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Finite Element Analysis of Bond Strength
between Steel and Concrete, I
-

Splitting Bond Failure of Deformed Bars-

Shigeo IRAHA, Yukimasa GUSHI. Haruyoshi WANIYA

Synopsis

Bond fail ure of deformed reinforcing bars generally takes place by splitting
of surrounding cover concrete, unless they are confined by heavy reinforcements in
surrounding. Therefore. bond strength of deformed reinforcing bars is determined
by the cracking resistance of cover concrete.
This paper presents analytical rrethod the determine cracking strength of cover
concrete by the finite element method where only the effect of tensile cracking is
considered to simplify the failure structure of the model.
The following results are obtained.

1. Progressive behavior of cracking and cracking strength of cover concrete are
determined.
2. Radial stresses perpendicular to the surface of reinforcing bars are uniform
before cracks start in concrete and become non-uniform after cracks develop.

Key words: Deformed bar; Bond strength; Concrete; FEM.
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有限要素法による鉄筋とコンクリートとの付着強度解析その１：伊良波・具志・和仁屋

6０

手の強度に関する研究以来多くの研畿ある.ＦＥＭ
を割り裂き問題に応用した研究に森田らの研銚趨ろ。
ヨー

森田らは円孔に￣様な圧力を作用させ２次元弾性問題

￣

として解いている。Tepfers5）は厚肉円筒を用いた理
論と実験を比較し，実験値はひびわれの進展を考慮し

￣

『十』ii筆

た理論値と円筒内の引張応力を一定とした理論値の間
にくることを示した。

￣

／
図－１異形鉄筋周囲の内部ひびわれ

グー、

(態）
、’

圧壊されたコンクリート
面の角度

図－３コンクリートに作用する圧力
図－３に示す円孔内部に圧力を受けるコンクリート

部材の問題で，コンクリートの塑性とひびわれの両方

を者噸した解析はＦＥＭを用いても複雑な問題点があ

→

幽廻ｅ鰻輔

る。すなわち，鉄筋とコンクリートの付着強度を知る
ためには圧力の降下域までの解析を必要とするからで
ある。最大圧力後に圧力の降下が急激なものであれば，

戦荷端部から急激に付着破壊を起すことになる。最大
圧力後に圧力降下を起しても以後一定の圧力を保持し

ているならば，破壇が進行しても一定の付着力が存在
図－２異形鉄筋の付着機栂

することになり延性破壊となる。
コンクリートの割り裂き破壊は主に引張破壊である

図－２に示すように鉄筋が３１張力を受けると鉄筋の

ので，本研究ではコンクリートの塑性を省略し，ひび

ふし前面のコンクリートが圧壊され，ふし前面にコン

われのみを考慮して解析を行った。解析は圧力降下域

クリートの粉体ができ，ちょうど漢のようにコンクリ

まで行ない，ひびわれの進展，割り裂き補強筋の有無

ートを押し広げる作用をする。押し広げる圧力は図一

よる付着強度特性について考察した。ＦＥＭ解析に

１の横ふしから発生するひびわれの角度が45゜程度であ

はpian6)によって提案されたHybridStressModel

るので，鉄筋に作用する付着応力に等しいことがわか

より導かれた四辺形要素を用いている。ひびわれ部の

っている。この押し広げる圧力が強けれがコンクリー

要素の剛性マトリックスはHybridStressModeIで

ト部材に割り裂き破壊が起ることになる。
コンクリートの割り裂き破壊によって付着強度が決
まる時はⅢ図－３に示すように鉄筋表面で外に向って
一様な圧力を作用させ，コンクリートの破壊圧力を求
めれば，これより付着強度が求められる。このような

方法で付着強度を求めるのはFerguso1i)によるZnね継

ひびわれ面に垂直な応力とせん断応力が零になるよう
な応力場を仮定して導いた。

２解析方法
２－１剛性マトリックス

剛性マトリックスはＰｉａｎによって提案されたHyblid

琉球大学工学部紀要第２４号，1982年
StressModeIを用いて求めた。これは変位法に比較

して剛性マトリックスを作る時に逆行列の計算を含む
ので，計算するのに多少時間がかかるが，精度調査の

結果全般的に良い結果，を示している。
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ここに，Ｂｂｉｉ)：コンプリメンタリーエネルギー関数’

