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要旨：本研究では，高靱性セメント系複合材であるECCについて，一軸引張の静的および疲

労試験を実施した。試験体はドックボーン型と称されるものを使用し，試験区間を明確にす

るため，上・下端部に改良を加えている。静的試験結果より，静的強度特性，ひび割れ分布，

ひび割れ間隔，ひび割れ密度(cm/m2)が明らかになった。一方，疲労試験結果よりは，2 種類

(ひび割れ導入の有無)の試験体を用意し，疲労強度曲線(S-N線図)が得られた。ひび割れに関

しては，マイクロスコープ(50 倍)を用いて，特定したひび割れを定点観測した。 

キーワード：高靱性セメント系複合材料，一軸引張強度，ひび割れ，疲労耐久性 

 

1. はじめに 

 高靱性セメント系複合材料である ECC

（Engineered Cementitious Composite）は，マトリ

ックス材｛セメント･水･細骨材･混和材（剤）か

ら構成｝に繊維を混入させて，ひび割れ発生後

も繊維の架橋効果により，ひび割れ発生強度以

上の引張力を負担することができる。そのため

に，ECCはひずみ硬化型の力学的特性を有して

おり，高靱性で延性をもち，ひび割れ分散が高

められ，ひび割れ幅を小さく抑制させるように

開発されたセメント系材料である1)。 

 近年，コンクリート構造物の耐久性について

の関心が高まっている。そこで，コンクリート

構造物の劣化は，ひび割れ面からコンクリート

内部へと水分が浸透すると，ひび割れていない

一般部と比べて大きく進展する。コンクリート

構造物の長寿命化を図るには，コンクリート部

材の「ひび割れ抵抗」を向上させることが有効

である。とりわけ，過酷な環境下において長寿

命化を図る場合，ひび割れ制御(または抑制)が重

要な因子となる。コンクリートの長寿命化を図

る方策として，コンクリートにプレストレスを

導入する方法，コンクリートに繊維を混入する

方法，などが考えられている。また，橋梁上部

工(道路・鉄道)におけるコンクリートの引張域へ

の適用に当たり，疲労荷重が作用する場合，そ

れらの部材に使用されるコンクリートの耐疲労

性状を明確にしておくことが必要である。これ

まで，ECCの引張疲労に関する性能評価は，も

っぱら梁の曲げ疲労試験によりなされているも

のの，直接軸引張による疲労試験結果でなされ

たケースが少ないようである2)。これは，直接軸

引張により疲労荷重を作用させるには，高度な

試験設備と技術を要するため，と考えられる。 

一般に多用されている梁の曲げ疲労試験では，

ひび割れに伴って中立軸が変動し，断面の応力

勾配が逐次変化していくため，断面性能を評価

することが難しい，という問題も指摘される。

一方，一軸直接軸引張による疲労試験では，断

面内の応力は繰返し載荷中でも一様であるので，

力学挙動を比較的簡単に取り扱うことができる，

と考えられる。 

 そこで本研究では，ECCが有する優れた引張

力学特性に着目し，ECCが引張域に適用された

場合を想定して，試験時に導入される応力が明

解である軸引張力による疲労試験を実施するこ

とにした。本実験の目的は，静的試験によって

静的強度特性，ひび割れ分布，ひび割れ間隔，
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ひび割れ密度(cm/m2)を計測し，また，疲労試験

においては疲労強度曲線（S-N線図）を得ること

である。また，ひび割れに関しては，マイクロ

スコープ(50 倍)を用いて，特定したひび割れに

ついて定点観測した。 

 

２. 試験体および試験方法 

2.1 試験体の種類および使用材料 

 試験体は，角柱型試験体（100×100×400mm）

の中央部の両側面に深さ 15mm の切欠きを設け

ているものと，ドッグボーン型試験体（100×100

×400mm）の中央に平行部（60×100mm，長さ

100mm，以下，試験区間と称す）を設けたもの

で，試験体中央の試験区間以外の上・下端の 4

面に炭素繊維補強板（以下，CCFP と称す）を貼

付したもの，貼付していないものの 2 種類，の

計 3 種類のものを用意した。なお，CCFP を貼付

した試験体は，試験区間を限定して詳細なひび

割れ観察ができるように，従来のドッグボーン

型試験体を改善したものである。これらの試験

体形状を図－１に示す。試験体の種類と名称を

表－１に示す。試験体の種類と名称は，静的試

験を S ケースとし，疲労試験を F ケースとした。

また，試験体の形状で，角柱型試験体を S タイ

プ，ドッグボーン型試験体を DB タイプとし，

ドッグボーン型試験体に CCFP を貼付したもの

を DBC タイプとした。 

図－1 試験体形状 

(b) ドッグボーン型 

(前後：平行面，左右：くびれ面) 

