
論文 圧縮応力下における短繊維補強コンクリートの塩分浸透と透水性 
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要旨：コンクリート構造物の耐久性に関する要因の多くは，物質移動（水分，気体および

イオン）と関連している。特にイオンの浸透・拡散は，硬化体中における水の移動と関連

性が高いことが知られている。応力が作用したコンクリート内部は，ひび割れが生じてお

り，物質移動は応力が作用しない状態とは異なると考えられる。これまでに応力作用下に

おける塩化物イオンの浸透性について，実験的検討を行ってきたが，ここでは同様に応力

作用が透水に及ぼす影響を検討するとともに，塩化物イオン拡散係数との関連性について

検討を行うものである。 

キーワード：圧縮応力，塩分浸透，透水性，短繊維 

 

1. はじめに 

コンクリート構造物の多くは，社会基盤を構

成するものであり，その耐久性は重要な項目の

一つである。コンクリートの耐久性に関する要

因の多くは，物質移動性に関連するものであり，

塩化物イオンの浸透もその一つである。塩化物

イオンは，硬化体中の水分を媒体として，内部

へと浸透する。塩分浸透性のみならず，透水性

との関連を把握することも重要と考えられる。 

ここでコンクリート構造物は実環境において，

種々の応力作用下にある。応力が作用する状態

においては，内部状態が異なり，塩化物イオン

拡散係数および透水係数も無応力状態と異なる

ことが考えられる。したがって，応力作用がこ

れらに及ぼす影響および両者の関係を検討する

ことが必要である。 

著者らは，これまでに圧縮および引張応力が

作用する状態における短繊維補強コンクリート

の塩分浸透性 1），2）について検討を行っており，

応力が作用する状態における塩分浸透性は，載

荷による損傷を導入した後に応力の作用しない

状態で塩分浸透性を検討した結果 3）とは異なる

ことを明らかとしている。 

透水性においても同様に，硬化体中のひび割

れを含む内部構造により変化することが考えら

れる。塩化物イオンの浸透は，硬化体中の水の

移動によるところが多く，透水性状が変化する

ことは，塩化物イオンの浸透も変化し，耐久性

の低下および維持管理計画の変更につながるも

のと考えられる。 

そこで本研究では，既報の塩分浸透性に及ぼ

す応力の影響と併せて，応力作用下における透

水係数の変化を検討する。既往研究 1）で報告し

たフレームを用いて，応力下における加圧透水

試験を行い，透水性に及ぼす圧縮応力の影響を

検討するとともに，応力作用下における塩化物

イオンの拡散係数の変化 1）と透水の変化につい

て，両者の比較検討を行った。 

 

2. 研究概要 

2.1 使用材料，配合および供試体 

本研究で用いたコンクリートの配合および基
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本特性を表－１に示す。本研究では，W/C，単

