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要旨：本研究は，有機繊維種類別の調合比および混入率変化によるコンクリートの耐火性能

に関する基礎的特性について検討した。その結果，繊維を混入することによって，流動性は

全てが低下する傾向を示すが，PVA 繊維と PP 繊維，NY 繊維と PP 繊維を調合して混入した

場合が最も良好であった。耐火試験後の爆裂特性は，PP 繊維混および PVA+PP 繊維を同時

に混入した場合は，繊維混入率が 0.10vol.%において，その爆裂防止の効果が確認できた。

また，NY 繊維と PP 繊維を調合使用した場合は，0.05vol.%でも爆裂防止の効果があり，最

も良好な爆裂防止性状を示した。 

キーワード：有機繊維，高強度コンクリート，爆裂防止，残存圧縮強度 

 

1. はじめに 

 近年，建築構造物はその機能と目的の多様化

および超高層化により，最も高い強度のコンク

リートが求められている。 

高強度コンクリートは，優秀な性能を有する

一方， 普通強度コンクリートとは違い，組織が

緻密化されているため，火災時構造物の部材表

面が剥離または，脱落する爆裂現象が多くの研

究者によって確認されている 1)~5）。爆裂現象は深

刻な場合，構造物の崩壊にまで至るとされてい

るが，いままで，広く活用されている爆裂防止

技術は，耐熱性が小さいポリプロピレン繊維を

コンクリートに一定比率で混入する方法がある

6-7) 。 

これについては，爆裂発生の主要な原因を内

部で発生する水蒸気による圧力と捕らえており，

高温時，混入されている繊維が溶けてできた空

隙を通じて内部の水蒸気が外部に排出させるこ

とを狙ったものである。しかし，ポリプロピレ

ン繊維を利用する工法の場合，超高強度化によ

って繊維混入率が増加し，フレッシュコンクリ

ートの流動性を大きく低下させる可能性がある

ため，今後解決すべきの問題点である。 

そこで，本研究では爆裂防止方法として有機

繊維を使用する場合，多量の繊維使用による流

動性低下の問題点の解決方法として有機繊維を

調合使用する方法について検討を行った。すな

わち，ポリプロピレン（以下 PP)繊維，セルロー

ス（以下 CL)，ポリビニルアルコール（以下 PVA)

およびナイロン（以下 NY)繊維を調合使用して

フレッシュコンクリートおよび硬化コンクリー

トの基礎的な特性と耐火特性について検討した。 

 

2. 実験概要 

2.1 実験計画 

本研究の実験計画を表―１に，コンクリート

の配合を表―２に示す。水結合材比(W/B)は，セ

メントに対する質量比でフライアッシュ 20％と

シリカフューム 10％を同時に置換した水結合材

比 25％の１水準に対して PP 繊維を混入してな

い試料をプレーンとした。有機質繊維の繊維種

類変化によっては，高強度コンクリートの爆裂

防止手法としてよく用いられているPP繊維を基

準とし，PP 繊維のみを使用した１水準，CL+PP， 
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PVA+PP および NY+PP 繊維を体積比 1：1 比率

で調合した 3 水準にとした。また，繊維混入率

はそれぞれ 0.05，0.1 および 0.15vol.%とした。 

プレーンコンクリートの目標スランプフロー

は，高流動コンクリートの範囲で繊維混入によ

る低下を考えて 700±50mm とし，目標空気量は

3.0±0.5%とした。 

2.2 使用材料 

本実験に用いた材料は，シリカフュームを除 

いた全てのものは韓国産である。セメントは普

通ポルトランドセメント(密度：3.15g/cm3，粉末

度：3，302cm2/g)を，細骨材は 5mm ふるいを 100%

通過した砕砂と川砂を 6:4 比率で混合した混合

砂（粗粒率 2.81，密度：2.60g/cm3）を使用し，

粗骨材は密度 2.61g/cm3，粗粒率 6.56 の砕石を用

いた。混和材料として，フライアッシュは密度

2.21g/cm3，粉末度 4，061cm2/g のものを，シリ

カフュームは密度 2.20g/cm3，粉末度 200，

000cm2/g)のものを用いた。また，混和剤はポリ

カルボン酸系高性能減水剤および AE 剤を用い

表―１ 実験計画 

実験要因 実験水準 

W/B(%) 1 25 

目標フロー(mm) 1 700±1001) 

目標空気量(%) 1 3.0±0.5 

混和材置換(%) 1 FA 20% + SF 10% 

調合繊維の種類 

および調合比 
4 

∙PP 
∙CL+PP(1：1) 

∙PVA+PP(1：1) 

∙NY+PP(1：1) 

調 
合 
事 
項 

繊維混入率 (Vol.%) 4 01)， 0.05， 0.10， 0.15 

フレッシュコンクリート 
∙ スランプフロー，50㎝到達時間 

∙ 空気量 

強度 ∙ 圧縮強度 

測 

定 

項 

目 
硬化 

コンクリート 
耐火試験 ∙ 爆裂有無 ∙ 爆裂等級 ∙ 残存圧縮強度 

1) プレーン基準 

 