(a) 角柱型 

 また，ひび割れを導入した試験体において，

軽度のダメージ（発生ひずみ：500μまたは，ひ

び割れ本数：1本/面）を導入した試験体をDSDBC

シリーズ，また，重度のダメージ（発生ひずみ：

2000μまたは，ひび割れ本数 2～3 本/面）を導入

した試験体を DBDBC シリーズとした。試験体

のECCの配合表とECC混入繊維の特性を表－２，

表－３に示す。 

改良型パイゲージ 

ひずみゲージ 

ワイヤー式変位計 

写真－1 測定状況 図－2 マイクロスコープ

のシステム図 

マイクロスコープ
（レンズの倍率：50倍）

ビデオキャプチャ

パソコン
表－3 ECC 混入繊維の特性 

LF Df σfu Ef

(mm) (μm) (GPa) (GPa)
ビニロン
(PVA-R)

使用繊維

12.0 40.0 1.6 40

W/C(C+FA) 単位水量 S/(C+FA) 繊維混入量

(%) (kg/m
3
) (%) (Vol %)

42.2 350 70 2.0

W:水，C：セメント，FA:フライアッシュ，S:細骨材

表－2 ECC の配合表 

表－1 試験体の種類と名称 
試験方法 試験体形状
（ケース） （タイプ）
静的(S) SS 1
疲労(F) FS 2
静的 SDB 4
疲労 FDB 1
静的 SDBC 2
疲労 FDBC 4

疲労（軽度）(DS) DSDBC 5
疲労（重度）(DB) DBDBC 7

試験体数

 ドッグボーン＋ 炭
素繊維補強板

（DBC）

試験体名

角柱(S)

 ドッグボーン(DB) 
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(a) SS-１(切欠き部) 

(c) SDBC-１(試験区間) (b) SDB-2(全体)

破断線

破断線 

試
験

区
間

① ② ③ 
の観測断面 

ひび割れ間隔 

10mm 10mm

破断線

ひび割れ幅の定点観測ライン

図－3 ひび割れ発生状況（破壊時） 

15mm 

2.2 試験方法 

試験方法は，試験体の試験機への定着は，ECC

試験体の上・下両端内に埋め込まれたネジ部を

試験機の載荷プレートにナットで締結すること

により行った。静的試験は，載荷速度を 0.05～

0.10mm/min に設定した。疲労試験は,部分片振り

載荷により，正弦波形の繰返し荷重を載荷速度

5Hz で与えた。疲労試験の上限荷重は，下限荷

重を 0.5kN 一定とし，種々設定した（表－７参

照）。ひずみ測定は，所定の回数で疲労試験機を

停止させ，試験体に取付けた改良型パイゲージ

(平行面：2 台)，ワイヤー式変位計(くびれ部：2

台)，コンクリート用ひずみゲージ(4 枚)を用いて

行った。測定状況を写真－１に示す。なお，疲

労試験は，繰返し回数 1000 万回を上限とし，試

験を打切った。ひび割れ観測用マイクロスコー

プのシステム図を図－２に示す。 

 

