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供用後，比較的早い段階でプレストレストコンクリート橋の上部工にひび割れが生じた事例を基に，そ

の発生原因がコンクリートの乾燥収縮ひずみを大きくする粗骨材を使用したことである調査結果を報告す

る．また，乾燥収縮ひずみが原因で生じた損傷を数値解析によって再現した結果を示す．その結果，部材

断面に比べてスパンが長く，乾燥収縮ひずみによる変形に平面保持が成り立つと仮定することができる場

合であっても，断面内の乾燥収縮ひずみを一定と仮定した場合にはひび割れによる変状を完全には再現で

きないことを示す．また，実際に乾燥収縮ひずみが原因で生じたひび割れの方向や発生位置を再現するた

めには，拡散理論に基づき部材内部の水分移動を考慮した数値解析を実施し，断面内の乾燥収縮ひずみの

分布を考慮する必要があることを示す． 
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1. はじめに 

 

プレストレストコンクリート構造物は，使用状態での

ひび割れを許容しないために，耐久性に優れる構造形式

である．しかし，ひび割れ発生限界状態で設計され，同

一地域に連続して施工されたPC橋梁群に，完成後の比

較的早い段階で，多くのひび割れによる損傷が発生し，

社会的な問題となった1)．本論文では，この地域で供用

中の構造物から多くのコンクリートコアを採取し，ひび

割れの発生原因を調査した結果を報告する．原因推定の

ための調査では，コンクリートの圧縮強度，静弾性係数，

中性化深さ，塩化物イオン濃度およびアルカリシリカ反

応に加え，長さ変化試験を実施した．コンクリートコア

を用いて測定された長さ変化では，完成から7年が経過

した構造物から採取されたコアであるにも関わらず，

800×10-6を上回る乾燥収縮ひずみが測定された．また，

損傷が生じたコンクリート構造物の多くには，同じ産地

の粗骨材が使用されており，その粗骨材を用いて新たな

コンクリートを作製し，JIS A 1129: 2010附属書Aに従い

長さ変化試験を行った結果でも，約1,000×10-6の乾燥収

縮ひずみが生じた．コンクリートの静弾性係数も，圧縮

強度に比べて低く，乾燥収縮ひずみが大きい他の多くの

コンクリートと同様な特徴2), 3)を示している． 

また，本論文では，これらのPC橋梁群に発生したひ

び割れの発生原因が乾燥収縮ひずみであることを確認す

るために，構造形式と施工方法から比較的大きなひび割

土木学会論文集E2（材料・コンクリート構造）, Vol. 69, No. 4, 390-401, 2013.

390



 

 

れが生じる可能性があるPC箱桁橋をモデルとし，二つ

の解析方法によって，損傷の再現を行った結果を示す． 

一つ目の方法は，断面内のどの位置においても乾燥収縮

ひずみの大きさは同じで，乾燥収縮ひずみが断面内で一

様に生じるとする仮定4)に基づくものである．もう一方

の方法は，コンクリート中の水分移動は拡散理論に基づ

くとし5)，乾燥収縮ひずみによる変形は平面保持の仮定

が成り立つが，乾燥収縮ひずみの大きさは断面の中央に

比べ，乾燥面に近い位置ほど大きくなることを考慮した

ものである．いずれの解析方法も，仮想仕事の原理に従

って数値解析を行う点では同じである．しかし，乾燥収

縮ひずみが断面内で一様に生じると仮定した場合には，

乾燥収縮ひずみの大きさが大きくなったとしても，実際

に生じるひび割れの方向，および，ひび割れの発生する

部位を再現することは難しいことを示す．これに対して，

拡散理論に基づき，水分移動を考慮した解析を実施し，

乾燥収縮ひずみによる内部拘束の影響を考慮すれば，実

際の構造物に生じるひび割れを再現できることを示す．

さらに，施工条件によっては，100×100×400mmの供試

体を用いて，JIS A 1129: 2010附属書Aに示される条件で

測定される乾燥期間182日（26週）における乾燥収縮ひ

ずみの大きさが800×10-6のコンクリートを使用したとし

ても，拡散理論に基づく解析を実施すれば，乾燥収縮ひ

ずみが原因でひび割れの生じる可能性が予測される場合

があることを示す． 

(a) J橋（プレビーム桁橋）の床版下面 

 

(b) Y橋（PC箱桁橋）のウェブ側面 

 

(c) U橋（プレビーム桁橋）の床版下面 

(d) YH橋（PC箱桁橋）損傷部の剥落対策 

 

(e) J橋（プレビーム桁橋）のRC橋脚 

 

写真-1 ある地域の橋梁群に生じたひび割れによる損傷事例（注：チョーキングと画像処理でひび割れは強調されている） 

 