表―３ 有機繊維の物理的性質 

繊維種類 長さ(mm) 直径(mm) アスペクト比 密度(g/㎤) 引張強度(MPa) 融解点(℃) 

PP 繊維 19 0.040 475 0.91 560 160 

PVA 繊維 6 0.016 375 1.26 1,073 220 

CL 繊維 3 0.015 195 1.50 488 260 

NY 繊維 6 0.012 500 1.15 918 220 

表―２ コンクリートの調合 

単位質量 (kg/m3) W/B 
(%) 

W 
(kg/m3) 

ｓ/a 
(%) 

AE/Ｃ 
 (%) 

SP/Ｃ
(%) C FA SF S G 

25 160 45 0.04 1.30 448 128 64 660 810 
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た。繊維種類は PP 繊維，CL 繊維，PVA 繊維お

よび NY 繊維を用いた。繊維の物理的性質を表

―３に示す。 

 2.3 試験方法 

試験方法としてコンクリートの混合は強制式

コンクリートミキサーを用いて混合した。フレッ 

シュコンクリート試験として，スランプフロー試

験は ASTM C 1611，500mm 到達時間は， JASS 5 

基準および JSCE SCC(Self Compacting Concrete)の

性能評価基準の規格を，空気量は ASTM C 138 規

定に準じて行った。また，硬化コンクリートの試

験は，圧縮強度の場合∅100×200mm 供試体を製

作し， 想定の材齢でASTM C 39により実施した。

耐火実験は，試験体を床加熱炉の床に設置して

ISO-834 の標準加熱曲線に準して１時間非加力の

条件で実施した。供試体の爆裂性状は目視で観察

し，爆裂等級は爆裂発生の程度によって，質量減

少率を基準として表―４のように分類し，残存圧

縮強度率は爆裂等級2等級以内の試験体に対する

加熱前の試験体と比較を行った。  

 

3. 実験結果および考察 

3.1 フレッシュコンクリートの特性 

 図―１に，調合有機繊維の混入率の変化による

フレッシュコンクリートのスランプフロー値を

示す。  図―１（ａ）のスランプフロー試験結果

によると，繊維を混入しないプレーンコンクリー

トの場合，目標フロー値を満足するが，繊維混入

率の変化によっては，混入率が増加するほど流動

性が大きく低下することがわかる。特に，PP 繊

維を単独に使用した試験体の場合は，混入率 

0.10~0.15vol.%でも流動性の低下が大きい。一方，

繊維を調合して使用した調合有機繊維は，繊維の

混入率の増加によって流動性の低下が比較的小

さく，流動低下に対する効果を確認できた。この

ような現象は図―１（ｂ）の 50 ㎝到達時間でも

同様であり，繊維を調合して使用した試験体の場

合は，繊維混入率に関係なく JSCE の SCC の性能

評価の基準で決めた１等級の範囲を満足するこ

とがわかる。 

 

a) スランププロー 

 

b) 50ｃｍ到達時間 

図―1 調合有機繊維試料の流動特性 

 

図―２は，調合有機繊維の混入率の変化による

試験体の空気量を示す。全般に繊維混入率が増加 

するほど，流動性の低下により，空気量が増加し

ているが，流動性の低下の幅が小さい試験体の場

表－４ 爆裂の等級 

等級 基準 

1 等級 質量減少率 0～25% 

2 等級 質量減少率 25～50% 

3 等級 質量減少率 50～75% 

4 等級 質量減少率 75～100% 
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合は，純粋な繊維自体の影響によって，空気量が

