履歴 を受 けた コンク リー トの ク

リープひず みが, 過去に受けた最大応力 の影響 を強 く受

ける非線形 な現象で ある」 とするク リープ硬化則 を確立

した. このク リープ硬化則 を定式化 した式が, 式(5)

および式(6)で ある. このク リープ硬化則 は, 回復性

ク リープひずみが生 じないと した条件下 にお いて求め ら

れた法則で ある. ここでは, 回復性 クリープひずみの生

じる一般的 な変動応力下 において も適用可能 なクリープ

硬化則 を確立す る. また, 変動応力下にお けるコンクリー

トのクリープひずみデータと, クリー プの重ね合わせ則, 

従来の クリー プ硬化則 および我々の提案する クリープ硬

化 則 に基づ く計算値 とを比較 し, 各 々の手 法 の コンク

リー トの クリープ問題 への適用性 を検 討する. なお, 適

用性の検討 を行 う従来 のクリー プ硬化則 には, 比較的計

算方法が簡単で, 金属材料の クリープ問題 に よく用 いら

れて いるひずみ硬化則 と時間硬化則 を用 いた. 

(1)実 験 概 要

 実験 に用いたセメ ン トは, 普通 ボル トラ ン ドセメン ト

で, 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.  Table 2に コ ン

ク リー トの配合 を示 す. ク リー プ試験 には10cm×10

cm×38 cmの 角柱供試体 を, 乾燥収縮 試験 には10 cm×

10cm×40 cm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±1℃, 湿度68±7%の 恒

Fig. 6 The relation between creep strain and elastic strain in the 

     third cycle. 

Fig. 7 The relation between creep strain and elastic strain in the 

     third cycle. 
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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. 

実験 には, 6シ リーズ の変動応 力が載荷 され る供試体

を用 意 した. 各供 試体 に は, 14日 間水 中養生 の後, 材

令35日 まで温度19±1℃C, 湿度68±7%の 恒温恒 湿度

室 内で気 中養生 した後, 初載荷 を行 った. ただ し, 単調

に応 力 が増加す る場 合 と単 調 に応 力 が減少す る場 合 の

み, 3日 間 お よび56日 間水 中養生後, 直ちに初 載荷 を

行 った. 変動 応力 は, 応カ-時 間 曲線 がサ インカー ブに

近 くなるように載荷 した. 変動応力の最小値 は, 強度比

で10%, 最大値 は, 強度 比 で50%で ある. なお, 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. 2MPa～0. 3MPaと なるように した. 

(2)実 験結果お よび考察

a)ク リープ構成方程式

クリープの重ね合わせ則お よび種々の クリープ硬化則

とともに, 変動応力下の クリー プひずみ を求めるために

用いた一定持続応力下の クリー プひずみ を表 すク リープ

構成方程式 を式(7)に 示す. 式(7)は, 変動応力下

の コンク リー トと同一配合で, 同一環境下におかれ たコ

ンク リー トに強度比 で10%～50%の 一定持続荷重 を載

荷 し, 100日 間測定 したバ ージンクリー プひずみを基 に

求 めたものである. 実験 に用 いた供試 体の本数 は, 160

本である. 実験 は, 水中養生期間お よび載荷 開始時材令

をそれぞれ5種 類変 えて行 った10). なお, 式(7)に 基

づ く計算値 は, 実験 デー タに対 して ±20%程 度 の範囲

の ばらつ きを持つ. 

ε0<c2(t', to)の 場 合:

scr(8ottto)=a(ttto)

ε0≧c2(t', t0)の 場 合:

cr(0ttt0)a(ttt0)X(s0c1(t0))b(to)

こ こに, 

(7)

a(ttto)=264too114{0002(t-to)+1}-zs

b(to)=0. 285exp(-0. 047to)1

c1(t0)=yn+9. 81

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

Xexp{-O055(t-t0)oz14

(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 εcγ(ε0, t, t', t0), 弾 性 ひ ず み ε0, c1(t0)お よびc2

(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b(t0)

は, 無次元で, 材令t, 載荷 開始 時材令t'お よび乾燥開

始時材令t0の 単位 は, 日である. 

 Fig. 8に 載荷期 間14日 目にお ける ク リー プひず みと

弾性 ひずみの関係 を示 す. 丸が, 実験 データで, 実線 が, 

式(7)に 基 づ く計算値 である. 式(7)に 含 まれる未

定係数c2は, ある大 きさを越 える応 力が載荷 されると, 

一定持続応力下の クリープひずみ の増加割合が急激 に大

き くなるとい う現象 を表 すために用 いられている. 

 b)ク リー プ解析手法 の妥当性

 Fig. 9は, 材令56日 にお いて, 単 調 に増加 す る変動

応 力を初載荷 した実験結果 を, 従来 の解析手法に基 づき

計算 した結果 と比較 した図である. ○が実験値で, ひず

み硬化則, 時間硬化則 およびク リープの重ね合わせ則 に

基 づ ぐ計算値 は, 図中に示 す通 りである. この図 より, 

重 ね合わせ則 に基づ く計 算値 は, 載荷期 間70日 目あた

り(強 度 比で30%の 応 力が載荷 され るあた り)よ り実

験値 の半分程度の値 となっている. 