表-1 損傷調査対象の橋梁概要 

橋梁名 橋梁形式 橋 長 架設年 点検年* 

K橋 
PCポステン箱桁

橋 
113 m 2001年 2005年 

YH橋 
PCポステン箱桁

橋，PCプレテン

T桁橋 
212 m 2002年 2005年 

Y橋 
PCポステン箱桁

橋 
342 m 2001年 2005年 

U橋 

プレビーム桁

橋，PCプレテン

T桁橋，PCポス

テン箱桁橋 

336 m 2002年 2005年 

J橋 
PCプレテンT桁
橋，プレビーム

桁橋 
535 m 2002年 2006年 

I橋 
PCプレテンT桁
橋 

515 m 2001年 2006年 

*ひび割れが視認された年 
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2. 乾燥収縮が原因と考えられる変状の実例 

 

写真-1は，近畿地方で2001年から2002年にかけて施工

された隣接する橋梁群に発生したひび割れの発生状況で

ある．K橋，YH橋，Y橋，U橋，J橋およびI橋の連続す

る6橋の上部工または下部工において，これらの変状が，

完成後3年から4年を経て発見された．これらの橋梁上部

工は，表-1に示すようにPC構造であり，設計荷重時にひ

び割れの発生を許容するPRC構造ではない．これらの橋

梁の供用開始は，2003年4月19日で，2005年に調査した

交通量は，1日当たり23,093台である．また，大型車の混

入率は，10.1%であった．いずれの橋梁も，平成8年道路

橋示方書6)に従って設計が行われた一等橋であり，設計

では，B活荷重が用いられている．写真-1は，2009年の

詳細点検時に撮影されたものであるが，2005年または

2006年の点検時に確認されたひび割れから，大きな進展

はない． 

それぞれの橋梁の上部工と下部工の損傷の程度と，こ

れらの施工に用いられたコンクリートの配合およびコン

クリートに使用された細骨材および粗骨材の産地を表-2

に示す．また，図-1に，ひび割れによる損傷の程度が点

検で小と判定されたK橋の上部工のひび割れ展開図と，

大と判定されたYH橋の上部工のひび割れ展開図を示す．

ひび割れによる損傷の程度は，部材全体に分布するひび

割れの数や大きさから判断したもので，点検者の主観も

含まれる．従って，I橋の下部工のように，部分的に

0.6mm程度の大きな幅のひび割れが2方向に生じている

ものでも，部材を全体的に観察し，ひび割れによる損傷

の程度が小と判定されているものもある．これらの橋梁

の上部工と下部工のコンクリートの粗骨材には，B産，

D産およびE産の3種類が用いられている．概ね，上部工

にのみ用いられたD産の粗骨材を用いたコンクリートは，

損傷の程度が小さい．下部工にのみ用いられたB産の粗

骨材を用いたコンクリートは，損傷の程度が大きい場合

と小さい場合とがある．一方，E産の粗骨材を用いたコ

ンクリートは，上部工にも，下部工にも用いられている

が，ほとんどの場合で損傷が大きくなっている． 

ひび割れによる変状が生じた原因を調べるために，変

状が確認された全ての橋梁から直径100mmのコアを採取

し，圧縮強度試験および静弾性係数試験を実施した．ま

た，B産の粗骨材が用いられたK橋の下部工，E産の粗骨

材が用いられたU橋およびJ橋の上部工と，I橋の下部工

表-2 損傷箇所と使用材料 

橋梁名 
上部工 下部工 

ひび割れによ

る損傷の程度 
配 合 

使用材料 ひび割れによ

る損傷の程度 
配 合 

使用材料 
細骨材 粗骨材 細骨材 粗骨材 

K橋 小 
普通40-12-20H 

C産 D産 小 

普通24-8-20BB 

A産，B産 B産 
YH橋 大 

C産，E産 

E産 

大 
Y橋 大 普通40-8-20H 小 

U橋 大 
普通30-8-20N 

F産，E産 小 
J橋 大 C産，E産 大 C産，E産 

E産 
I橋 無 普通30-8-20H C産 D産 小 G産，E産 

細骨材の種類：A産：海砂，B産：砕砂，C産：海砂，D産：砕砂，E産：砕砂，F産：海砂，G産：海砂 

 

 

(a) K橋上部工 

 

 

(b) YH橋上部工 
 

図-1 ひび割れによる損傷の程度 
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からは，乾燥収縮ひずみを調べるためのコアを，それぞ