ｕ：苑方向の変位，ｖ:ｙ方lfﾘの変位,国:jr方向の外
力，Ｅ,:ｙ方向の外力，面：ｘ方向の既知変位，マツ
方向の既知変位，，Vh9要累の境界，Ｓ碗：要素境界
で外力が与えられている部分１ｓ”：要素境界で変位

が与えられている部分。Ｘし，Ｙｉ’はそれぞれ

￥:襲鰯琴}……'４’

〕

である｡ここに,’,加は外向き法線の方向余弦である。
ｐｉａｎによってHybridStressMDdelと名付けら
れた方法では，応力場を式(2)の釣合条件式を満足する
ように仮定する。ここでは

EHl鮒lﾋﾞル

と仮定し，これを
汀

図-４四辺形要素

ハイブリッド型コンプリメンタリーエネルギーの原

（゜)＝に]{β）……..………………･…(６１
で表わす。ひずみ(6)塁{ｑｒ９ｒ"}と応力の関係式は
｛`}＝［C](・｝…………………………(7)

理8)は

ロー[制

""一二fBMrdﾂｰﾑ，,WWB,)ｄＳ
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付帯条件は

平面ひずみ問題の場合はＣｌ＝（１－′)／Ｅ,Ｃ２＝-】，
（１＋１，／Ｅ，Ｃ3－２（１＋〃)／Ｅ

｜’一一

００

十十

地所殉亦
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である。(6)式，(7)式を使えば(1)式の右辺第一項は

ｕ＝ｕ，Ｖ＝Ｖ

’

Ｖｈ内……（２１

瓜B(●１１)d溺｡U'‐；(β)ｱ[H](ル…'9|
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仁('二二:期}………'１，

である。ここでは図－４に示す四辺形要素を使うので

式(1,の積分はこの要素内で行う。図一(4)に示すように

四辺形の節点を１，Ｊ,Ｋ，Ｌとし，各節点の汀，ｙ方向

と仮定する。ここにＥ－Ｓ／L〃，Ｌ〃は辺1Jの長さで

の変位を図示のようにｕＪＶｒ……uLⅦとする。図－４

ある。式(4)，（10を式il)の右辺第２項に代入し祇分をす

に示すようにＩ節点からＪ節点向きに座標Ｓを定義す

れば，辺1Ｊについて示めせば

る。辺1Ｊ上の変位ｕ，ｖはそれぞれ

’ （ｕ×，＋ｖＷ）。
Ｂ
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ここに笏＝朴一勺，ルーjケーj1,,となる。同様に各辺

２

となる。ここで

［K]＝[Ｇ７[H]~j[G］……………０９

について積分を行い，加えると

A(u聯VYPds-{β}『[G]{q)…………⑭

で剛性マトリックスと称している｡

要素内の引張応力がコンクリートの引強強度に達し

ここに[G]は式⑬の7ｘ４のマトリックスから造られ

る，７ｘ８のマトリックスである｡式叫で(q}－（ul
Wll,Y,uAv舟uLvL)である｡式(1)の右辺第３項は(F｝

ｙ

を外力ベクトルとすれば

JQJ岬扇)dS-(評(q)…………`薊

となる。式19),０４０５１を式(1)に代入すれば，１個の要
素については

冠"-;(),V[H〕{β}-{β｢[G](q)Ｗ(q}…⑬
となる｡式00で(β}についての停留条件より
（β}＝[HＪ１[G](q)……………⑰
となる｡式⑰を式00に代入し，｛q}について停留条件
を求めると

［K]{q)＝｛戸｝…………………0３

図－５ひびわれ要素の局部座標系
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ひびわれが生じた場合の剛性マトリックスを導く。図