３．静的試験結果 

3.1 ひび割れ発生状況 

ひび 割れ発生状況として，各試験体において

代表的な，SS-1(切欠き部近傍)・SDB-2(全体)・

SDBC-1(試験区間)の破壊時における展開図を図

－３に示す。まず，角柱型の SS-1 とドッグボー

ン型で CCFP を貼付していない SDB-2 を比較す

ると，SS-1 が切欠き部近傍にひび割れが集中し

ているのに対して，SDB-2 は試験体全体にひび

割れが分散していることがわかる。これは，試

験体形状の違いにより切欠きを設けた SS-1 では

ECC であっても，ひび割れが分散しなかったこ

とによるものと考えられる。一方，ドッグボー

ン型の SDB-2 と SDBC-1 の CCFP を貼付の有無

で比較すると，SDB-2 は試験体全体にひび割れ

が発生していることがわかる。そのため，試験

区間外にひび割れが発生したことにより，ひず

みや伸びを正確に評価することが難しいと考え

られる。しかし，CCFP を貼付した試験体 SDBC-1

は試験区間を限定することができ，その区間内

でひび割れが発生するため，ひずみや伸びを正

確に評価することができ，ひび割れ観察も容易

に行える，と考えられる。 

表－4 ひび割れ間隔（破壊時） 

平行面 くびれ面 全面
（2面平均） （2面平均） （4面平均）

SDB-1 18.2 15.1 16.6
SDB-2 7.2 6.5 6.9
SDB-3 38.1 28.3 33.1
SDB-4 74.2 69.4 71.7

平行面 くびれ面 全面
（2面平均） （2面平均） （4面平均）

SDB-1 10.8 10.5 10.6
SDB-2 6.9 7.1 7.0
SDB-3 29.4 29.5 29.5
SDB-4 75.0 60.3 66.8

SDBC-1 6.0 8.5 7.0
SDBC-2 10.7 5.9 8.3

試験体名

試験体名

ひび割れ間隔（全体）（mm）

ひび割れ間隔（試験区間）（mm）

3.2 ひび割れ間隔 

 静的試験によって得られたひび割れ間隔の一

覧を表－４に示す(縦 3 断面の平均値/面：図－３

(b)参照)。この表より明らかなように，CCFP を

貼付していない SDB シリーズは，試験体全体お

よび試験区間において，ひび割れ間隔のバラツ

キが大きいのに対して，CCFP を貼付した試験体

SDBC シリーズはひび割れ間隔のバラツキが小

さく収束していることがわかる。これは，試験
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表－5 ひび割れ密度一覧（破壊時） 

平行面 くびれ面 全面

（2面平均） （2面平均） （4面平均）

SS-1 405.0 250.0 327.5
SDB-1 1539.2 2188.8 1864.0
SDB-2 1924.3 2405.0 2164.7
SDB-3 824.3 1195.0 1009.7
SDB-4 441.9 633.8 537.8

SDBC-1 15183.3 10755.0 12969.2
SDBC-2 5691.7 5880.0 5785.8

平行面 くびれ面 全面

（2面平均） （2面平均） （4面平均）

SDB-1 4883.3 4950.0 4916.7
SDB-2 7075.0 5460.0 6267.5
SDB-3 2125.0 2450.0 2287.5
SDB-4 458.3 1105.0 781.7

SDBC-1 15183.3 10755.0 12969.2
SDBC-2 5691.7 5880.0 5785.8

試験体名

試験体名

ひび割れ密度　M　 (cm/m
2
)　（全体）

ひび割れ密度　M 　(cm/m2)

（試験区間である平行部に限定したもの）

体に CCFP を貼付することによって，ひび割れ

間隔のバラツキが抑えられる，と考えられる。

そして，ひび割れの分散が特に良好だった試験

体 SDB-2 と SDBC-1 について，ひび割れ間隔を

比較すると，総じてあまり差異がないこともわ

かる。 

3.3 ひび割れ密度 

 本研究ではひび割れ密度を ECC のひび割れ分

散の指標になる，と考えた。ここで，ひび割れ

密度とは，単位面積当たりのひび割れ長さの総

和である。そこで，静的試験で得られたひび割

れ密度の一覧を表－５に示す。この表より明ら

かなように，CCFP を貼付した SDBC シリーズと

CCFP を貼付しなかった SDB シリーズのひび割

れ密度を試験区間内について比較すると，SDBC

シリーズのほうが総じて大きな値を示している

ことがわかる。また，CCFP を貼付していない試

験体 SDB シリーズは，バラツキが非常に大きい

(約 8 倍)のに比べて，CCFP を貼付した試験体

SDBC シリーズはバラツキがやや少ない(約 2.2

倍)結果となった。これは，CCFP を貼付するこ

とによって，試験区間を限定することにより，

ひび割れ密度のバラツキが抑えられた結果であ

るといえる。 

図－4 ひび割れ間隔とひび割れ密度 
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表－6 静的試験結果 

初期
ひび割れ応力

v (mm/min) σｃｒ (N/mm
2
) ft (N/mm

2
) E (kN/mm

2
)

SS-1 0.060 － 2.3 －
SDB-1 0.100 2.0 2.0 10.9
SDB-2 0.050 2.3 3.0 16.7
SDB-3 0.075 1.9 2.3 12.6 *)

SDB-4 0.060 2.0 2.6 15.1
平均 0.070 2.1 2.5 14.2

SDBC-1 0.050 2.6 3.6 19.1
SDBC-2 0.050 2.3 2.6 4.4 ***)

平均 0.050 2.5 3.1 19.1

**) 1/3割線剛性
***)伸び剛性については，特異な値を示しめしているので，平均から除外した

*) 試験体名：SDB-3の破壊が試験区間外で起こったため，
   すべての項目の平均から除外した

伸び剛性
**)