れ3本ずつ採取した．さらに，全体的な損傷の程度は小

さいが，0.6mm程度の大きなひび割れが2方向に生じて

いる部分もあるI橋の下部工からは，さらに6本のコアを

採取し，中性化試験，塩化物イオン量試験，促進養生試

験による残存膨張量試験を行った．すなわち，K橋の下

部工，YH橋の上部工，下部工，Y橋の上部工，U橋の上

部工，J橋の上部工，下部工およびI橋の下部工から採取

したコアの数は，それぞれ，6本，3本，3本，3本，6本，

6本，3本および12本である． 

I橋の下部工から採取したコアを用いて測定を行った

中性化深さ，塩化物イオン濃度および促進養生試験によ

る残存膨張量の測定結果のうち，中性化深さは，主筋の

かぶり125.0mmに対して，平均値が12.3mm，最大値でも

19.0mmとなり，中性化を原因とする鋼材腐食によって

ひび割れが生じたとは考えられないことが分かった．ま

た，主筋位置における塩化物イオン量も，0.14kg/m3であ

り，鋼材の腐食限界7)である1.2kg/m3に比べて，はるかに

小さい値であった．また，JCI-DD2法「アルカリ骨材反

応を生じたコンクリート構造物のコア試料による膨張率

の測定方法（案）」により，3本の供試体で行った残存

膨張量の測定結果を図-2に示す．材齢91日における全膨

張率は，最大で0.047%，最小で0.034%となった．これら

実験データのばらつきは小さく，最大の全膨張率であっ

ても，建設省総合プロジェクト「コンクリートの耐久性

技術の開発」に示される判定基準の0.05%を下回ってお

り，有害でない（残存膨張性なし）と判断される結果に

なっている．さらに，アルカリシリカ反応に関しては，

全ての産地の骨材を用いて，化学法またはモルタルバー

法によって試験を行い，無害であることを確認している．

これらの結果より，いずれの橋梁に生じたひび割れによ

る損傷も，アルカリシリカ反応が原因で生じたものでは

ないといえる．とくに，粗骨材にE産を使用したコンク

リートについては，アルカリシリカ反応だけでなく，コ

ンクリートの中性化や塩化物イオン濃度も，ひび割れの

発生原因ではないことが明らかとなった． 

図-3は，K橋の下部工，U橋およびJ橋の上部工，およ

び，I橋の下部工より採取した3本のコアから測定された

乾燥収縮ひずみの平均値の経時変化を示したものである．

コアの採取位置は，表-3に示すように，上部工から採取

した場合は，躯体中央部である表面から約300mmの位置

である．下部工の場合も，躯体のほぼ中央を目指してコ

ア採取を行い，表面から約600mmの位置でコアを採取し

た．上部工で採取したU橋およびJ橋のコアは，下部工

から採取されたK橋およびI橋のものよりも，乾燥が進行

していると一般に判断される状態から乾燥収縮ひずみの

測定を開始している．なお，現場で採取された直径
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図-2 残存膨張量の測定結果 
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図-3 乾燥収縮ひずみの測定結果 

 

表-3 乾燥収縮用コアの採取位置 

橋梁名 採取場所 
断面厚さ 
（mm） 

採取深さ 
（mm） 

粗骨材の

産地 

K橋 下部工 1,900 667 B産 
U橋 

上部工 600 
293 

E産 J橋 310 
I橋 下部工 1,500 585 

 

 
写真-2 コア供試体による乾燥収縮ひずみ試験 
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100mmのコアは吸水させることなく，試験室で直径を