位水量および s/a をそれぞれ 50％，175kg/m3 お

よび 0.52 の一定とし，ビニロン短繊維（以下，

PVA とする）を混入したコンクリートを作製し

た（混入率 Vf＝0.1％Vol.）。使用したセメント

は，普通ポルトランドセメント（密度：

3.14g/cm3）であり，細骨材は鵡川産川砂（密度：

2.70 g/cm3），粗骨材（Gmax=12mm）は砕石（密

度：2.77 g/cm3）を用いている。練混ぜ水は，一

般水道水とした。また本研究で使用した繊維は，

繊維径＝0.04mm，繊維長は 6 および 12mm の

PVA 繊維（密度＝1.3 g/cm3）である。本研究で

使用した繊維の特性を表－２に示す。 

上記配合によりコンクリートを作製した。供

試体は圧縮強度測定用にφ100×200mm，電気

泳動および応力下における加圧透水試験用に

100×100×200mm の角柱供試体を作成した。 

供試体は打設後 24 時間で脱型し，材齢 28 日

まで水中養生を行い，円柱供試体を用いて圧縮

強度の測定を行った。その他の角柱供試体につ

いては，引き続き材齢 91 日まで気中養生を行っ

た後，湿式コンクリートカッターを用いて厚さ

約 50mm に切断し，圧縮応力下における電気泳

動試験および加圧透水試験，さらに非破壊法に

よるひび割れ面積の測定を行った。 

表－１中に示したとおり，各供試体の圧縮強

度は，繊維混入の有無あるいは繊維長の違いに

よらず，いずれも 40N/mm2 程度である。 

2.2 電気泳動試験および加圧透水試験 

本研究では，応力が作用した状態における塩

分浸透性および透水性について検討を行ってい

る。各試験期間を通じて供試体に応力を作用さ

せるために，十分な剛性を有するフレーム（図

－１）を用いている。側面をシールした厚さ約

50mm の角柱供試体をフレームにセットしたの

ち，フレーム桁上下にあるボルトを締付け，供

試体に応力を導入する。導入する圧縮応力は，

フレーム軸上に貼付したひずみゲージを用いて

測定する。導入する圧縮応力は，各供試体にお

ける圧縮強度の 0（無応力），30 および 50％と

した。（以下，導入応力を圧縮強度で除したもの

を圧縮応力/強度比と示す）。なお要求応力を得

るために必要なひずみの値は予備実験により確

認を行っている。 
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図－１ 応力導入用剛性フレーム 

表－１ 供試体の配合および圧縮強度 

Vf W/C s/a W C Slump Air f'c(28)

[vol.%] [%] [kg/m3] [kg/m3] [cm] [%] [N/mm2]
Plain - 50 52 175 350 15.7 5.5 45.7

PVA 6 0.1 50 52 175 350 7.8 5.2 37.9
PVA12 0.1 50 52 175 350 6.0 4.5 42.1

Specimen

 
 

表－２ ビニロン短繊維の特性 

Density Length Diameter
Aspect Ratio

(l/d)
Tensile

Strength
Modulus of
Elasticity

[g/cm3] [mm] [mm] [N/mm2] [kN/mm2]
PVA 6 1.3 6 0.04 150 1600 40
PVA 12 1.3 12 0.04 300 1600 40

Fiber Material

Poly Vinyl
Alchol  
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(1) 電気泳動試験（非定常状態） 

図－２に応力を作用させた状態における電気

泳動法の概要図を示す。本研究では，Nord Test 

Build 492 –Non- Steady State Migration Test 

Method４）に準じて拡散係数を求めている。フレ

ームによる応力状態を保持したまま真空飽水し

た後，電気泳動試験に供した。所定の期間，電

気泳動を行った後，硝酸銀噴霧により浸透深さ

を求め，式（1）より拡散係数を算出した。なお

本研究で用いた電圧および試験時間は，15V，

24 時間の一定とした。 
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ここで，Dnssm：拡散係数（×10‐12m2/s），T：

温度（℃），U：適用電圧（V），t：試験時間（s），

L：供試体厚さ（mm），xd：浸透深さ（mm）で

ある。なお浸透深さは，供試体断面（100×

50mm）中の両端部を除く，中央 60mm におけ

る浸透深さを用いている。 

(2) 加圧透水試験 

本研究では，電気泳動で用いた供試体と同一

サイズの供試体（100×100×50mm）を用いて，

加圧透水試験を行った。応力導入までの過程は，

電気泳動法における手順と同一である。応力を

導入後，その状態を保持したまま加圧透水試験

装置（図－３）に設置し，実験を行う。試験水

圧は 0.3MPa，試験時間は 3 時間とした。所定の

時間加圧した後，供試体を割裂し，水の透水深

さを測定した。その平均値を用いて，次式によ

り 5）初期拡散係数を算出した。 

 

2

2
2

0 4 ξ
αβ
t
Dm

=            (2) 

 

ここで，β0
2：初期拡散係数（mm2/s または×

10‐6m2/s），Dm：平均浸透深さ（mm），t：水圧

を加えた時間（s），α：水圧を加えた時間に関

する補正係数（=t3/7）そして，ξ：水圧に関す

る係数 5）である。 

2.3 非破壊法による微細ひび割れの評価 

本研究では圧縮応力が作用した際に生じる内

部微細ひび割れを，既往の研究 6）により提案さ

れた手法を用いて検討した。この手法は，応力

の増加に伴う断面積の増加は，弾性変形による

変化（ポアソン比による）と，ひび割れの発生

による変化との和であるとの仮定によるもので

ある。つまり， 

 

crprtotal AAA ∆+∆=∆        (3) 

10% 
NaCl

0.3N 
NaOH
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図－２ 電気泳動試験の概要図 

 
図－３ 加圧透水試験装置 
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ここで，⊿Atotal：断面積の総変化，⊿Apr：ポ

アソン比の効果による断面積の変化および，⊿

Acr：クラックの発生に伴う断面積の変化である。

これらの仮定を基に，以下に示す式（4）により，

内部微細ひび割れが評価される。 

 
( )yxackAreaSpecificCr µεε −= 2    (4) 

 