 ク リープの重ね合わせ則 に基づ く計算値が, 実験値 に

比 べて小 さ くな る理 由 を, Fig. 10を 用 いて説 明す れば

以 下の ようになる. Fig. 10中 で, φ40%および φ10%とは, 

強度比で40%お よび10%の 持続応力 によって生 じるク

リープひずみ を各弾性 ひずみで除 して求めるク リープ係

数 である. また φ40%とは, 強度比 で10%～40%の 持続

応力 によって生 じるクリープデー タを基 に, 原点 を通る

直線 εcγ=φ40%・ε0で回帰 した場合 の回帰 直線 の傾 きであ

Table 2 Mix proportion of concrete. 

Fig. 8 The relation between virgin creep strain and elastic strain

modeled by Eq. (7). 
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る. もし, コンクリー トのク リープひずみ を応力に対 し

て線形 と して扱 うことができるな らば, φ40%, φ40%また

は φ10%のいずれの ク リー プ係数 を用い ても, 重 ね合 わ

せ則 に基づ く計算結果 は同 じとなり, 実験値 とも一致 し

なければな らない. しか し, 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, Fig. 8に 示す ような非

線形 な現象 であ るか ら, φ40%>φ40%>φ10%と な る. 従 っ

て, 単調増加 の変動応力 を受 ける場合のク リープの重ね

合 わせ則 に基 づ く計算値 は, φ10%を用 いた場合 に は, 

実験結 果 を過 小評価 し, φ40%を用 い た場 合 には, 実 験

結果 を過大評価 する. Fig. 9に 示 した クリー プの重 ね合

わせ則 に基づ く計 算 は, ク リー プ係数 に φ10%を用 いた

結果である. このように, 単調に増加 する変動応力下に

おいては, 小 さい応力下 にお いて もク リープひずみの非

線形な現象 を観察す ることができる. 

Fig. 11は, 単調 に増 加す る応力 を材令56日 において

初載荷 した場合 を, 従来の クリー プ解析手法 の内, 実験

値 と最 もよい一致 を示 したひずみ硬 化則 に基づ く計算値

と著者 らの提案 するクリープ硬化 則 に基 づ く計算値 を示

したものである. この図か ら, ひずみ硬化則 に基づ く計

算値 は, 我 々の提案 して いる クリー プ硬化則 同様 に実験

値 と非常に よい一致 を示 している ことが分 かる. 

しか し, 初 載荷 時材 令が3日 の場合 を示 したFlig. 12

にお い て は, 著 者 らの提 案 す る ク リー プ硬 化 則 は, 

:Fig. 11の 場合 同様 に実験値 とよい一 致 を示 してい るが, 

ひず み硬化則 に基づ く計算値 は, 載荷期 間70日 目あた

り(強 度比 で30%の 応力 が載荷 され たあた り)よ り実

験値 を過大評価 していることが分 かる. 

Fig. 11お よ びFig. 12中 のModel-1は, 式(5)お

よび式(6)に 基づ く計算値である. また, Mode1-2は, 

回復性 ク リー プひず みお よび式(7)中 の02を 越 える

弾性 ひずみを生 じさせる応力 が載荷 され る場合の影響 を

Fig. 9 The prediction of creep strain under the monotonous 
 increasing stress (t'=56 days). 

0 Observed

Fig.10 The relation between creep strain and applied stress.

-T40% E0

Fig.11 The prediction of creep strain under the monotonous 
 increasing stress (t'=56 days).

0 Observed

Fig.12 The prediction of creep strain under the monotonous 
 increasing stress (t'=3 days).

0 Observed
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計 算 で き る モ デ ル で あ る. Mode1-2を 用 い て, 変 動 応

力下 の ク リー プ ひず み εEc(t)を 求 め る計 算式 を式(9), 

式(10)お よ び式(11)に 示 す. た だ し, 式(9)お よ

び 式(10)中 の εmaxお よ び εmax'は, 式(5)お よ び式

(6)中 のεmaxお よび εmax1に相 当 す る. 