74mmで，高さを160mmに成形し，乾燥収縮ひずみの測

定に用いた．コア供試体には，乾燥収縮ひずみの測定用

ゲージを写真-2に示すように円柱供試体の上面および底

面に取り付けた後，エポキシ樹脂で封かんし，側面のみ

が乾燥する状態とした．また，測定用ゲージを取り付け

た後，温度20±2℃，相対湿度95%以上の湿潤環境下で，

底面に水を張った密閉容器内に1日間保管し，ひずみに

変化が生じないことで，測定器等に異常がなく，供試体

の状態も安定していることを確認した．コアの長さ変化

の測定は，温度20±2℃，相対湿度60±5%の条件で，リ

ニアゲージ（検長：160mm，最小目盛り：1/1,000mm）

を用いて行った． 

図-3より，74mm×160mmの円柱供試体より測定され

た乾燥期間98日における乾燥収縮ひずみの大きさは，K

橋の下部工，U橋の上部工，J橋の上部工およびI橋の下

部工で，それぞれ，451×10-6，643×10-6，875×10-6およ

び725×10-6となる．B産の粗骨材が用いられたK橋の下

部工に比べて，E産の粗骨材が用いられたU橋の上部工，

J橋の上部工およびI橋の下部工のコンクリートの乾燥収

縮ひずみは，1.5倍以上と非常に大きいことが分かる．

とくに，J橋の上部工は，施工から7年が経過しており，

また，コアの採取位置も，下部工に比べてコンクリート

表面に近く，より乾燥が進んだ条件であるにも関わらず，

そのコンクリートの乾燥収縮ひずみは，900×10-6に近い，

大きなものとなっている．また，図-4は，乾燥収縮ひず

みの測定時に，同時に測定された供試体の質量変化，す

なわち，水分損失と，乾燥収縮ひずみとの関係を示した

ものである．完成後約8年が経過し，乾燥の進行した部

材から採取したコアの水分損失と乾燥収縮ひずみの関係

は，一つの直線で表されていることが分かる．また，下

部工に用いられたコンクリートに比べて，上部工に用い

られたコンクリートは，水分損失に対して生じる乾燥収

縮ひずみが大きいことが分かる． 

表-4は，ひび割れによる変状の生じた部材において採

取されたコアの圧縮強度と静弾性係数を測定した結果で

ある．K橋およびYH橋の下部工におけるコンクリート

の粗骨材がB産であることを除いて，コンクリートの粗

骨材は，全てE産である．この表から明らかなように，

コアから求めた結果であるにも関わらず，圧縮強度は，

全て呼び強度の1.5倍以上となっており，十分な圧縮強

度が発現していることが分かる．また，静弾性係数につ

いても，表-5に示す「非破壊試験を用いたコンクリート

構造物の健全度診断マニュアル8)」に示される値を参考

にすれば，概ね健全な値となっている．ただし，B産の

粗骨材が使われているK橋の下部工とYH橋の下部工か

ら採取されたコアの静弾性係数に比べて，E産の粗骨材
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図-4 乾燥収縮ひずみと水分損失の関係 

 

表-5 コア試験体における圧縮強度と静弾性係数の関係 

コア圧縮強度 
（N/mm2） 

静弾性係数の標準値 
（kN/mm2） 

35以上45未満 19.7～29.8 

45以上55未満 19.1～34.2 

 

表-6 材齢28日における圧縮強度と静弾性係数 

呼び方 
粗骨材 
の産地 

圧縮強度 
（N/mm2） 

静弾性係数 
（kN/mm2） 

普通24-8-20BB
B産 36.3 27.1 
E産 37.8 26.7 

 

表-7 乾燥期間182日（26週）における乾燥収縮ひずみ 

呼び方 粗骨材の産地 
乾燥期間26週における乾

燥収縮ひずみ 

普通24-8-20BB 
B産 767×10-6 

E産 
920×10-6 

普通36-12-20H 909×10-6 

 

表-4 コア試験体による圧縮強度と静弾性係数試験結果 

橋梁名 
上部工 下部工 

呼び強度 
（N/mm2） 

圧縮強度 
（N/mm2） 

静弾性係数

（kN/mm2） 
呼び強度 
（N/mm2） 

圧縮強度 
（N/mm2） 

静弾性係数

（kN/mm2） 
K橋 

40 
- 

24 

39.2 26.5 
YH橋 62.9 28.5 37.5 24.6 
Y橋 62.7 26.4 - 
U橋 

30 

49.7 24.3 - 
J橋 46.8 21.5 37.1 21.9 
I橋 - 36.6 21.6 
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が用いられたJ橋の下部工およびI橋の下部工の静弾性係

数は低めの傾向がある． 

表-6は，B産およびE産の粗骨材を用いている生コン

クリート工場より，普通24-8-20BBのコンクリートを購

入し作製した供試体の材齢28日における圧縮強度と静弾

性係数を示したものである．また，表-7は，これらのコ

ンクリートの乾燥期間182日（26週）における乾燥収縮

ひずみの測定結果である．E産の粗骨材を用いているコ

ンクリートに関しては，普通36-12-20Hのコンクリート

の乾燥収縮ひずみも求めている．なお，乾燥収縮ひずみ

は，JIS A 1129-2: 2010附属書Aに従い，100×100×400mm

の角柱供試体を用い，ホイットモア式ひずみ計（検長：

250mm，最小目盛り：1/1,000mm）により，温度が20±

2℃で，相対湿度が60±5%の恒温恒湿度室内で測定を行

ったものである．表-6に示されるように，生コンクリー

ト工場より出荷されるコンクリートの圧縮強度と静弾性

係数には，B産またはE産の粗骨材の種類による差は認

められない．しかし，表-7に示されるように，E産の粗

骨材を用いたコンクリートは，B産の粗骨材を用いたコ

ンクリートよりも，乾燥収縮ひずみが大きくなっている

ことが分かる．これらの結果より，E産の骨材を用いた

コンクリートによって施工された橋梁において，ひび割

れによる損傷が生じた原因は，乾燥収縮ひずみによる影

響が大きいものと推察される． 

3. YH橋の上部工におけるひび割れ 
 

(1) YH橋の上部工の施工およびひび割れの概要 

粗骨材と細骨材の一部に，乾燥収縮ひずみが大きくな

るE産の粗骨材を用いたYH橋の上部工の施工概要を図-5

に示す．YH橋の施工は，分割施工の組み合わせによる

ものであり，写真-3に示す点線で囲まれた部分は，P3側

を先に打設し，P2側から押出し施工を行った後，場所打

ちコンクリートにより連結した場所である．この場所打

ち連結部は，既設部により大きな外部拘束力が作用する

 

