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序

本書は，コンクリー卜構造学の鉄筋コンクリートおよびプレストレストコンク

リー卜，ならびに構造物を設計するために必要な基礎理論を中心として記述した

ものである.ことに，最新のコンクリ ー 卜標準示方書に準拠して記述し，基本的

事項については，できるだけわかりやすく解説した

わが国の土木学会「コンクリー卜標準示方書Jでは， 1986年の大改訂時に鉄筋

コンク リートおよびプレストレストコンクリート構造の設計理論として，従来の

弾性理論に基づいた「許容応力度設計法」から，構造物あるいは部材の終局時の

破壊，使用時のひび割れや変形，繰返し荷重下の疲労破壊などに関する種々の限

界状態を取り扱った「限界状態設計法Jが採用されるに至った.従って，本書は

限界状態設計法を主体にし，許容応力度設計法は必要最小限の記述とした

コンクリート構造物の重要度，種類，形状，寸法，等々は千差万別であるが，

コンクリー卜構造物を扱う技術者がどのような構造物に対しても，何らの抵抗も

違和感もなく，取り組むことができるためには，基礎的な理論を十分理解してお

く必要がある本書は，このような考えに重点をおいて記述したつもりである.

また，一層理解を深めるために，例題を数多く掲げて説明した

本書は，環境都市工学系，土木系を専攻する大学生，高専生の教科書および参

考書として，さらに工業高校生の参考書としても利用できるよう配慮した

なお，実際の構造物の設計にあたって，詳細を求められる場合には，コンクリ

ート標準示方書，プレストレストコンク リート工法設計施工指針，道路橋示方書

等を参照されたい.

コンクリー卜構造技術者および今からコンクリー卜構造学を学ばれる人達にと

って，本書がよき参考書， 手引書と なり，多少なりともお役に立つことができる

ならば誠に幸いである.

本書は， 2008年4月 10日に(株)現代工学社より 初版を上梓したが，出版社の

都合によりその後の出版を(株)コロナ社が引 き継ぐことになった 本書の継続出

版が可能になったことを感謝申し上げる次第である.なお，内容に関しては(株)

現代工学社から出版したものと同一であることをお断りしておく.

最後に，本書を執筆するにあたり，内外多数の参考文献を参考にさせて頂いたー
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ここに謝意を表するとともに，出版にあたって多大なご尽力を頂いた(株)コロ

ナ社の皆様に厚く御礼申し上げる次第である.

201 1年 1月
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第 1章総説

1.1 コンクリート構造の意義

セメント，細骨材，粗骨材，水および必要に応じて混和材料を練り混ぜて作っ

たものがコンクリートであり，これを補強する目的でコンクリー卜中に埋め込ん

た、鋼材を鉄筋(reinforcement)とし、う.

コンクリートと鉄筋が一体となって外力に抵抗して働くものを鉄筋コンクリー

ト(reinforcedconcrete : RC)とし、う コンクリートの圧縮強度は引張強度に比較

して大きく(普通 30~40N/mm2)，引張強度は圧縮強度のおおよそ 1110 程度に過

ぎない.それゆえ主としてコンクリートが，外力により構造物内部に生じた圧縮

応力を負担し，引張応力を鉄筋(引張強度約 400N/mm2)が負担する.

また， PC鋼材という高張力鋼材を高応力で緊張した状態で定着し，コンクリ

ートにあらかじめ圧縮応力を与えることによって外荷重による引張応力を打ち消

すようにしたものをプレストレストコンクリート(prestressedconcrete PC)と

いう.その他，コンクリート中に鉄骨と鉄筋を埋め込んで補強したものを鉄骨鉄

筋コンクリート(steelreinforced concrete : SRC)とし、う.これらを総称してコン

クリート構造と呼んでいる.

コンクリートと鋼材とはまったく異質な材料であるから，構造材料として有効

に働くのは，次の理由に基づくものである.

