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要旨：高強度高靭性セメント系複合材料(UHP-FRCC)は，複数種類の繊維のハイブリット補強により高強度，

高靭性および自己修復性を実現した材料である。本研究では，UHP-FRCC の凍害環境下における耐久性を把

握するため，養生条件および AE 剤添加の有無を実験パラメータとした凍結融解試験を実施した。その結果，

凍結融解 600サイクル(JIS A法)においても，継続的な水和プロセスによる相対動弾性係数の上昇が認められ，

さらに，過酷な凍結融解環境下においても自己修復性能を発現することが明らかとなった。一方，調合設計

上，一般的な AE 剤の添加量では耐凍害性の向上に寄与する効果が得られないことが確認された。 
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1. はじめに 

循環型社会への転換が求められるなか，国内における

建築ストックの包括的な維持・修繕が困難であることを

背景に，構造物の長寿命化の実現を目的とした高強度・

高耐久材料の開発が望まれている。以上の観点から，西

脇らは，鋼繊維など複数種の繊維のハイブリッド補強に

より，可視レベルから微細レベルのひび割れを効率的に

架橋する高強度高靭性セメント系複合材料 UHP-FRCC 

[Ultra High Performance Fiber Reinforced Cementitious 

Composites]を開発した 1)。UHP-FRCC は，圧縮強度

200N/mm2以上，引張強度 14N/mm2以上，最大荷重(引張)

時のひずみ 1.0%以上という優れた力学特性およびひず

み硬化特性を示し，ひび割れの分散・微細化による自己

修復性を有する事が報告されている 2)。これらの特性は，

構造物の高い耐久性の実現に加えて，劣化が生じた際の

修復作業を容易にし，維持管理性の向上に寄与するもの

と思われる。一方，有機繊維等を用いた繊維補強セメン

ト系材料や高強度コンクリートの耐凍害性に関する報告

はあるものの 3, 4)，UHP-FRCC の耐凍害性に関する知見

は少ない。そこで本研究では，養生条件および AE 剤添

加の有無を実験パラメータとした凍結融解試験を実施し，

UHP-FRCC の耐凍害性について検討するとともに，凍害

劣化が強度特性に及ぼす影響について検討した。さらに，

ひび割れを導入した供試体を対象とした凍結融解試験に

より，凍害環境下における自己修復性能の検証を行った。 

 

2. 実験概要 

2.1 使用材料および調合 

 表－1 に使用材料を，表－2 にマトリクスの調(配)合

を示す。結合材にシリカフュームセメント，細骨材に珪

砂 6 号を用い，混和剤には高性能減水剤および消泡剤を

用いた。また，表中に示すワラストナイト(鉱物繊維)は，

マトリクスのミクロレベルでの補強のために使用した。

加えて，空気連行の影響を検討するため AE 助剤を添加

したものも別途作製した。鋼繊維の混入率は Kwon5)らに

より最適化された調(配)合を参考にメゾ繊維 1%，マク

ロ繊維 1.5%とした。各鋼繊維の物性値を表－3 に示す。 

2.2 供試体作製 

練り混ぜにはオムニミキサー(容量 30L)を用いて，結

合材，細骨材およびワラストナイトを 1 分間空練りした

後，水および混和剤を加え 10 分間練り混ぜた。その後，

メゾ繊維を投入して 1 分 30 秒，マクロ繊維を投入して 4
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表－1 使用材料 

材料名称 記号 備考 

結合材 B 
シリカフュームセメント 

(密度：3.01g/cm3) 

細骨材 S 珪砂 6 号(密度：2.6g/cm3) 

高性能減水剤 SP1 
ポリカルボン酸エーテル系化合物 

(密度：1.05g/cm3) 

AE 助剤 SP2 
ポリカルボン酸系化合物 

(密度：1.02g/cm3) 

消泡剤 D ポリエステール系(密度：1.05g/cm3) 

ワラストナイト Wo 
密度：2.91g/cm3，繊維長 50～2000µm 

アスペクト比：3～20 

表－2 調(配)合 

供試体種類 
W/B SP1/B SP2/B D/B S/B Wo/B 

（wt.%） 

Non-AE 
15 1.4 

－ 
0.02 35 13 

AE 0.003 

表－3 鋼繊維の物性値 

繊維 

名称 
形状 

密度 繊維長 直径 
引張 

強度 
アスペ 

クト比 
(g/cm3) (mm) (µm) (MPa) 