P3側

打継部

P2側

場所打ち連結部

支保工施工部

押出し施工部

打継部

写真-3 YH橋における変状の状況 
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Step3：場所打ち連結部
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図-5 YH橋の施工概要および変状発生箇所 
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P2

P3

Step.1：押出し施工部

Step.3：場所打ち連結部
(Step.1から約3ヶ月後)

交差道路

Step.2：支保工施工部
(Step.1から約1ヶ月後)

Step.4：支保工施工部
(Step.1から約6ヶ月後)

P1

P2

P3

Step.1：押出し施工部

Step.3：場所打ち連結部
(Step.1から約3ヶ月後)

交差道路

Step.2：支保工施工部
(Step.1から約1ヶ月後)

Step.4：支保工施工部
(Step.1から約6ヶ月後)

 
図-6 YH橋のモデル 
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部位である．また，P2側の押出し施工部には，場所打ち

連結部との境界部に部材厚700mmの隔壁が存在し，P3側

の支保工施工部は，下床版内のPC鋼材を突起により定

着するために,下床版の厚さが場所打ち連結部よりも厚

くなっている．YH橋の上部工におけるひび割れは，写

真-3に示すように，部分的に押出し施工したP2～P3径間

の下床版下面において，橋軸方向および橋軸直角方向の

両方にひび割れが発生しており，とくに，橋軸方向に比

較的多くのひび割れが発生していることが特徴である．

また，場所打ち連結部のみならず，既設部においても複

数のひび割れが生じている． 

 

(2) 断面に一様に生じる乾燥収縮ひずみを用いた解析 

YH橋の上部工におけるひび割れを解析するために用

いたモデルを図-6に示す．また，YH橋の上部工の一般

断面図を図-7に示す．解析に設定した各部材の乾燥開始

時材齢は，実際の施工工程に沿って定めた材齢である．

乾燥収縮ひずみによって生じる応力は，P1～P3径間に着

目し，クリープの影響は考慮せず，仮想仕事の原理に基

づき求めた．また，コンクリートの強度および静弾性係

数は，経時変化を考慮せず材齢に関係なく一定の値とし

た．さらに，死荷重およびプレストレスの影響および鉄

筋による内部拘束の影響も考慮していない．なお，解析

に用いた乾燥収縮ひずみの経時変化は，式(1)に従うも

のとした． 

  
ta

d

b
RH

t
b

sh
















2

100

6.01

1001

  (1) 