ε0≧εmax1の場 合:

ε11c(t)=εc7s(εmax+(ε0-εmax')tt0) (9)

ε0<εmaxの 場 合:

SHc(t)
Scrs(maxttt0)

crs(maxttt0)-Ecrs(max/maxXSEttt0))

lcrs(max/maxXE0tt't0)

Gcrs(Smax/8maxXEEtt't0)J

(10)

さ らに, ε0>c2の と き

εHc(t):{式(9)ま た は式(10)に よ り求 ま る εEc(t)}

+{&crL(eot+t"t'to)-&crs(So, t+tt'to)}

-{s crL(Eot"t'to)-Ecrs(Eot"t'to)} (11)

こ こに, εcrsおよ び εcrLは, Fig. 13に 示 すバ ー ジ ン ク リー

プ 曲線 を表 し, 以 下 の 式 で 求 め られ る. 

εcrs(ε0ttt0)=α(tt't0)

(12)

crL(EOtttO)-a(tttO)x(s0-c1(t0))b(to) (13)
α(t, t', t0), δ(t0), 61(t0)お よびc2(t', t0)は, 式

(8)よ り求 め られ る係 数 で あ る. 

Fig. 14に, ε。>62と な る 弾性 ひ ず み を生 じさせ る応 力

が 載 荷 され る場 合, す な わ ち, εcγL-εc, s>0と な る場 合

のModel-2を 用 い た 計 算 方 法 の 概 念 図 を示 す. Fig. 14

中 の'"は, 式(11)中 のt'で あ る. t'は, t'以 前 に ε0

>c2と な る 応 力 に よ っ て生 じた ク リー プ ひ ず み と同 じ

大 き さの ク リー プ ひず み を, t'よ り同 一 荷重 を載 荷 した

バージ ンコンクリー トに生 じさせ るのに必要 な時間であ

る. すなわち, 式(11)の 右辺第2項 以 降で表 され るク

リー プひずみ-時 間 曲線4eは, 曲線9κ をt'だ けマ イ

ナス方 向に移動 させ ることに より求め られる. ひずみ硬

化則 と式(11)の 違い は, ひずみ硬化則 が, バ ージンク

リー プ曲線 に初載荷時のバージンク リープ曲線 を用いる

のに対 して, 式(11)は, 各応 力変化時 のバ ージンクリー

プ曲線 を用 いることである. 

Fig. 15は, Mode1-2に 基 づ く回復 性 ク リープ ひずみ

の考 慮 の仕 方 を示 した もの であ る. Fig. 15中 の曲線

0ノーE躍 が, 以前受 けた応力 よ りも小 さい応力 によって

生 じるク リー プひずみ と弾性 ひず みの関係 を示 してい

る. この曲線 は, 式(10)に より求め られる. ただ し, 

εmax, εEおよび εmaxノには, εmax=εmaxLεEの 関係 にある. 

Mode1-1に 基づ く計 算値 が, 原 点 を通 るの に対 して, 

Model-2に 基づ く計算値 は, ε0=0に おいて, 回復側の

値 となる. 

Fig. 16お よびFig. 17は 単調 に減少 する応 力 を材令3

日において初載荷 した場合 を各々の クリープ解析手法 に

Fig. 13 The relation between creep strain and elastic strain

modeled by Model-1 and Model-2. 

Fig. 14 Creep strain calculated by Eq. (11). 

Strain hardening rule;
de=abc

Model-2;
de=gh

Fig. 15 The effect of recoverble creep strain calculated by Eq. 
(10). 

Model-1

Model-2
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Fig. 16 The prediction of creep strain under the monotonous 

 decreasing stress. 

Fig. 17 The prediction of creep strain under the monotonous 

 decreasing stress. 

Fig. 18 The prediction of creep strain under the various stress 

 history. 

Fig. 19 The prediction of creep strain under the various stress 

 history. 

Fig. 20 The prediction of creep strain under the various stress 

 history. 

Fig. 21 The prediction of creep strain under the various stress 

 history. 
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基づ き計算 し, 実験結 果と比較 した図であ る. クリープ

の重 ね合わ せ則 とModel-2を 除いて, ひずみ硬化則, 

時 問硬 化則 およびModel-1に 基 づ く計算 値 は, 式 の形

上, 伸 び側の値 とはな らない. 従 って, ひずみ硬化則, 

時間硬化則 およびModel-1に 基 づ く計算 値 は, 実 際の

ク リープ挙動 とは幾分異 な った傾向 を示 して いる. しか

し, 単調 に応力が減少す る場合 には, 初載荷 応力 によっ

て生 じるク リープひずみが, それ以降の応力 によって生

じるク リープひずみ に比べ非常 に大 きいため, いずれの

解析手法 に基づ く計算値 も実験値 との隔 たりがそれ ほど

大きい ものとは言 えない. この ことは, 初載荷時材令が, 

56日 以 外の場合 においても同様 であった. 