(1) コンクリート中に埋め込まれた鉄筋は錆びない.セメントと水の水和によ

って生ずる Ca(OH)2がアルカリ性であるので鉄筋の錆びるのを防く¥

(2)鉄筋とコ ンクリー トとの線膨張係数がほとんど等しい.コンクリートは 9

~13X 1O-6fC ， 鉄筋は 10.5~11.4 x 1O-6fCであり ，両者はlOx10-6程度で

事実上等しい. したがって，温度変化による自由な変形の場合は 2次応力を

生じないー

(3)コンクリートと鉄筋との聞に付着が十分保証される.コンクリートと鉄筋

との付着は 2~3N/mm2(丸鋼)，および 3~6N/mm2 (異形鉄筋)である.付

着が十分保証されれば両者のひずみは同ーとなる.
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説

コンクリート構造の長所および短所

コンクリート構造にはすぐれた長所もあるが，反面短所もある.

総第 1章

1.2 

2 

(1)長所

耐久性が大である.

耐火性が大である. (木材は約 500
0

Cで燃焼する.) 

耐震性が大である.(耐震的に設計することが容易で、ある.) 

幅広い構造物に利用し得る.

①

②

③

④

⑤

 
構造物の形状寸法を自由に選ぶことができ，維持修繕費がほとんど不

要である.

(2)短所

(自重が大であることを利用する場合もある)自重が大である.

ひび割れが発生しやすい

施工が煩雑である.

長い工期が必要である.

①

②

③

④

⑤

 
改造，撤去が困難である.

記号・単位1.3 

本書で用いる記号は，土木学会コンクリート標準示方書設計編 1)に基づいてい

る.主な記号および添字を以下に示す.

(1)主な記号

本書では以下の記号を一般的に用いている.コ
ロ

ナ
社



1.3 記号・単位 3 

A， コンクリート断面の面積 N 疲労寿命または疲労荷重の等価繰返し回数

A，配置される鉄筋l断面積または引張側鋼材の断面 N' 軸方向圧縮力

積 九緊4長材の有効緊張力

Aw: 1組のせん断補強鉄筋の断面積 p 引張鉄筋比

b 部材幅 p' 圧縮鉄筋比

bw 部材腹部の幅 pw 軸方向引張鋼材断面積 (A，)の腹部断面積に対

c かぶり する比率，A〆色wd

Cmin 最小かぶり R 断面耐力

凸基本のかぶり R，疲労耐力

白鋼材の中心間隔 S 断面力

d 有効高さ & ひび割れ幅を検討するための断面力

d.p らせん鉄筋で取り 固まれているコ ンクリート & 永久荷重による断面力

断面の直径 $変動荷重による断面力

E， コンクリートのヤング係数 s せん断補強鋼材または積方向鉄筋の配置間隔

ι PC鋼材のヤング係数 u 鉄筋断面の周長，載荷面の周長

&鉄筋および情造用鋼材のヤング係数 l/p スラプの押妓きせん断力に対する有効周長で，

F 荷重 集中荷重または集中反力の載荷面周長にだ dを

Fp 永久荷重 加えたもの(ここに，dは有効高さ)

応変動荷重 V せん断力

f材料強度 れせん断補強鋼材を用いない部材のせん断耐力

品コンクリートの曲げ強度 九c 面部材の押抜きせん断耐力

f~ コ ンクリートの圧縮強度 九せん断補強鋼材により受持たれるせん断耐力

f~k コンクリー 卜庄縮強度の特性値I 設計基準強度 Vw，腹部コンクリートのせん断に対する斜め圧縮破

ι疲労強度 擁耐力

五 コンクリー トの引張強度 ちせん断耐力

ι鋼材の引張強度 w ひび割れ幅

/んせん断補強鋼材の降伏強度 w. 許容ひび割れ幅

5 鉄筋の引張降伏強度 z 圧縮応力の合力の位置から引張鋼材断面の図心

f~ 鉄筋の圧縮降伏強度 までの距離

ι換算有効断面二次モーメント a，せん断補強鉄筋が部材軸となす角度

ゐ 全断面有効の断面二次モーメ ン 卜 ;Jd せん断耐力の有効高さに関する係数

k 中立軸比 βn せん断耐力の軸方向圧縮力に関する係数

M:I曲げモーメン 卜 ;JP せん断耐力の軸方向鉄筋比に関する係数

M" 断面にひび割れが発生する限界の曲げモ- y. 構造解析係数

メン卜 Yb 部材係数

M" 曲げ耐力 y， コンクリ ートの材料係数
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4 第 1章 総 説