メゾ 

繊維 
ストレート 7.85 6 160 2000 37.5 

マクロ 

繊維 
両端フック 7.85 30 380 3000 78.9 
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分間の練り混ぜを行い，モルタル供試体形成用型(三連)

およびφ100×200mm の円柱型枠に打ち込んだ。 

表－4 に実験ケースを示す。養生条件として蒸気養生

および水中養生の 2 種類を設定し，蒸気養生を行ったも

ののうち自己修復性の検証に用いる供試体には，養生終

了後，次節に示す方法でひび割れを導入した。なお，蒸

気養生は，昇温速度を毎時 15℃，最高温度を 90℃，最高

温度保持時間を 24 時間とし，加温後は，養生装置内温度

を徐々に室温まで低下させた。また，水中養生は，材齢

14 日まで 20℃の恒温水槽で行った。養生終了後は，何れ

の場合も試験実施材齢まで養生室の湿空中に静置した。 

2.3 ひび割れの導入 

自己修復性能を検証するため，4 点曲げによる一対回

の正負交番載荷を行い，供試体の両側面(打設時の型枠設

置面)に対して，引張縁ひずみ 1%に相当する複数微細ひ

び割れ(累計開口幅 0.4mm に相当)を導入した。写真－1

にひび割れ導入時の載荷状況を示す。載荷はひずみ制御

により行うこととし，供試体にはクリップゲージを設置

するために写真－1 に示すようにコマ(t=5mm)と金属板

(t=2mm)を設置した。載荷は，クリップゲージ設置位置

におけるひずみが 1.35%(平面保持仮定に基づき，中立軸

からの距離により算定)に達するまで行い，正負交番後の

載荷は，1.35%に残留ひずみを加えた値に達するまで載

荷した。図－1 にひび割れ導入時の曲げ応力度と引張縁

ひずみ(クリップゲージ設置位置)の関係を示す。最終的

に一様な残留変形とするために，再度供試体を反転させ

て載荷することで曲げ変形を除去した。なお，曲げ変形

除去のための載荷は，クリップゲージの付け替えを省略

するため，クロスヘッド変位による制御とした。図－2

に曲げ応力度とクロスヘッド変位の関係を示す。 

2.4 実験概要 

表－5 に実験ケースと実施試験の対応表を示す。凍結

融解試験は，JIS A 1148 A 法による温度条件に準じ，供

試体中心温度を－18℃～5.0℃の範囲で推移させ，1 サイ

クル 4 時間で実施した。供試体は 40×40×160mm の角

柱供試体とした。試験終了サイクルは佐藤ら 4)の報告を

参考に，UHP-FRCC の長期的な耐凍害性を把握するため，

600 サイクルとした。30 サイクルごとに，たわみ振動に

よる一次共鳴振動数と質量を測定し，相対動弾性係数お

よび質量減少率を算出した。なお，ひび割れを導入した

供試体については，これらの測定に加え，マイクロスコ

ープを用いてひび割れの閉塞状況を観察した。さらに，

所定サイクル(凍結融解 150/300/600 サイクル)終了時に，

JIS R 5201 に準じた圧縮強度試験および水銀圧入ポロシ

メータを用いた細孔構造特性評価を行った。細孔構造評

価用の試料は，所定サイクル終了後，供試体中心より切

り出した 5mm 厚の薄片を 24 時間のアセトン浸漬による

表－4 実験ケース 

記号 養生方法 AE 剤添加 ひび割れ 

Steam 

蒸気養生 
－ 

－ 

Crack ○ 

AE ○ 
－ 

Water 水中養生 － 

表－5 実験ケースと実施試験項目の対応  

実験 

ケース 

実施試験項目 

凍結融解 強度試験 細孔構造 気泡組織 

Steam 

〇 

〇 〇 
〇 Water 

AE － 
－ 

Crack 〇 － 

 

写真－1 載荷状況（ひび割れ導入状況） 

 

図－1 応力－ひずみ曲線 

 

図－2 応力－クロスヘッド変位曲線 
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水和停止処理，1 時間の真空脱泡処理を行い，その後，