: Fig. 18～Flig. 21は, 種 々 の変動応 力下 にお ける著 者

らの提案 するク リープ硬化則 に基づ く計算値の実験デー

タ との適 合 性 を示 した も の で あ る. な お,: Fig. 18～

: Fig21中 に示 した従 来 のク リー プ解析 手法 に基づ く計

算結 果は, 実験 データと最 も良 い一致 を示 した もののみ

を載 せている. これ らの図か ら, ひずみ硬化則に基づ く

計算値 が, 従来 のク リープ解析手法の中で は実験結果を

最 も良 く表 していることがわか る. しか し, 載荷条件 に

よって は, ク リープの重ね合 わせ則 に基づ く計算値の方

がひずみ硬化則 に基づ く計算値 よ りも良 い場合がある. 

これに対 して, 著者 らの提案す るク リープ硬化則 に基 づ

く計算値 は, いかなる場合 において も実験値 と非常によ

い一致 を示 している. 

5. ま と め

 応力履歴を受 けたコンク リー トの クリー プひずみが過

去 に受 けた最大応 力の影響 を強 く受 ける非線形な現象 で

あることを実験 的に明か に した. また, 従来の クリープ

解析手法 と実験 データとの適合性 につ いて考察 し, 従来

の クリープ解析手法 では, 的確 に実験結果 を表す ことの

で きな い場合がある ことを指摘 した. また, いかなる変

動応力下 においても精度良 くコンクリー トの クリープ挙

動 を表す ことが でき る新 たな ク リープ硬 化則 を提案 し

た. 

参 考 文 献

1) ACT COMMITTEE 209: Prediction of Creep, Shrinkage 

 and Temperature Effects in Concrete Structures, 2nd 

 Draft, American Concrete Institute, Detroit, p. 98, 1978, 

 Oct. 

2) CEB-FIP: Model Code for Concrete Structures, Comite 

 Euro-Internationale du Beton-Federation Intemationale 

 de la Precontrainte, Paris, p. 348, 1978. 

3) Bazant, Z. P. and Panula, L.: Simplified prediction of 

 concrete creep and shrinkage from strength and mix, 

 Structural Engineering Report No. 78-1016405, Depart-

 ment of Civil Engineering, Northwestern University, 

 Evanston, Illinois, p. 24, 1978, Oct. 

4) Faber, 0.: Plastic yield, shrinkage and other problems of 

 concrete and their effect on design, Minutes of Proc. ICE, 

 225, Part I, London, pp. 27. 73, 1927. 

5) Glanville, W. H.: Studies in reinforced concrete, III: The 

 creep or flow of concrete under load, Building Research 

 Technical Paper No. 12, Department of Scientific and 

 Industrial Research: London, pp. 39, 1930. 

6) Trost, H.: Auswirkungen des Superpositionsprinzips auf 

 Kriech-und Relaxation-probleme bei Beton und Spannbe-

 ton, Beton-und Stahlbetonbau, 62, No. 10, pp. 230. 238, 

 No. 11, pp. 261-269, 1967. 

7) Neville, A. M., Dilger, W. H. and Brooks, J. J.: Creep of 

 plain and structural concrete, Construction press, London 
 and New York, pp. 253-255, 1983. 

8)土 木学会編: 平成3年 制定 コンク リー ト標 準示方書(設

計編), P. 27, 1991. 

9) Jones, P. G. and Richart, F. E.: The effect of testing speed 

 on strength and elastic properties of concrete, Proc. 

 ASTM, 36, Part 2, pp. 380-391, 1936. 

10)阪 田憲 次 ・綾野 克紀: コンク リー トの非線形 ク リープ予

測式 の提案, 土木学会論文集, No. 451/Vー17, pp. 179～

188, Aug, 1992. 

11)日 本材料学 会編: 固体 力学 の基礎, pp. 149～163, 日刊

工業新 聞社, 1981. 

(1991. 10. 28受 付)

STUDY ON CREEP STRAIN OF CONCRETE UNDER THE VARIOUS STRESS 

HISTORIES 

 Kenji SAKATA and Toshiki AYANO 

 Most of widely-used creep analysis methods of concrete are on the basis of principle of 
 superposition, and the creep coefficient used in the analysis is constant irrespective of 
 subjected stress. Hence, the non-linear phenomena of creep are frequently neglected in 
 the actual design. We clarify that the creep strain of concrete under the various stress 
 histories is non-linear phenomena strongly affected by the maximum stress. When we 
 treat creep as non-linear phenomena, we need creep hardening rule to calculate the 
 creep strain under the changing stress. Many creep hardening rules have already prop-
 osed. For example, there are strain hardening rule, time hardening rule, work harden-
 ing rule and so on. These creep hardening rules are proposed for metal materials not 
 for concrete. We will propose the creep hardening rule which can be applied to creep 
 problem of concrete under any condition. 
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