Yf 荷重係数 σゐ永久荷重によるコンクリ トの圧縮応力度

判情造物係数 σh 軸方向圧縮力による平均圧縮応力度

アm 材料係数 σ.. ひび割れ幅を検討するための鉄筋応力度の増

y，鋼材の材料係数

d 変動係数

Jy 降伏変位

E ， コンクリートの圧縮ひずみ

E ~u コンクリ 卜の終局圧縮ひずみ

f " コンクリートの収縮ひずみ

l ~sd コンクリ ー 卜の収縮およびクリープによるひ

び害lれ幅の増加を考慮するための数値

(2)主な記号の意味

A 断面積

b 中高

c かぶり

d 有効高さ

E ヤング係数

F 荷重

f 材料強度

I 断面二次モーメン卜

/スパン，定着長

M 曲げモメ ン卜

N 回数，軸方向力

P 緊張材の緊張力

p 鉄筋比

R 断面耐力

S 断面力

加量

(T，p 永久荷重による鉄筋応力度の増加量

r せん断力とせん断応力度

ψ コンクリー 卜のク リープ係数

φ 鋼材径，ダクト直径，鉄筋の呼び径

s 間隔

u 周長

V せん断力

w ひび割れ幅

x ある点からの距離

。部材軸とのなす角

d せん断耐力に関する係数

y 安全係数，リラクゼーション率

d 変動係数，変位

r ひずみ

ρ 修正係数

σ 応力度

ψ クリープ係数

o : 1圭コ
ロ
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(3)添字の意味

a 支圧，構造解析 n 規絡(直，標準，軸方向

l.3 記号 ・単位 5 

b 部材，釣合，曲げ

c コンクリ ト，圧縮，クリープ

p プレストレス， PC鋼材，永久，押l1..iき

r 変動

cr ひび割れ

d 設計値

e 有効， 換算

f 荷重

g 全断面

k 特性値

l軸方向

m 材料，平上旬

s 鋼材，鉄筋

t 引張 り，ねじり， 積方向

u 終局

v せん断

w 部材腹部

y 降伏

τ。付着

なお，応力度およびひずみは引張を正とし，圧縮を負とするのが一般的であるが，

記号の右上に- (ダッシュ)を付けた場合には p 圧縮を意味 し，圧縮を正とする

(4)単位

本書は S1単位によって記述されているが，その主な単位を以下に示す

カ・集中荷重 N， kN 

分布荷重 N/m 

強度，応力，ヤング係数 N/mm' 

単位容積質量 kN/m' 

曲げモーメン卜 N・mm，kN. m 

せん断力，軸方向力 N， kN 
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第2章限界状態設計法

昭和 61年度に改訂された「土木学会コンクリート標準示方書」により，これ

まで設計法の主流で、あった許容応力度設計法による設計体系が，基本的に限界状

態設計法に変更することになった.

この限界状態設計法は，構造物が使用に際して生じではならない各種の限界状

態を想定し，それらの状態に対する安全性を照査する設計法と定義されている

その特徴は，材料や荷重などについて個々の安全係数を設けることにより，材料

特性や荷重特性などに関する不確実性を合理的に設計に反映させていることであ

る よって，限界状態設計法はコンクリート構造物の設計法の中でも最も合理的

な設計法といえる.

本章では，この限界状態設計法の基本事項である設計の目的，原則，各種安全

係数等について述べる

2.1 設計の目的

コンクリート構造物は一般に公共性が高く，大規模な構造物が多い.また，そ

の供用期聞が長いという特徴をもっている.よって，コンクリート構造物は，そ

の構造物の使用目的を十分に満足するとともに，安全かっ経済的でなければなら

ない.このためには，施工中ならびに供用期間中に構造物または部材に作用する

荷重に対して適度な安全性をもち，通常の使用時に十分な機能を発揮できるよう

に設計を行う必要がある.また，供周期間中，十分な耐久性を持たせるとともに，

構造物自体の美観，周辺環境に調和したデザイン，さらに自然環境にも配慮しな

ければならない.