真空乾燥器に 16 時間以上静置したものを 5mm 角程度に

成形して作製した。また，養生条件や AE 剤添加の有無

による気泡組織の変化を把握するため，養生終了後の供

試体を対象に，リニアトラバース法(ASTM C 457)による

気泡組織測定を実施した。測定試料は，円柱供試体の中

心部から厚さ 30mm の円盤を切り出し，半自動研磨機に

より耐水研磨紙 #220，#600，#1000 およびアルミナ研磨

剤(0.3µm)の手順で鏡面研磨を行い，超音波洗浄機で洗

浄後，乾燥させたものを用いた。 

 

3 実験結果および考察 

3.1 UHP-FRCC の耐凍害性評価 

図－3 に凍結融解サイクル数と相対動弾性係数の関係

を示す。図(a)は，養生方法および連行空気の有無を実

験パラメータとしたものであり，図(b)は，凍結融解試

験前に予めひび割れを導入した供試体を用いて，自己修

復性能の検証を行ったものである。 

(1) 養生条件が耐凍害性に及ぼす影響 

図－3(a)より，何れの実験条件においても，凍結融解

600 サイクル終了時における相対動弾性係数の低下はな

く，良好な耐凍害性を有することが確認された。一方，

凍結融解サイクルの進行に伴う相対動弾性係数の推移は，

養生条件ごとに異なる傾向を示した。蒸気養生の場合，

多少ばらつきはあるものの，2%程度の上昇の後，概ね横

這いに推移しているのに対して，水中養生では凍結融解

サイクルの進行に伴い，継続的に上昇する様相を示した。

これは，養生条件の違いに起因する水和度の違いが影響

しているものと考えられる。水中養生では，高温高湿環

境下で行う蒸気養生と比較して水和の進行が遅く，未水

和セメントが材料内に多く残存しているものと思われる。

そのため，凍結融解作用下においても，試験溶液として

供給される水分により水和が進行し，相対動弾性係数が

継続的に上昇したものと推察される。この水和度の影響

については，「3.2」に後述する凍結融解過程における強

度変化からも確認することができる。水中養生の場合，

蒸気養生と比較して初期強度は低いものの，凍結融解過

程における強度の増進割合は蒸気養生のそれより大きく

なる傾向を示す。これらは，各養生条件による水和度の

違いとそれに起因した凍結融解過程における水和進行プ

ロセスの違いを裏付けるものと思われる。したがって，

UHP-FRCC の耐凍害性をより詳細に検討するためには，

凍結融解サイクルの進行に伴う，水和度の変化について

も併せて検討する必要があるものと思われる。 

(2) 連行空気の有無が耐凍害性に及ぼす影響 

図－3(a)より，AE 剤を添加したケースにおいても，

凍結融解 600 サイクル終了時における相対動弾性係数の

低下はなく，AE 剤無添加のケースとの明確な差異は認

められなかった。したがって，本研究の範囲においては

AE 剤の添加の有無が UHP-FRCC の耐凍害性に及ぼす影

響を確認するには至らなかった。これは，一般的な AE

剤添加量では空気連行が困難であったことに起因すると

考えられるが，気泡組織測定および細孔構造の結果を踏

まえた考察を，「3.3」で述べる。 

(3) 凍害劣化環境下における自己修復性能の検証 

図－3(b)より，ひび割れを導入した供試体において，

凍結融解サイクルの進行に伴う，相対動弾性係数の急激

な上昇(回復)を確認した。これは，凍結融解作用に伴う

 

(a) 実験ケース：Steam，Water，AE 

 

(b) 実験ケース：Crack 

図－3 凍結融解サイクル数と相対動弾性係数の関係 

 
図－4 凍結融解サイクルごとの質量変化 
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図－5 凍結融解サイクル数と圧縮強度の関係 

 

  図－6 各実験ケースの気泡間隔係数 

 

 図－7 各実験ケースの気泡数 

 

表－6 UHP-FRCC のフレッシュ性状 

実験ケース 空気量(%) フロー(mm) 

Non AE 2.7 190×190 

AE 2.5 210×215 
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導入ひび割れへの水分供給に起因した，自己修復性能の