試験体名
載荷速度 引張強度

 図－４にひび割れ間隔とひび割れ密度の関係

を示す。この図より明らかなように，SDB シリ

ーズは，ひび割れ間隔が小さくなることに従い，

ひび割れ密度が大きくなる，と言う傾向を示し

ていることがわかる。一方，CCFP を貼付した

SDBC シリーズは，ひび割れ間隔の違いが小さい

ものの，ひび割れ密度の値に大きく違いが生じ

ていた。これは ECC の特徴であるひび割れ分散

に大きな違いが生じていたため，と見られる。

そして，本試験のような ECC の試験体のひび割

れの最小間隔は，ほぼ 7mm である，と言える。 

図－5 引張応力とひずみ関係 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0 10000 20000 30000 40000
ひずみ（μ）

引
張

応
力

(N
/
m

m
2
)

SDBC-1(100×60)

円柱型(既往の研
究):(φ100)

ダンベル型(既往の
研究):(30×13)

改良型パイゲージ

3.4 応力－ひずみ関係 

 表－６に静的試験結果一覧を示す。また，改

良型パイゲージにより得られた引張応力－ひず

み関係を図－５に示す（SDBC-2 の試験体は表－

６より明らかなように，伸び剛性が特異な値を
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示していたので，省いている）。なお，同図には

既往の研究2)で得られた関係（包絡線）も併記し

ている。表－６より明らかなように，SDBシリ

ーズの試験は，載荷速度を変化させて行った。

その結果，初期ひび割れ発生応力・引張強度に

大きな差は見られなかった。また図－５の応力

－ひずみ曲線からも明らかなように，SDBC-1 の

結果は初期ひび割れが発生した後も，応力が低

下することなく，逆にひび割れ面に架橋されて

いる繊維の補強効果により，ひずみ硬化を呈す

る現象が起こり，なだらかではあるがひずみの

進行とともに応力が増加する傾向を示した。ま

た，このひずみ性状の傾向は，既往の研究結果

（2 つの研究成果）と比較すると，ほぼ中間的な

値を示し，同様な結果が得られていることがわ

かる。 

 

４．疲労試験結果 

4.1 破壊に至るまでの繰返し回数とひび割れ幅 

 代表的な破壊に至るまでの繰返し回数とひび

割れ幅の関係を図－６に示す｛（a）に重度のダ

メージを導入したDBDBC-1，（b）にDBDBC-3｝。

なお，このひび割れ幅は，破断線に着目した破

壊に至るまでのひび割れを定点観測したもので

ある。また，マイクロスコープで撮影した代表

的なデジタル画像を使い，繰返し載荷回数ごと

のひび割れを写真－２に示す｛（a）に重度のダ

メージを導入したDBDBC-1，（b）にDBDBC-3｝。

図－６より明らかなように，載荷回数が増える

につれて，ひび割れ幅が増加していることがわ

かる。また，同図（b）において繰返し回数 1000

回で着目したひび割れ幅が 0.149mm から

0.088mmまで減少しているが，それは着目してい

るひび割れ以外にも複数のひび割れが発生し，

図－6 破壊に至るまでの繰返し回数と

ひび割れ幅の関係 

(b) DBDBC-3 
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写真－2 ひび割れ詳細写真（マイクロスコープによる観測） 
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表－7 疲労試験結果一覧 

fmin (kN) fmax (kN) σmax (N/mm2) N (×10４)
FDB-1 12.7 2.1 6.7

FDBC-1 13.9 2.4 14.4

FDBC-2 10.2 1.7 1000(破壊せず)

FDBC-3 11.1 1.9 43.5

FDBC-4 10.8 1.8 797.1

DSDBC-1 * 11.2 1.9 3.6

DSDBC-2 * 10.6 1.8 112.7

DSDBC-3 * 11.8 2.0 8.4

DSDBC-4 * 10.1 1.7 580.6

DSDBC-5 14.0 2.4 2.2

DBDBC-1 * 10.0 1.7 8.0

DBDBC-2 * 8.7 1.5 7.3

DBDBC-3 * 7.1 1.2 22.8

DBDBC-4-1 * 4.7 0.8 1000(破壊せず)

DBDBC-4-2 * 5.9 1.0 1000(破壊せず)

DBDBC-5 * 6.5 1.1 201.0

DBDBC-6 * 11.8 2.0 1.9

DBDBC-7 * 11.8 2.0 3.7

試験体名
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図－7 S-N 線図 

*：マイクロスコープによるひび割れ観察
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ず，ひび割れを導入していない FDBC シリーズ