ここに，RHは，環境の相対湿度（%）で，dbは，部材の

厚さ（mm）である．aは，100×100×400mmの角柱供試

体より得られる乾燥収縮ひずみの経時変化を表す項で，

bは，乾燥収縮ひずみの最終値（×10-6）である． 

式(1)は，コンクリートの乾燥収縮ひずみは水分の拡

散によって生じる現象で，乾燥収縮ひずみは，水分の逸

散量に比例すると仮定し，寸法の異なる供試体で同じ大

きさの乾燥収縮ひずみに達するまでの時間は，部材寸法

の二乗に比例するとして求めたものである．式(1)中の

乾燥収縮ひずみの経時変化を表す係数aおよび最終値を

表す係数bを，E産の粗骨材を用いたコンクリートと同

程度に大きな乾燥収縮ひずみの生じるコンクリートを用

いて100×100×400mmの角柱供試体を作製し，測定され

た乾燥収縮ひずみの経時変化に一致するよう求めると，

それぞれ，76.2および1,280×10-6となる． 

図-8は，E産の粗骨材を用いたコンクリートと同程度

の乾燥収縮ひずみが生じるコンクリートを用いて作製さ

れた50×100mm，75×150mmの円柱供試体および100

×100×400mmの角柱供試体より測定された乾燥収縮ひ

ずみの実験データを，式(1)のdbに，それぞれ，50mm，

75mmおよび100mmを用いた場合の計算値と比較したも

のである．なお，寸法の異なる供試体より測定された全

ての乾燥収縮ひずみの実験データは，7日間水中養生を

行い，養生終了後直ちに乾燥を開始した結果である． 

解析に用いた乾燥収縮ひずみの経時変化は，式(1)中

の外気の平均相対湿度RHを実測のデータを基に70%と

し，部材厚dbは場所打ち連結部における下床版の厚さよ

り250mmとして求めたものである．解析に用いた乾燥収

縮ひずみの経時変化を，図-8に二点鎖線で示す． 

図-9に，コンクリートの乾燥収縮ひずみが断面に一様

に生じると仮定し求めた橋軸直角方向および橋軸方向の

乾燥期間10年目における応力分布を示す．解析では，

PC橋梁に使用される標準的なゴム支承のせん断バネ定

数が，上部工の軸剛性に対し1/1,000～1/10,000程度の大き

さであるため，支点をローラー支承とみなしている．場

所打ち連結部のほぼ中央であるA点において，橋軸方向

のひび割れを生じさせる橋軸直角方向の引張応力は，乾

燥期間10年目で2.55N/mm2である．A点以外の場所におい

ても高い引張応力は発生しておらず，さらに，場所打ち
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図-7 YH橋の上部工の一般断面図 
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図-8 解析に用いた乾燥収縮ひずみの経時変化 
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連結部付近の既設部では引張応力が発生しない結果とな

っている．このような傾向は，乾燥収縮ひずみの大きさ

によるものではなく，乾燥収縮ひずみが断面に一様に生

じると仮定したことによるもので，実際の橋梁に生じた

ひび割れを正確には再現できていない． 

ひび割れが顕著である場所打ち連結部のA点のコンク

リート表面における応力の経時変化を，図-10に示す．

乾燥収縮ひずみが断面に一様に生じると仮定した解析に

おいては，乾燥収縮ひずみによって生じた応力は減少す

ることがなく，場所打ち連結部のA点に発生する橋軸直

角方向の引張応力は，2.59N/mm2に漸近することが分か

る．また，写真-3に示されるように，実際には橋軸直角

方向にもひび割れは発生しているにも関わらず，図-10

に示された結果では，支点がローラー支承であるために，

橋軸方向には大きな引張応力が発生しない計算結果とな

っている．本解析結果にはクリープによる応力緩和の影

響9)が含まれていないことを考慮すれば，解析結果は，

実際に生じた著しいひび割れを予測させるものではない． 

 

(3) コンクリート中の水分移動を考慮した解析結果 

コンクリート中の水分の移動が拡散によって生じる現

象であるとし，コンクリートの乾燥収縮ひずみが，水分

の減少に比例するとすれば，コンクリートの乾燥面に近

い位置と，コンクリート内部では乾燥収縮ひずみの大き

さに差が生じ，その差により内部拘束応力が発生する．

水分の移動によって生じる応力の解析も，熱の移動によ

って生じる応力の解析も，拡散現象に従って水分または

熱の移動を解析する限り，その原理は同じである．熱伝

導率（W/(m·K)）の代わりに拡散係数（mm2/day）を，熱

伝達率（W/(m2·K)）の代わりにフィルム係数（mm/day）

を，熱膨張率（1/K）の代わりに収縮係数（10-6/RH）を

用いれば，市販の温度解析ソフトを用いても，水分移動

を考慮した応力解析を行うことが可能である10)． 

図-8に示した，E産の粗骨材を用いたコンクリートと
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図-11 水分移動解析に基づく乾燥収縮ひずみの経時変化 
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図-9 乾燥期間10年における場所打ち連結部付近の応力分布 
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図-10 場所打ち連結部A点の応力の経時変化 
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同程度の乾燥収縮ひずみが生じるコンクリートを用いて