発現が影響したものと考えられる。凍結融解試験開始前

におけるひび割れの導入により，相対動弾性係数は 35%

程度まで低下したが，試験開始直後から急激に上昇(回

復)し，凍結融解 100 サイクル付近では，耐凍害性の有無

の判断基準となる 60%を上回った。その後，凍結融解 600

サイクル終了時点では，80%程度までの回復を確認した。

このことから，UHP-FRCC は凍害環境下においても，自

己修復性能を発現することが明らかになった。しかし，

凍結融解 400 サイクル付近で，相対動弾性係数の上昇が

緩慢となる様相が見られることから，自己修復性能の発

現可能期間などについても，さらに検討が必要である。 

(4)質量変化率 

図－4 に凍結融解サイクル数と質量変化率の関係を示

す。一般的な凍結融解試験では，質量減少率を評価する

が，本研究では全ケースで質量減少を確認できなかった

ため，質量変化率により評価することとした。何れのケ

ースにおいても，凍結融解試験開始直後に質量の増加を

確認できる。中でも，ひび割れ導入供試体の質量増加が

顕著であり，相対動弾性係数における傾向と一致する。

これは，ひび割れを導入したことにより，供試体内部ま

で水分が供給されることで，未水和セメントの水和が発

生し，それに伴って，ひび割れ内部に水和生成物が形成

されたことに起因するものと考えられる。したがって，

自己修復性能は，凍結融解試験により水分が供給された

直後から発現するものと思われる。なお，凍結融解作用

の進行に伴う質量変化は，増加率で評価した場合，ひび

割れ導入供試体で最大 0.44%，その他のケースにおいて

は 0.20%程度であった。 

3.2 凍害劣化を受けた UHP-FRCC の強度特性 

図－5 に凍結融解サイクルの進行に伴う圧縮強度の変

化を示す。これより，凍結融解 150 サイクル経過時点で

蒸気養生の強度低下が確認できるが，全般的に強度の増

加が確認できる。したがって，凍結融解作用による劣化

の進行と比較して，水和反応の進行による強度増進効果

が優位に作用するものと思われる。加えて，初期強度に

対する圧縮強度の増加割合を養生条件で比較した場合，

その差は僅かではあるが，水中養生を行ったものが大き

くなる傾向を示した。これは，養生条件に起因する未水

和セメントの残存量と対応するものと思われる。また，

各実験ケースの圧縮強度を比較した場合，凍結融解試験

期間を通して，Water＜Crack＜Steam という序列関係を示

した。このことから，圧縮強度は養生条件に依存し，凍

結融解過程での水分供給に起因する水和の進行によって，

当初の序列関係に変動が生じることはなかった。 

3.3 耐凍害性に及ぼす気泡組織の影響 

図－6 に気泡間隔係数を，図－7 に気泡数の測定結果

を示す。養生条件の違いによる気泡間隔係数を比較した

場合，蒸気養生を行ったものが最も小さい値を示した。

一般に蒸気養生を行ったものは，材料中に発生するマイ

クロクラックにより気泡組織が粗大となり 6)，気泡間隔
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係数は大きくなるものと考えられる。また，気泡数を比