と軽度のひび割れを導入した DSDBC シリーズ

を比較すると，S-N 曲線の傾きと値に大きな差が

見られなかった。しかしながら，重度のダメー

ジを導入した DBDBC シリーズの結果は，FDBC

シリーズと DSDBC シリーズに比べて，S-N 曲線

の傾きが急になり，高サイクル領域ほど疲労強

度が低くなることがわかる。これは，ECC に大

きなダメージが与えると，疲労破断するひび割

れが特定でき，開口しているひび割れに架橋し

ているビニロン繊維自身の疲労強度が得られた

ことによるため，と考えられる。 

 表－７に疲労試験結果の一覧を示す。また，

図－７に S-N 線図を示す。図－７の S-N 線図よ

り，ECC の疲労強度曲線が明らかとなった。ま

ず，ひび割れを導入していない FDBC シリーズ

と軽度のひび割れを導入した DSDBC シリーズ

を比較すると，S-N 曲線の傾きと値に大きな差が

見られなかった。しかしながら，重度のダメー

ジを導入した DBDBC シリーズの結果は，FDBC

シリーズと DSDBC シリーズに比べて，S-N 曲線

の傾きが急になり，高サイクル領域ほど疲労強

度が低くなることがわかる。これは，ECC に大

きなダメージが与えると，疲労破断するひび割

れが特定でき，開口しているひび割れに架橋し

ているビニロン繊維自身の疲労強度が得られた

ことによるため，と考えられる。 

  

５．まとめ ５．まとめ 

今回，軸引張による ECC の試験体を用いて，

静的および疲労試験を実施した。その結果を以

下に要約する。 

今回，軸引張による ECC の試験体を用いて，

静的および疲労試験を実施した。その結果を以

下に要約する。 

1) 従来のドッグボーン型に対して，試験区間を

限定して詳細なひび割れ観察ができるよう

に CCFP を貼付して改良を加えた提案型試

験体を用いた試験方法の妥当性が確認でき

た。 

1) 従来のドッグボーン型に対して，試験区間を

限定して詳細なひび割れ観察ができるよう

に CCFP を貼付して改良を加えた提案型試

験体を用いた試験方法の妥当性が確認でき

た。 

2) 図－４に示すひび割れ間隔とひび割れ密度

の関係から明らかなように最小ひび割れ間

隔を特定することが可能となり，ひび割れ密

度は，ECC のひび割れ分散の評価指標に適用

できる。 

2) 図－４に示すひび割れ間隔とひび割れ密度

の関係から明らかなように最小ひび割れ間

隔を特定することが可能となり，ひび割れ密

度は，ECC のひび割れ分散の評価指標に適用

できる。 

3) 写真－２のように，ECC の微視的なひび割れ

観察に，マイクロスコープを用いて観察する

ことは有効である。 

3) 写真－２のように，ECC の微視的なひび割れ

観察に，マイクロスコープを用いて観察する

ことは有効である。 

4) 本疲労試験結果より，ダメージの有無とダメ

ージの程度に関する ECC の S-N 線図が得ら

れた。ECC は大きなダメージを受けると，ビ

ニロン繊維自身の疲労強度となり，大きく疲

労強度が低下した。 

4) 本疲労試験結果より，ダメージの有無とダメ

ージの程度に関する ECC の S-N 線図が得ら

れた。ECC は大きなダメージを受けると，ビ

ニロン繊維自身の疲労強度となり，大きく疲

労強度が低下した。 

  

参考文献 参考文献 

1) 福田一郎ほか：高靱性セメント複合材料に生

ずる引張ひずみとひび割れ幅の関係に関す

る実験的検討，コンクリート工学年次論文集，

pp353-358，Vol.28，No.1，2006 

1) 福田一郎ほか：高靱性セメント複合材料に生

ずる引張ひずみとひび割れ幅の関係に関す

る実験的検討，コンクリート工学年次論文集，

pp353-358，Vol.28，No.1，2006 

2) 日本コンクリート工学協会：高靱性セメント

複合材料の性能評価と構造利用研究委員会

2) 日本コンクリート工学協会：高靱性セメント

複合材料の性能評価と構造利用研究委員会

報告書，2002.1 報告書，2002.1 

-356-


	1. はじめに 
	２. 試験体および試験方法 
	2.1 試験体の種類および使用材料 
	2.2 試験方法 
	３．静的試験結果 
	3.1 ひび割れ発生状況 
	3.2 ひび割れ間隔 
	3.3 ひび割れ密度 
	3.4 応力－ひずみ関係 
	４．疲労試験結果 
	4.1 破壊に至るまでの繰返し回数とひび割れ幅 
	4.2 S-N線図 
	５．まとめ 
	参考文献 