ここで，εy：縦ひずみ，εx：横ひずみ，μi：

各供試体の弾性域におけるポアソン比（＝εx /

εy）の平均を用いている。またひび割れ面積の

単位は，ひずみと同一のμεとなる。 

測定法は，厚さ約 50mm に切断した角柱供試

体の表裏にひずみゲージを貼付する。載荷試験

装置に設置した後，載荷を行い，荷重の増加に

伴うひずみの変化を記録する。得られたひずみ

の値より，式（4）を用いて，内部微細ひび割れ

を算出するものである。 

 

3. 結果及び考察 

3.1 拡散および透水に及ぼす繊維の影響 

応力作用の無い状態において，繊維長の違い

が PVA 繊維補強コンクリートの加圧透水係数

に及ぼす影響を図－４に示す。図中には，各繊

維長における 2～4 個の平均値およびその最大

値，最小値を示している。 

繊維混入の影響として，拡散係数は若干の増

加を，また透水係数は，同程度あるいは若干の

低下を示すが，いずれもオーダー・レベルでの

変化は認められないことが確認される。試験実

施前において，繊維を混入することにより空隙

の連結性が増加し，拡散係数・透水性ともに増

加することが想定されたが，顕著な変化は認め

られなかった。さらに繊維長に注目すると，本

研究の範囲では，繊維長の長いもの（PVA12）

を用いた場合に，拡散係数・透水性ともに減少

する傾向にあることが明らかとなった。 

応力作用の無い状態において，繊維を混入す

る効果として，連続した空隙あるいは遷移帯な

ど物質の移動経路が遮断されるような効果が考

えられる。繊維長によりこの影響は異なり，本

実験の範囲では，繊維長の長いもの（PVA12）

を用いた方が繊維長の短いもの（PVA6）を用い

た場合と比較して，拡散係数・透水性ともに減

少するものと考えられる。 

3.2 圧縮応力下における拡散係数と透水性 

図－５に圧縮応力下における繊維補強コンク

リートの塩化物イオン拡散係数の変化を，また

図－６に圧縮応力下における透水性の変化を示

す。両図中の縦軸は塩化物イオン拡散係数 Dnssm

または初期拡散係数β0
2 を，また横軸は圧縮応

力強度比で示している。また図中には，各応力

強度比における 2～4 個の平均値およびその最

大値・最小値を示している。 

まず圧縮応力下における拡散係数について，

図－５よりいずれの応力強度比においても，繊

維を混入したコンクリートの拡散係数は，繊維

無混入のものよりも高い値を示すことが把握さ

れた。また繊維長の違いによる影響として，繊

維長の長いもの（PVA12）の方が短いもの

（PVA6）よりも低い値を示すことが明らかとな

った。また応力/強度比が拡散係数に及ぼす影響

として，低い（30≦σc/f ’c）応力/強度比を受け

た状態では，応力が生じていない状態よりも低

下する傾向にあることが示された。その後拡散

係数は，いずれの配合においても，応力/強度比

の増加（30→50％）に伴い，増加に転じること

が把握された。 
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図－４ 応力作用の無い状態における拡散係

数および透水係数と繊維長の関係 
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繊維補強コンクリートの透水性に及ぼす圧縮