較すると，蒸気養生のケースは，粗大気泡より 100μm以

下の微細気泡が多く存在しており，一般的な見解とは異

なる様相が示された。したがって，本実験から養生条件

の違いが気泡組織に与える明確な影響を確認することは

できなかった。これは，気泡組織測定に供したサンプル

数が 1 体のみだったことに加え，試料の採取個所による

ばらつきなど，試験条件の設定によるところが大きい。

そのため，サンプル数やサンプル採取位置，研磨方法な

どの試験条件を確立し，再試験によってさらに検討する

必要がある。また，同様の理由から AE 剤添加の有無が

気泡組織に与える影響も確認することはできなかった。 

表－6に示すUHP-FRCCのフレッシュ性状を確認する

と，調合設計上，一般的な AE 剤の添加量では，適切な

空気連行がなされないことが明らかになった。この要因

として，UHP-FRCC の練り混ぜ時間の長さが挙げられる。

本材料は，高いマトリクス強度を得るため，水結合材比

を非常に低く設定しており，練り混ぜに多くの時間を要

する。このことが，AE 剤により連行されるべき微細空

気の逸脱に繋がり，空気量の増加および気泡組織の改善

を阻害したものと考えられる。加えて，濱らは，AE 剤

と消泡剤を併用することで，AE 剤で連行される微細空

気の発生が抑制されることを指摘している 7)。一般的に，

気泡間隔係数が 250μm 以下のときに優れた耐凍害性を

得られるが，超高強度マトリクスで構成される

UHP-FRCC において，気泡間隔係数と耐凍害性の関係を

検証するには至らなかった。そのため，本研究の範囲に

おいて確認された UHP-FRCC の優れた耐凍害性は，気泡

組織の改善によらず，極めて小さい水結合材比に起因す

る組織の緻密性の影響が卓越するものと思われる。 

一方，高強度コンクリートは凍結融解サイクルの長期

化に伴い耐久性が急落すること，また，それに対する空

気連行の有効性などが報告されている 5)。そのため，AE

剤の添加量の検討に加えて，長期凍結融解試験の実施な

ど，耐凍害性に関するより詳細な検討が必要である。 

3.4  凍結融解過程における細孔構造の変化 

図－8 に凍結融解サイクルごとの細孔構造の変化を示

す。図－8(a)より，水中養生を行ったものは，凍結融解

 

(a) 実験ケース：Water 

 

(b) 実験ケース：Steam 

図－8 凍結融解サイクルごとの細孔構造の変化 
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表－7 凍結融解サイクルの進行に伴う自己修復の経時変化 
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サイクル数の経過に伴い，100nm 以下の細孔量が減少す

る傾向にあり，それに伴い，総細孔量も減少する様相を

示した。これは，凍結融解作用下において継続的に水和

が進行し，内部組織が緻密化したことが要因と考えられ

る。一方，図－8(b)より，蒸気養生を行ったものは，凍

結融解 150 サイクル以降から，徐々に総細孔量が増加す

る傾向が見られた。このことから，凍結融解作用に伴い

内部組織にミクロレベルの緩みが生じている可能性が示

唆される。したがって，本研究の凍結融解サイクル数で

は，相対動弾性係数の低下は確認されなかったが，さら

に長期的な凍結融解試験を実施した場合，凍害劣化が顕

在化する可能性が考えられる。 

3.5 UHP-FRCC の自己修復性能 

表－7 に凍結融解サイクルの進行に伴う自己修復の経

時変化を示す。開口幅 40μm ほどの微細なひび割れにお

いては，凍結融解試験開始直後からクラック内に析出物

が確認され，凍結融解 130 サイクル経過時(28 日に相当)

にひび割れの閉塞を確認した。これに対し，90μm 程度

のひび割れでは，析出物は確認されたものの，凍結融解

600 サイクル経過時点(110 日に相当)においても閉塞を

確認できなかった。しかし，開口幅 90µm 以上のひび割

れであっても，概ね閉塞が確認できる個体も存在した。

一般的に，開口幅 100μm 程度が自己修復限界幅とされて

おり 8)，個体差はあるが本研究の結果とほぼ一致する。

以上より，自己修復性能を効率的に発現させるためには，

ひび割れの分散および微細化が重要と考えられる。 

 

4. まとめ 

本研究では，UHP-FRCC の凍害環境下における耐久性

を把握するため，養生条件および空気連行の有無を実験

パラメータとした凍結融解試験を行い，検討を行った。

また，ひび割れを導入した供試体を対象とした実験によ

り，凍害環境下における自己修復性能の検証を行った。

本研究の範囲で得られた結果を以下にまとめる。 

1) UHP-FRCC は，凍結融解 600 サイクル終了時におい

ても，優れた耐凍害性を有することが確認された。 

2) 何れの実験条件においても，凍結融解サイクルの進

行に伴う相対動弾性係数の上昇を確認した。中でも，

ひび割れ導入供試体においては，自己修復性能の発

現による相対動弾性係数の急激な回復が見られた。 

3) 圧縮強度は，何れの実験条件においても，概ね凍結

融解サイクルの進行に伴い増加する傾向を示した。

また，その増加割合は，僅かではあるが水中養生を

行った供試体で最大となった。 

4) 空気連行の有無が UHP-FRCC の耐凍害性へ与える

影響は確認できなかった。これは，練り混ぜ時間や

AE 剤の添加量，AE 剤と消泡剤の組み合わせに起因

した，連行気泡の逸脱が要因として考えられる。 

5) UHP-FRCC は凍結融解作用下においても，自己修復

性能を発揮する。開口幅 40μm 程度のひび割れは凍

結融解 130 サイクル程度で閉塞し，比較的開口幅の

大きい 90µm 程度のひび割れでは閉塞の有無に個体

差が見られた。自己修復性能を得るには，ひび割れ

の分散および微細化が重要と考えられる。 
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