減少した。   

3.2 硬化コンクリートの特性 

(1) 強度特性 

図―３は，調合有機繊維の混入率の変化による

材齢 28 日の圧縮強度を示したものである。 

 プレーンの場合，材齢 28 日において 80MPa 以

上の超高強度を示した。また，繊維混入率の増加

によっては，多少低下する傾向を示す。これは， 

有機繊維の混入率が増加するほど有機繊維とコ

ンクリートとの附着性が低下するためと考えら

れる。 

(2) 爆裂特性 

写真―1および 写真―２は，プレーンおよび調

合有機繊維を混入した試験体の耐火試験後の爆

裂性状及び爆裂等級を示したものである。 

 写真―１のプレーンコンクリートでは当然の

ことであるが，激しい破壊現象が発生した。これ

は，超高強度の調合による緻密な組織と，小さな

空隙による内部の水蒸気圧力の増加，温度による

耐力低下などの複雑な原因によるものと考えら

れる。すなわち，部材の毛細管空隙に存在する

剰余水とそのほかのゲル水，吸着水などは部材

温度の増加により，段階的に水蒸気化する。こ

の場合、発生する水蒸気は部材の緻密な組織に

起因して円滑に外部に放出されず，一部が内部

に蓄積され，時間経過に従って高い水蒸気の圧

力が作用するが，蓄積された水蒸気の圧力がコ

ンクリートの引張強度より大きくなるとコンク

リートが急激に降伏し，写真―１のように破壊

爆裂現象が発生することが知られている。 

一方，写真―２の PP 繊維および調合有機繊維

を使用した試験体の爆裂性状は，PP 繊維を

0.05vol.%単独に混入した場合，爆裂等級 2~4 等

級となり，激しい破壊爆裂が発生した。  

0.10vol.%以上の混入率では，爆裂が発生せずに

供試体の形状はそのままで維持している。また， 

有機繊維を調合使用した場合，PVA+PP 試験体は 

PP 繊維を単独に使用した試験体と類似な爆裂性

状を示した。 

 

図－２ 調合有機繊維試料の空気量 

 

図－３ 調合有機繊維試料の圧縮強度 

 

 

写真－１ プレーンコンクリートの爆裂性状 
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CL+PP の試験体は，逆に PP 繊維単独の試験体

より爆裂防止性能が低下する傾向である。 

しかし，NY+PP の試験体の場合は，繊維の混

入率 0.05%でも全て爆裂が発生せず最も良好な爆

裂防止性能を示した。これは，NY繊維の優れた流

動性能と大きいアスペクト比により，同一繊維混

入率でもより良好な繊維の分散性とほかの空隙

との優秀なネットワークの形成によるものと考

えられる。繊維が溶けてできた空隙とコンクリー

トの組織の間に存在する数多くの空隙および高

温時の構成材料の熱応力差によって発生された

ひび割れ空隙は，内部で発生される水蒸気を外部

に排出させる通路の役割をする。そこで，繊維を

混入する場合はこのような空隙の良好なネット

ワークの形成は爆裂の防止に最も重要な影響要

因になる。 

図－４は，耐火試験後の残存圧縮強と繊維混入

率の関係を示したものである。PP 繊維を使用し 

 

図－４ 残存圧縮強度 

 

た試験体の場合は，繊維混入率 0.10vol.%以上で

は残存圧縮強度率 20～30％以上の範囲を示した。

有機繊維の調合比および混入率の変化によって

は，同一な混入率で残存圧縮強度率 25～60%範囲

繊維調合の種類 繊維 

混入率 

(%) PP 繊維 CL+PP 繊維 PVA+PP 繊維 NY+PP 繊維 

 

0.05 

2 等級 4 等級 3 等級 3 等級 3等級 4等級 3等級 3等級 4等級 1 等級 1 等級 1等級

  

0.10 

1 等級 1 等級 1等級 2 等級 2等級 2等級 1等級 2等級 1等級 1 等級 1 等級 1等級

  

0.15 

1 等級 1 等級 1等級 1 等級 1等級 1等級 1等級 1等級 1等級 1 等級 1 等級 1等級

 

写真―２ 調合有機質繊維の種類および混入率の変化による試験体の爆裂状況と等級 
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を示した。特に，NY+PP 試験体の場合は，繊維

混入率 0.05%でも残存圧縮強度率 50%以上の良好

な耐火特性を示した。これは，NY 繊維と PP 繊

維が持っている材料的な特性であり，そのほかの

繊維に比べてNY繊維の良好な分散性と高いアス

ペクト比による良好な空隙構造の形成および PP

繊維の低い融解点による初期水蒸気の排出など

の総合的な作用による結果と考えられる。 

 

4. まとめ 

本研究は，調合有機繊維の混入率の変化による

コンクリートの基礎特性と爆裂防止特性につい

て考察を行った。その結果，以下のことか明らか

となった。 

1) フレッシュコンクリートは，流動性の場合，

繊維の混入率が増加するほど低下を示し，

PVA+PP，NY+PP 繊維を調合して使用した

試験体は，PP繊維及び CL+PP より良好な流

動性を示した。  

2) 硬化コンクリートは，繊維を無混入したプ

レーン試験体の場合，材齢 28 日で 80MPa

以上の超高強度を示したが，繊維を調合し

た条件では繊維の混入率が増加するほど強

度が低下する傾向を示した。 

3) 爆裂特性は，繊維を混入しないプレーンは

激しい破壊爆裂が発生したが，PP繊維を単

独に使用した試験体と PVA+PP を調合して

使用した試験体は繊維の混入率 0.1vol.%，

CL+PP 試験体は 0.15vol.%で爆裂は防止で

きるが，NY+PP 繊維を調合して使用した試

験体の場合は混入率 0.05%でも爆裂を防止，

最も優秀な性能を示した。 

4) 残存圧縮強度率は，内部ひび割れなどの影

響で大きく低下し，爆裂が発生しない場合

も 20～60%の小さい範囲の残存圧縮強度率

を示したが，NY+PP の条件では 2つ中では

最も良好な結果であった。 
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