作製された50×100mm，75×150mmの円柱供試体およ

び100×100×400mmの角柱供試体の乾燥収縮ひずみの経

時変化を表すことが可能な拡散係数，フィルム係数およ

び収縮係数を求めると，以下のとおりとなる． 

 拡散係数：4.0e-1.0(1-RH) mm2/day 

 フィルム係数：0.25 mm/day 

 収縮係数：3,000×10-6/RH 

図-11は，上記の係数を用いて解析を行った乾燥収縮

ひずみの経時変化と，実験により求めた50×100mm，

75×150mmの円柱供試体および100×100×400mmの角

柱供試体より測定された乾燥収縮ひずみの実験データと

を比較したものである．なお，図中の2点破線は，部材

厚さが250mmで，環境の相対湿度が70%の場合の計算結

果を示したものである．乾燥期間1,000日目における乾

燥収縮ひずみは，660×10-6で，図-8に示す式(1)に基づき

計算した乾燥期間1,000日目における乾燥収縮ひずみの

650×10-6とほぼ同じである． 

これらの係数を用いて，YH橋の乾燥開始後1年目にお

ける応力分布を求めたものが，図-12である．コンクリ

ート表面には，橋軸直角方向のみならず，橋軸方向にも，

大きな引張応力が発生する結果となっている．また，場

所打ち連結部のみならず，隔壁が設置されているC点付

近の既設部においても，コンクリート表面に生じる引張

応力は高い結果となっている．さらに，B点側の定着突

起部では，下床版の厚みとともにコンクリート表面に生

じる引張応力が大きくなる様子が分かる．なお，本解析

の条件は，コンクリートの乾燥収縮ひずみが断面に一様

に生じると仮定した場合と同じである． 

図-13に，A点における応力の経時変化を示す．コン

クリート中の水分移動を考慮した解析においては，乾燥

収縮ひずみによって生じる応力は，乾燥期間の経過とと

もに大きくなった後，コンクリート中の水分が平衡状態

に達するにつれ小さくなっている．乾燥収縮ひずみによ

って生じる応力が最大値を迎えるのは，おおよそ乾燥期

間1年から3年であり，完成後4年前後でひび割れによる

損傷が確認された点検記録にほぼ一致している． 

図-14および図-15に，図-12にB点およびC点と示した

位置での応力の経時変化を示す．B点は，徐々に部材厚

が厚くなる支保工施工部に近く，C点は，250mmの下床

版厚よりも厚い700mmの隔壁が設置されている押出し施

工部の近傍に位置する．B点においては，橋軸直角方向

の応力と，橋軸方向の応力との差が小さく，橋軸方向に

多数のひび割れが生じた実際の結果に反している． 

図-14および図-15に示した結果に，死荷重およびプレ

ストレスによる応力を加えた結果が，図-16および図-17

である．死荷重およびプレストレスによる影響を考慮す

ることで，橋軸方向の応力は小さくなり，橋軸直角方向
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（ Step1から３カ月後に施工）
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（Step1から１カ月後に施工）

Step1：押出し施工部

橋軸直角方向の応力 橋軸方向の応力

B(6.93N/mm2)

C(6.37N/mm2)
A(6.68N/mm2)
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[N/mm2]
12.0
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6.0
4.0

8.0
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-2.0
0.0

-4.0
-6.0  

図-12 乾燥期間1年における応力分布（死荷重およびプレストレスを考慮していない場合） 
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図-13 場所打ち連結部A点の応力の経時変化 
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の応力は若干大きくなる．とくに，橋軸方向のひび割れ

が卓越して発生しているB点においては，死荷重および

プレストレスによる影響を考慮することで，橋軸方向の

応力に比べて，橋軸直角方向の応力が高くなる結果とな

っている．また，乾燥収縮ひずみによって生じる応力が

最大値を迎えるのは，おおよそ乾燥期間半年から5年で

あり，死荷重およびプレストレスによる影響を考慮した

場合でも，考慮しない場合においても，乾燥収縮ひずみ

による応力が最大となる時期が変わることはないことが

分かる． 

 

(4) 乾燥収縮によるひび割れの予測 

図-18は，図-12から図-17に示した解析に用いたものと

同じ拡散係数およびフィルム係数を用い，収縮係数を，

3,000×10-6/RH，2,667×10-6/RHおよび2,000×10-6/RHとし，

相対湿度60%の条件で，100×100×400mmの角柱供試体

に生じる乾燥収縮ひずみを拡散解析により求めた結果で

ある．収縮係数が，3,000×10-6/RH，2,667×10-6/RHおよび

2,000×10-6/RHの場合，乾燥期間182日（26週）で100×

100×400mmの角柱供試体に生じる乾燥収縮ひずみの大

きさは，880×10-6，800×10-6および600×10-6となる． 
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図-15 C点における応力の経時変化（死荷重およびプレスト

レスを考慮しない場合） 

 

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

0.01 0.1 1 10 100

部
材

下
縁

の
引

張
応

力
（
N

/m
m

2 ）

乾燥期間（年）

橋軸直角方向

橋軸方向

6ヶ月 5年8ヶ月

 
図-17 C点における応力の経時変化（死荷重およびプレストレ

スを考慮した場合） 
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図-18 100×100×400mmの角柱供試体に生じる乾燥収縮ひずみ

の解析値 
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図-14 B点における応力の経時変化（死荷重およびプレスト

レスを考慮しない場合） 
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図-16 B点における応力の経時変化（死荷重およびプレストレ

スを考慮した場合） 
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PC構造物の置かれる環境の相対湿度を70%とする以外，

図-18を求めた場合と同様の条件で，乾燥期間1年におけ

るYH橋の場所打ち連結部付近に発生する橋軸直角方向

および橋軸方向に発生する応力を計算した結果を，図-

19から図-21示す．これらの解析においては，死荷重お

よびプレストレスト力の影響を考慮していないため，橋

軸方向の応力が，解析の対象としている構造物に生じる

応力よりも大きめの結果となっている．また，解析にお

いては，応力緩和の効果を表すクリープの影響も考慮に

入れていない．しかし，これらのことを考慮に入れても，

図-19に示す収縮係数が3,000×10-6/RHのコンクリートを

用いて施工を行った場合には，場所打ち連結部のみなら

ず，隔壁付近および定着突起部においても，ひび割れを

生じさせるのに十分大きな引張応力を予測する結果とな

っている．また，図-20に示すように，JISに基づく試験

で乾燥期間182日（26週）の乾燥収縮ひずみが800×10-6

となるコンクリート（収縮係数が2,667×10-6/RHのコンク

リート）が用いられていたとしても，隔壁付近および定

着突起部においては，ひび割れの発生を抑えることがで

きたか定かではない．構造形式および施工手順を変えず

にひび割れ発生のリスクを大幅に低減させるためには，

図-21に示すように，JISに基づく試験で乾燥期間182日

（26週）の乾燥収縮ひずみが600×10-6以下のコンクリー

トを用いる必要があったと思われる． 

 