では簡単に剛性マトリックスが得られる式勧の応力場

－５に示すように，ひびわれができたとき，ひびわれ

を用いる。式CDを式09に代入すれば

面に垂直に〃，平行にｓ座標をとる。〃－ｓ座標系の

回転角を０とし，方向余弦を’＝cosO，,Pz-sinOと
すると，〃－ｓ系と亦一ｙ系の応力の変換式は

El僻珊

Ｅ１－ルー…。

となる。式⑬を式(10に代入すれば
………⑳

で表わされる。ひびわれが生じた要素でのひびわれ面

に垂直な応力ロ,,の応力は零であるので，応力場の仮定
は，定応力場として

｛･…砧｢＝{ｏβ１β2「………………⑳
｛･卿｡s恥)丁＝(０β１０「………………⑰

田ｗｗ側lI1iJ…

となる，平面ひずみ問題では

［H]-号AREA………“
ここにAREA-Ldwで四辺形蕊梁の面積である。

が考えられる。式CDはせん断応力を完全に伝達できる

次に[G]を求める。変位場は式､，のように線形を仮

場合で，式⑫はせん断力の伝達がない場合である。コ

定する。辺の外向き法線ベクトルの方向余弦を図－５

ンクリートの場合は骨材のかみ合いによりせん断力の

に示すように仮定する。式(1)の右辺第２項の積分を辺

伝達が行なわれ，両者の中間の性状を示す。この研究

1Jについて示すと，式(4)，（ｌａ凶を代入して

n…隅秒………剛藝ＭＷⅧ

同様に他の辺についても計算し，和をとれば[田が求まる。すなわち

鑿'二鱗|鱗'--‐
i1l=鰯|鱗=l灘口ル
ス[ＫＬは式09より

［K]｡＝[G]γ[H]~![G]……………⑬Marcalの方法がある。この研究ではコンクリートの
に,式“㈱を代入すれば求まる。［Ｋ１の（1,Ｊ）成塑性及びひびわれ面の再接触を無視しているのでコン

分は。(LnxG(I”両;可、で,LJはｌｸﾘｰﾄ…挙動を示し,増分法によらなくても解
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円孔内部に任意の圧力日を作用させ,各要素ごとに最大