2.2 設計耐用期間

コンクリート構造物の安全性を検討する場合，設計される構造物の設計耐用期

間を設定する必要がある.コンクリート構造物の設計耐用期間は，その構造物の

使用目的ならびに経済性から定められる供用期間，種々の劣化要因を持った環境

条件，耐久性能，保守点検方法などを考慮して定める必要がある.

特に，コンクリート構造物は適切な保守点検を行うことにより，延命が可能と
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2.3 設計の原則 7 

なることから，非常に重要な事項といえる.

2.3 設計の原則

コンクリート構造物の設計を行う場合 構造物または部材が施工中および設計

耐周期間内にその機能を果たせなくな り，設計の目的を満足できなくなる全ての

限界状態について検討することを原則とする.また，施工性，維持管理および美

観などについても考慮する ものとする.

検討すべき限界状態にはいくつかの状態があるが，示方書では検討方法の相違

に基づいて，終局限界状態，使用限界状態および疲労限界状態の 3つに区分して

し、る.

終局限界状態は，構造物または部材が耐えうる最大耐荷能力に対応する限界状

態であり ，断面の破壊，岡IJ体の不安定，耐荷能力を失うような過大な変位や変形

により，本来の使用目的を果たすことができなくなるような状態である.その代

表的な例を表 2.1に示す.

表 2.1 終局限界状態の例 1)

断面破壊の終局限界状態 l構造物または部材の断面が破壊を生じる状態

岡IJ体安定の終局限界状態 |構造物の全体または一部が，一つの剛体の構造体として

転倒その他により安定を失う状態

変位の終局限界状態 |構造物に生じる大変位によって構造物が必要な耐荷能力

を失う状態

変形の終局限界状態 塑性変形，クリープ，ひび割れ，不等沈下等の大変形に

よって構造物が必要な耐荷能力を失う状態
メカニス、ムの終局限界状態 |不静定構造物がメカニズムへ移行する状態

使用限界状態は，通常の使用性や機能確保または耐久性に関連する限界状態で

あり， 美観あるいは機能に悪影響を及ぼす過度のひび割れを生じたり， 過大な振

動を生じたりする比較的軽微な不具合を生じる状態である その代表的な例を表

2.2に示す

疲労限界状態は，繰返し荷重により疲労破壊を生ずる状態であり，コンクリー

ト構造物または部材に繰返し荷重が作用することにより，鋼材の破断，コンクリ

ートの圧壊，または部材の破壊を生じるなどの疲労損傷が蓄積するこ とにより，
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8 第 2章限界状態設計法

その機能を失う状態である.疲労限界状態は終局限界状態に含めて考える場合も

あるが，疲労強度は繰返し回数によって異なるため，断面力をもととする通常の

断面破壊に対する終局限界状態の検討の場合と異なった取り扱いとなること，さ

らに，荷重および安全係数の取り方が異なってくること，などの理由により個別

に取り扱 うことにする

表 2.2 使用限界状態の例 1)

ひび割れの使用限界状態 |ひび割れにより美観を害するか，耐久性または水密性や

|気密性を損ねるかする状態

変形の使用限界状態 |変形が構造物の正常な使用状態に対して過大となる状態

変位の使用限界状態 |安定，平衡を失うまでには至らないが，正常な状態で使

用するには変位が過大となる状態

損傷の使用限界状態 |構造物に各種の原因による損傷が生じ，そのまま使用す

|るのが不適当となる状態

振動の使用限界状態 |振動が過大となり，正常な状態で使用できないか，不安

|の念を抱かせる状態

有害振動発生の使用限界状態 |地盤等を通 じて周辺構造物に有害振動を伝矯し，不快感

を抱かせる状態

2.4 特性値および修正係数

コンクリート構造物の設計を行う場合，設計に用いる値を設計値と呼び，その

算定の基準となる値を特性値と呼ぶ.

コンクリート構造物は，鋼材とコンクリートで構成される.鋼材は工場で生産

されているため，品質にほとんどぱらつきがないが，コンクリート強度は材料の

品質，施工状況，養生条件などにより，ある程度変動することは避けられない.