応力の影響として，図－６より，圧縮応力が透

水性に及ぼす影響は，拡散係数と類似した傾向

を示すことが把握された。つまり，応力/強度比

が低い段階では，応力作用が無い状態と同等の

値を示し，その後，応力/強度比の増加に伴い透

水性も増加することが明らかとなった。繊維混

入及び長さの影響として，繊維長 6mm を用い

た際は，繊維無混入のものとほぼ同等の変化を

示し，繊維混入が透水性に及ぼす影響があまり

認められない。一方，繊維長の長いもの（PVA12）

を用いた際は，応力作用の無い状態あるいは，

応力/強度比が初期の段階（30≦σc/f ’c）では他

のものよりも低い値を示すものの，応力/強度比

が増加した際には，繊維無混入と同程度の透水

性を示すことが把握された。 

応力導入初期段階（30≦σc/f ’c）において，

応力作用の無い状態よりも低下する要因として，

圧縮応力に伴う圧密の影響によるものと考えら

れる。つまり，コンクリート中に元来存在する

ひび割れや空隙，あるいは遷移帯など物質の移

動経路が応力の影響により閉塞されるために生

じるものと考えられる。またその後応力/強度比

の増加に伴い拡散係数・透水性ともに増加を示

す要因は，応力/強度比の増加に伴い，コンクリ

ート内部の微細ひび割れが増加するために生じ

るものと考えられる。 

3.3 応力の増加に伴う内部微細ひび割れ 

既往の研究により提案された手法を用いて圧

縮応力の変化に伴う内部微細ひび割れの変化を

算出した結果を図－７に示す。図中の縦軸は算

出した微細ひび割れを，また横軸は，応力/強度

比を示している。これより繊維無混入（Plain）

においては，応力/強度比 30％程度から徐々に

ひび割れの増加が始まり，60％付近から著しい

増加を示すことが示された。また PVA6mm 繊維

を混入したコンクリートに関しては，応力/強度

比 50～60％程度まで顕著な増加を示さず，応力

/強度比 60％付近からひび割れの増加を示す。

さらに PVA12mm 繊維を混入したコンクリート

に関しては，応力/強度比が低い段階から徐々に

増加を示しており，応力/強度比 60％付近まで

は，Plain よりも高い値を示すことが明らかとな

った。ただし，繊維を混入したコンクリートは
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いずれも応力/強度比 80％程度においては，繊

維無混入よりもひび割れが抑制されていること

が明らかとなった。 

3.4 拡散と透水の関係 

圧縮応力を受けるコンクリートの拡散係数と

透水性との関係を図－８に示す。図中の値は各

供試体における平均値をプロットしたものであ

る。また図中の線は，回帰曲線を示している。 

これより拡散係数と透水性の関係は，繊維混

入の有無により異なることが把握された。繊維

を混入したコンクリートの方が，透水性の変化

に対する拡散係数の変化が小さいことが明らか

となった。 

 

4. まとめ 

本研究では，塩化物イオン拡散係数および加

圧透水係数に及ぼす圧縮応力の影響を実験的に

検討した。さらに応力作用下における両者の関

係性について検討を加えた。本研究で得られた

結果を以下にまとめる。 

まず，応力作用が無い状態において， 

(1) 繊維を混入したコンクリートの拡散係数は，

繊維無混入のものと比較して，若干の増加

あるいは同等の値を示す。一方透水係数は，

同等あるいは若干低下する傾向を示す。 

(2) 拡散係数，透水係数ともに繊維長の長いも

のを用いると低下する傾向を示す。 

次に，圧縮応力が作用した状態において， 

(3) 繊維補強コンクリートの拡散係数および透

水性に及ぼす応力強度比の影響は，低応力/

強度比においては応力の作用しない状態よ

りも低下する傾向を示し，その後，応力/

強度比の増加に伴い増加する 

(4) 圧縮応力の増加に伴い，ひび割れが増加す

る。その傾向は，繊維の有無および長さに

より異なるが，応力強度比 80％程度まで載

荷した際，繊維混入したものの方がひび割

れは低い値を示す。 

(5) 拡散係数と透水との関係性は，応力作用の

有無によらず，相関関係が認められる。ま

た繊維を混入したコンクリートは，無混入

のものよりも透水の変化に対する拡散変化

が低くなることが把握された。 

 

参考文献 

1） 迫井裕樹，志村和紀，堀口敬：コンクリー

トの塩分浸透に及ぼす静的圧縮載荷の影響，

第 60 回土木学会年次学術講演概要集，

pp.385-386，2005 

2） 迫井裕樹，堀口敬，志村和紀：引張載荷状

態における短繊維補強コンクリートの塩分

浸透抵抗性，コンクリート工学年次論文集，

Vol.28，No.1，pp.947-952，2006 

3） C.C.Lin, N. Gowripalan and V. Sirivivatnanon: 

Microcraking and chloride permeability of 

concrete under uniaxial compression, Cement 

and Concrete Composites, Vol.22, pp.353-360, 

2000 

4） Nordtest NT BUILD 492, Chlordie migration 

coefficient from non- steady state migration 

experiment, Nordtest, Finland, 1992 

5） 村田二郎，越川茂雄，伊藤義也：コンクリ

ートにおける加圧浸透流に関する研究，コ

ンクリート工学論文集，Vol.11，No.1，

pp.61-74，2000.1 

6） Y.H.Loo: A new method for microcrack 

evaluation in concrete under compression，

Materials and Sructures ,Vol.25，pp.573-578，

1992 

0 1 2 3 4 5
10

15

20

25

Water Permeability, β0
2 [×10-6 m2/s]

D
iff

us
io

n 
Co

ef
fic

ie
nt

, 
D

ns
sm

 [
×

10
-1

2  m
2 /s

]

Vf=0.1%vol.

ln Dnssm=0.34β0
2+1.36

          (r=0.98)

ln Dnssm=0.12β0
2+2.42

          (r=0.82)

0% 30% 50%
Plain
PVA 6
PVA12

σc / f 'c

図－８ 拡散係数と透水係数の関係性 

 

-1034-