にたよらざるを得ない。図－８はひびわれの進展を示

の主応力ＰＳＧＭ１を求め，コンクリートの引張強度に

した図で，図の中の数字はひびわれの発生順序を示す。

最も近い要素，すなわち

解析結果は円孔の斜上方からひびわれが発生し，斜方

ＨＭ－（ＰＳＧＭ１－ｑ,』)／恥ノ…………⑬

向に進むが途中で停止し，つぎにコンクリート表面か

ここにｏｂｌ：コンクリートの引張強度,で定義される１，１

ら円孔の中心方向に進んでいる。この例を鉄筋の付着

の最も大きい要素を探す｡そして次の段階で，この要素

破壊によるひびわれと対応させると，斜方向のひびわ

をひびわれ要素とする。解析しようとしている物体の

れの長さに問題もあるがコンクリート表面から円孔を

形状及び作用している荷重も対称の場合はひびわれが

つきぬけ破壊に到るのは実験でよく見られる。内圧の

同時に２ケ所に発生する。また計算コストの上から，

変化は図-10に示してあるが，ｃａｓｅ－２と一緒に考察

ＨＭの最も大きい要素と次に大きい要素のＨＭが近い値で

する。

あれば同時にひびわれが発生したと見なした。判定基

ｃａＢｅ－２

準としては

図－９のひびわれ進展図は図－７で左右側面をロー

（ＨＭ１－ＨＭ２）／（ＨＭ１＋１）〈０．０５…⑳

ラー支承で固定した条件で解析したものである。これ

ここにＨＭ１：１番大きいＨＭ，ＨＭ２：２番目に大き
いＨＭ，を用いている。ＨＭ１が求まれば，この要素

にひびわれが発生する直前の内圧は巳／(1＋ＨＭ１）
である。この時，各要素の応力及び変位はそれぞれ

q／０＋ＨＭ)，ソ／（１＋ＨＭ）となる。フローチャー
トは図－６に示した。コンクリートの塑性を無視した

内圧低下までくりかえす

要素数

ので弾性解析を内圧が低下するまでくり返し計算すれ
法を使っている。

ひびわれが

『函叩一胸

ばよい。なお連立方程式の解法はバンドマトリックス

ＹＥＳ

か
＿あるか，

剛性マトリックスの
ツクスの
計抑式（１９）
Ｉ（１９）

剛性マト
剛性マトリックスの
計算
計算式（２８）

３解析結果および考察

以上述べた解析方法でコンクリートの割れ裂き破壊

全体剛セ
全体剛性マトリッ
クスに
クスに加える

の問題を解いた。コンクリートの材料定数はいずれの

c躯eでも圧縮強度：300kgf/b歯，引張強度：３０kgf／

荷璽を読む
荷璽

cdi，ヤング率：３０x10fkgf／c`,ポアソン比：０１２５
として計算した。

連立方程式を解く
連立方程

ｃａＢｅ－１

コンクリート断面はたて：２０cm’よこ：３０cmで，表
面から５cmの位置を中心に直径２cmの円孔がある。こ

の円孔に一様な圧力が作用した時のひびわれの進展を

認らべた。図－７はその半分だけを示しており，要素

ＨＭＬＨＬ
ＨＭＬＨＭ２を捜す
ＨＭｌロの
ＨＭｌｐの要紫をひ
びわれ要
びわれ要素とする

IIM1FI

鶚浮く｡図
I9MI+

の内の数字は要素番号である。このような問題は半無

限領域に対しては解析解'0lb瓠あり，それを用いて最大
引張応力を求めれば内圧を巳とした時1089月で，図

ＹＥＳ

-

ＨＭ２の
ＨＭ２の要累をひび
われ要
われ要素とする

ＮＯ
￣

Ｕ
Ｕし

両而.I了雨図をi'十瓦
小HML1十

－７では左上角から円孔に接線を引いた時の接点の位
置（要素49付近）の円周上に発生することがわかって

いる。しかし，円周上に発生したひびわれがどう進展
して行くのかを知るためにはＦＥＭのような近似解法

図－６フローチャート
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図-７要素分割

図－８ひびわれの進展（case－１）

図－９ひびわれの進展（case－２）
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ひびわれの進展を考慮した解は４５１ｋｇf/bliであるの
(k9ノン〔｡）

で，ＦＥＭ解は図-10に示すようにひびわれの進展を

35,68

ﾉﾄｰ埒3ａ69

考慮した解よりも少し高めである。最高内圧時のひび
ｕ分

われの進展位置はcase-1では鉄筋中心から２．７cm，
case-2では２１cm～２５ｃｍである。簡易解析法によ

れば２．４ｃｍとなるのでＦＥＭ解に近いと云える。
ｃａｇｅ－３

断面が15cm×15cmのコンクリートの中心に直径19ｍｍ

の鉄筋を押め込んだ供試体の解析結果を示す。図－１１
内圧

は供試体の１／４部分の要素分割を示すｂここでは前の

Ｔ
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噸位

図－１０内圧の変化

は鉄筋の中心間隔が30cmで配置された場合の割り裂き
問題を解いたものである。また，鉄筋コンクリート・
スラブ下面の鉄筋が腐食した時のひびわれ進展をシュ
ミレーションしたものと考えることもできる。ひびわ

れの進展はcase-1と違い，水平方向と斜め方向に同

5１

６１

６

’

2６

4８

6０

３６

５
２５

4７

5８

3５
｡
4６
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5７
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71
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６７