このように，コンクリート強度は変動する要因が非常に多いので，その特性値は

統計的に処理しなければならない.限界状態設計法では，この特性値は大部分の

材料強度の試験値がこれを下回らないことが保証されている値と定めている.

また，鋼材や荷重のよ うに JISなどで規格値あるいは公称値が決められている

ものに対しては，これらの値を特性値に変換する係数として，材料および荷重の

修正係数を用いる.
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2.5 材料強度と荷重の設計値

構造物の設計を行う場合，材料強度および荷重の設計値を用いる.それぞれの

値は，次式により求められる.

材料強度の特性値
材料強度の設計値=

材料係数

荷重の設計値 =荷重の特性値×荷重係数

2.6 安全係数

設計値を算定する際，材料の品質，荷重，施工条件のばらつき，構造解析の不

確実性のほか，情造物の重要度などを考慮して各種の安全係数 yが用い られる.

安全係数には，材料係数 Ym' 荷重係数 YJ'構造解析係数 Ya，部材係数 Ybおよ

び構造物係数 Yiがあり，これらの係数は対象とする限界状態に応じて適切な値を

用いなければな らない.これらの安全係数により配慮されている内容を表 2.3，

標準的な安全係数の値を表 2.4に示す.

表 2.3 安全係数により配慮されている内容 1)

配慮されている内容 取り扱 う項目

1材料強度のばらつき

断
(1)材料実験データから判断できる部分 特性値/.

。ぷtt料実験デ タから判断できない部分(材料実験デ タの不足偏こイりよ~l
面 品質管理の程度，供試体と構造物中の材料強度の差異，経時変化等l

材料係数 Ym

耐 る)
(コンクリー卜 Y，) 

2限界状態に及ぼす影響の度合
(鋼材 y，) 

力
3部材断面耐力の計算上の不確実性，部材寸法のばらつき，部材の重要

部材係数 Yb

破壊性状

1.荷重のばらつき

(1)荷重の統計的データから判断できる部分 特性値 Fk

断
帥荷重の統計的デ タから教断できない部分(荷量の続対的デ タの羽よ〉

面 足・偏り.而十周期間中の荷重の変化，荷重の算出方法の不確実性等に 荷重係数 Y/

力 る)

2.限界状態に及ぼす影響の度合

3断面力等の計算時の構造解析の不確実性 構造解析係数 Yo

構造物の重要度，限界状態に達したときの社会経済的影響等 構造物係数 y，
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10 第 2章 限界状態設計法

表 2.4 標準的な安全係数の値 1)

安全係数 材料係数 Ym

部材係数 構造解析係数 荷重係数 構造物係数
コンクリ 鋼材

Yb Ya Yj Yi 
限界係数 一卜 Yc y， 

終局限界状態 1.3 
1.0まfこ

1.l ~1.3 1.0 1.0~ 1. 2 1.0~ 1.2 
l立1.05

使用限界状態 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

疲労限界状態 1.3 1.05 1. 0~ 1.l 1.0 1.0 1.0~ 1.l 

2.7 安全性の検討

限界状態設計法では，種々の限界状態を設定しそれに対する安全性を検討す

る.その一例として，終局限界状態における安全性の検討手順を図 2.1に示す.

まず，各種の荷重の特性値凡を設定する.荷重の特性値凡は荷重の規格値 Fn

または公称値に修正係数ρfを乗ずることにより求める 次に，求めた荷重の特性

値 Fkに荷重係数 YJを乗じて設計荷重んを求める.続いて，この設計荷重んが構

造物に載荷されたときに生ずる各部材断面に作用する断面カ S(Fd)を求めるこれ

に構造解析係数 Yaを乗じて設計断面力むを算出する.

一方，材料強度の特性値fi.は材料強度の規格値J"に修正係数ρmを乗じて求め，

材料の設計強度fdは特性値fi.を材料係数 Ymで除して求める.さらに材料の設計

強度により断面耐力 R(ρ)を計算する.次に部材の種類に応じた部材係数 Ybで断

面耐力R(fd)を除して設計断面耐力んを求める.

このようにして得られた設計断面力 Sdの設計断面耐力んに対する比，Sd/Rdlこ

構造物係数 Yiを乗じた値が1.0以下であれば安全性が確認されたことになる.
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