 

4. 結 論 

 

E産の粗骨材を用いた，大きな乾燥収縮ひずみが生じ

るコンクリートを使用して施工されたPC上部工を対象

に，数値解析によって損傷の再現を試みた結果から，次

のことが分かった． 

(1) コンクリートの乾燥収縮ひずみが断面に一様に生じ

ると仮定した場合には，例え，乾燥収縮ひずみの大
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(a) 橋軸直角方向の応力分布 (b) 橋軸方向の応力分布 
図-19 乾燥期間1年での連結部付近の応力分布（収縮係数：3,000×10-6/RH（JIS試験で880×10-6）） 
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(a) 橋軸直角方向の応力分布 (b) 橋軸方向の応力分布 
図-20 乾燥期間1年での連結部付近の応力分布（収縮係数：2,667×10-6/RH（JIS試験で800×10-6）） 
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(a) 橋軸直角方向の応力分布 (b) 橋軸方向の応力分布 
図-21 乾燥期間1年での連結部付近の応力分布（収縮係数：2,000×10-6/RH（JIS試験で600×10-6）） 
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きさが大きくなったとしても，ひび割れによる損傷

を完全には再現できない場合がある． 

(2) 拡散理論に基づき，コンクリート内部の水分移動を

考慮し，部材表面と内部とで生じる乾燥収縮ひずみ

の大きさの差に起因する内部拘束応力を考慮すれば，

ひび割れの方向や発生位置を正確に再現できる可能

性がある． 

 

 

5. おわりに 

 

ひび割れ発生限界で設計されたPC構造物であっても，

施工条件や使用材料によっては，乾燥収縮ひずみが原因

でひび割れの生じる場合があることを，実際に損傷の生

じたPC構造物から採取したコアを用いて実施した乾燥

収縮ひずみ試験の結果等を基に示した．実例として取り

上げたYH橋の場合，道路橋示方書により適切な設計が

行われていたが，使用したコンクリートの乾燥収縮ひず

みが設計時に設定した値よりも大きく，部材表面と内部

の湿度差による内部拘束応力が引張強度を上回った結果，

ひび割れが生じたものと考えられる．高品質で，ひび割

れの無い構造物を施工するためには，設計において，乾

燥収縮ひずみによるひび割れを正確に予測する必要があ

る．そのためには，棒部材として設計されている部材に

おいても，拡散理論に基づく解析を実施する必要がある．

こうした解析の精度を高めるためには，対象とする構造

物に使用されるコンクリートの乾燥収縮ひずみとそれに

よって生じるひび割れに関わる物性値を把握することが

重要である．また，熱応力解析と同じレベルの正確な解

析を可能にするためには，フィルム係数，拡散係数およ

び収縮係数だけでなく，クリープ，破壊エネルギー，引

張強度等の影響を解析に反映する必要がある．さらに，

着目する要素の分割数等の数値解析上の技術に加え，実

構造物では部材毎に異なる雨露の影響等を考慮すること

も，解析精度向上のためには重要であると思われる． 
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CRACKING DUE TO DRYING SHRINKAGE AND DRYING SHRINKAGE 
ANALYSIS BASED ON DIFFUSION THEORY 

 
Hitoshi KOBAYASHI, Tsutomu SAKIMOTO, Takashi FUJII, Toshiki AYANO 

and Toyoaki MIYAGAWA 
 

There are a few cases that cracks occurred on PC structures at their young ages. It is judged that cracks 
were caused by large drying shrinkage of concrete. Drying shrinkage strain develops with the loss of 
moisture. When drying shrinkage is assumed to be constant at any position of cross section, it is impossi-
ble to simulate the crack due to drying shrinkage strain. The reason is that internal stress in concrete is 
developed by the difference of drying shrinkage between inside and outside of concrete. In order to exam-
ine the influence of the internal stress, the moisture distribution in concrete is calculated according to the 
diffusion equation. The analysis in this study targets to the PC bridge in site. As a result, it will be shown 
that internal stress of the PC bridge can be simulated and that the effect of drying shrinkage on the crack 
of the PC bridge can be presumed. 
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