2鳥Jrﾃﾞテ

7８

湖

8０

８１

Ｌ－－－Ｔ５函

図－１１要素分割

時に進行し，途中で停止する。つぎに表面から孔の方
向にひびわれが進行するが孔に達する前に停止する。
そして，斜めひびわれの先端から水平方向にひびわれ

が伸びる。このひびわれの型はC､０.Orangonpらの

case-L2のようにコンクリート部に直接圧力をかけ
ることはしてない。実際の現象は鉄筋がコンクリート

を押し広げているので，この境界条件に近いと思われ

分類によるＶノッチ型と側面底面スプリット型の混合

る，鉄筋を一様に膨張させる方法で解析している。こ

破壊形式になっている。また，鉄筋コンクリート・ス

のために鉄筋の内部に円孔をつくり，この円孔から一

ラブ下面に見られる鉄筋の腐食によるコンクリート片

様な圧力をかけている。円孔を設けたために鉄筋の剛

の剥離は図－９の水平方向のひびわれが原因である。

性が低下するので，ヤング率は実際のものよりも高い，

図-10はひびわれの発生順序に圧力の大きさを示した。

２１x108kgf／cｄを用いて計算した。図-11で左角の

曲線上の数字は要素番号である。この図でcase-1と

第１，２層の要素は鉄筋である。図-12はひびわれの進

case-2を比較するとｃａｓｅ－２の方が最高圧力も高く，

展を示したもので，鉄筋周囲のすべての要素にひびわ

圧力降下域でも高めであるので付着強度も高いと思わ

れが生じた後に，鉄筋から外へ向って一直線にひびわ

れる。ＦＥＭ解とT1epfersの簡易解析と比較してみる

れが生じている。一般に鉄筋周囲から発生したひびわ

と,円筒内の引張力を一定とした解では120.0kgf／cIi，

れは，かぶりの薄い方に向うものと考えられるが，解
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を増して行くが，最i(:li値に達した後は急激に圧力が低
下している。これは補強筋のない供試体の特徴でぜい

性的な割れ裂き破壊を意味している。正にｒｓの簡易
解析法によれば，引張応力の分布を一定とした時の最

大圧力は１９６５kgf/cii，ひびわれの進展を老噸した場

合は71.66kgf／cdiとなるので，ＦＥＭ解は両者の間に
くる。図-14は鉄筋表面の応力醜の分布を示したもの

である。これより，ひびわれができる直前は､hを一定

ｑロ

(Il9f/６．）
１５９

】00.

図－１２ひびわれの進展（case－３）

5０

クリート部分の要索の応力から鉄筋表面の位置に換算

、風ｉ１

つぎに鉄筋表面に作用する鉄筋表面に垂直な応力呪
について述べる。灯"は第３層の鉄筋に接しているコン

輪鱒

折結果は図一12のように少しずれた所に進行している。

ｑ

ｑ

几-7699kﾛﾙﾓ。
｡■－

鴎乞鱒舵hBf／出

最大圧力時

5OＬI０Ｕｌ５Ｕ

したものである。

(kOf八.）

図-14鉄筋表面上での垂直応力町の変化
Iko【'に｡）

とみなせるが，付着強度を計算するのに重要な最大圧

】00

力時ではかなり変動している。圧力の高い部分は直線
ひびわれの生じている個所である。この供試体のよう
に正方形断面で，形状からして圧力が一様になると思

7１７７

われるものでも最大圧力時には，ひびわれによってか

ＳＵＤ

なり変動しているので，実験による確認が必要である。

5０

最大圧力時のひびわれ進展位置はＦＥＭで鉄筋中心よ
P〕

り４．３cm，簡易解析法で３６cmとなった。
ｃａＢｅ－４

割り裂き補強用のらせん鉄筋の効果を知るために，
002０４０６０８ＸＤ１２1４lＩｉｌ８２．０２２之４Ｚ５

ＡＲ/妙(xId。に､)

図－１３内径の変ｲヒ

図-11の断面にらせん鉄筋を入れて解析した。図－１１

に示す要素番号８，１８，２８，３８，４９，５９，６９，７９
の部分がらせん鉄筋で直径：２５ｍ,ヤング率：２１x

106kgf／Ｃｆの鋼線を２cmピッチで６巻してある。なお，
図-13はび〃の平均値と鉄筋の直径の変化量△Ｒの関

鉄筋の付着長さは15cmで供試体は立方体である。らせん

係を示したものである。ｃａｓｅ－３は破線で示した曲線

鉄筋部分の要素は,ひびわれ前はコンクリートと一体と

で，最高圧力99.9kgf/CIBに達するまでは徐徐に圧力

なっているがひびわれ発生後はらせん鉄筋だけで応力

有限要素法による鉄筋とコンクリートとの付着強度解析その１：伊良波・具志・和仁屋

６８

を受けるものとして解析した。ひびわれ進展図は図-

しかし，鉄筋から発生する直線ひびわれの位腫は同じ

15に示すようにcase-3と比較すると７番目のひびわ

所にある。らせん鉄筋を入れたので，らせん鉄筋に直

れまでは同じであるが，それ以後多少逆っている。

交するひびわれが生じているが実験による確認が必要
であろう。要素番号18,69のらせん鉄筋の応力は要素

Ｉ

２

ｌＪＪ０ｌ

19,70にひびわれが生じる直前で３２５kgf／cn,３８，４９
番目の嬰紫にひびわれが入る直前で（図-15で14番）

238.8kgf／cdとなり直線ひびわれがコンクリート表面

に達した後に急激に増加する。ｃａｓｅ－３と同様に扇
と鉄筋直径の変化△Ｒの関係を図-13に示した。最大

ハ３

内圧は補強筋の有無にかかわらず大体等しいがⅢ補強

'１４

筋を入れた供拭体は圧力降下後でも最大圧力の50～７０

筋程度を保有しており，ｃａｓｅ－３に比らべて付着強度

イ

も高く，破壊形式もゆるやかで延性破壊と見なすこと

ができる。鉄筋表面上の応力叩の分布は，岐大内圧

イ３

EhFr1r

一〒￣す10

￣Ｔ一百

時まではcase-3とほとんど同じ結果を示した。
解析結果と実験との比較
片引き付着実験を行いcase－３，４の解析結果と比較

８

した。供拭体はl5cmx15cmx15cnの立方体で鉄筋径は

19mmである。実験は３回行い各各供拭休２個の平均値
を表－１に示した。実験１，２はらせん鉄筋がない場

図-15ひびわれの進展（case－４）

ひびわれの進展
を考慮した解

円筒内引張応力
を一定とした解

付着強度

コンクリートの

コンクリートの

圧縮強度

引張強度

らせん鉄筋の
有無

１

69.2

201.3

64.0

2７００

28.6

無

２

67.8

197.2

６１．４

268.0

25.7

無

３

67.8

197.2

77.6

268.0

25.7

有

表－１付着強度

単位(kgf/6.）

合で，実験３はらせん鉄筋がある場合である。角'1)ら

kgf／cdiと61.4k獣／cｄとなっている。ＦＥＭ解の上

の割裂補強に関する実験では付着長16cmの場合でも鉄

限が９９９kgf／Ｃｆとなっているのでかなりの差がある。

筋軸に沿って一様な付着応力が生じてないので，これ

これはcase-3に見られるように載荷端より急激な付

を念頭におき考察する。ＦＥＭ解では付藩長さ15cmに

着力の低下が起こるのが原因であろう。本研究では鉄

渡って一棟に最大付着応力が作用しているとすれば

筋軸に袖っての付着応力の分布については考慮してな

99.9kgf／cｄとなるが実際には載荷端の万から徐徐に

いので，付満応力の低下が大きいとかなり高めの評価

付着降下域に入るので99.9kgf／cdlの値は上限となる。

をしてしまう。付着強度を精度よく求めるためにはコ

らせん鉄筋で補強した時，付着降下域での値は50k画

ンクリートと鉄筋のずれ量に関するデーターが必要で

／c､～70kgf／clliであるので，この値はらせん鉄筋を

ある。

有する場合の下限となる。らせん鉄筋のない場合は付

簡易解析法でひびわれの進展を考臓したときの解は

着降下域での値が小さいので下限の推定は不可能であ

実験(M1に近い。しかし峨荷端付近で付満低下を起こし

る。実験１，２は補強筋のない場合で付着強度は64.0

ていると考えられる実験値に近いということは，簡易

琉球大学工学部紀要第２４号，1982年

6９

解析法自体，正解よりも小さ目に評価した式といえよ

義郎（現鴻池組），里正雄（現新井組），喜屋武哲，

う。らせん鉄筋を配置した時の付着強度は77.6kgf／

親泊宏（現栄光エンジニアリング）の諸君に謝意を表

函で，らせん鉄筋のないものよりも高くなっている。

する次第である。なお数値計算は本学計算センターの

これはcase-4で解析したように！らせん鉄筋がある

ｎ４ＣＯＭＭ－１８０を使用した。

ために付着降下域でも50～70kgf／Ｃｆの付着応力度を
保持しているからである。
4．あとがき

本研究では，コンクリートの塑性及びひびわれ面の
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