
論文 ASR による損傷を受けた RC 梁の含水率変化が耐荷力に及ぼす影響 
 

髙山 充直*1・廣田 元嗣*2・松田 芳範*3・築嶋 大輔*1 

 

要旨：ASR による膨張ひび割れを生じさせたディープビーム部材の RC 小型梁供試体を製作し，その内部含

水率を変化させた載荷実験を行った。その結果，含水率の低下に伴う曲げ・せん断ひび割れ発生荷重および，

せん断耐力の低下が確認されが，ひび割れ発生荷重の低減率に比べて，せん断耐力の低減率は小さい結果と

なった。また，ASR による膨張ひび割れを有する RC 梁供試体の含水率低下に伴う耐荷力低下は，ASR を生

じていない RC 梁試験体に乾燥収縮を生じさせた場合と同程度であることがわかった。 

キーワード：ASR，内部含水率，せん断圧縮破壊耐力，収縮ひびわれ，等価引張鉄筋比 

 

1. はじめに 

 高架橋などの RC 構造物において，アルカリシリカ反

応（以下，ASR）による損傷を受けた構造物の長期的な

維持管理方法が課題となっている。ASR は，膨張性の

ASR ゲルが骨材中に生じ，ゲルの吸水膨張によってコン

クリート内部に多数のひび割れを生じさせる。ASR によ

る損傷を受けたコンクリートの強度特性に関する研究は

多数行われており，例えば，材料レベルでは，圧縮強度

や引張強度および，弾性係数などの機械的性質が低下す

ることが知られている。一方, 部材レベルでは，鋼材に

よる拘束を強く受けることで膨張が拘束された部材の強

度は，無拘束の部材ほど低下しないとの報告がある 1)。

また，ASR により損傷を受けた実構造物の部材を用いた

実験的研究では，部材内部に生じた ASR による水平ひび

割れが載荷によって生じる斜めひび割れの進展を妨げる

ことで，静的せん断耐力が，ASR による損傷を受けてい

ない部材や，計算から求められた値に対して向上した事

例も報告されている 2)。これら既往の研究から，ASR に

より損傷した RC 部材の耐荷性能には，ASR ゲルの吸水

膨張や内部鋼材の付着状態のほか，膨張ひび割れの進展

状況が関わっていることが推測される。 

ASR ゲルの膨張挙動は，「水」の影響を強く受ける。

く体に多数のひび割れが生じたことで，降雨などによる

水分が容易にコンクリート中に浸透し，さらなる ASR ゲ

ルの膨張が誘発される。その結果，短期的には耐荷力を

維持することができたとしても，長期的には内部鋼材の

腐食破断や膨張ひび割れによる鋼材との付着力低下を生

じ，耐荷力が低下することが懸念される。そのため，コ

ンクリート表面に表面保護工を施すことで劣化の進行を

制御する対策が行われており，ひび割れ進展の制御につ

いて効果が確認されている事例も報告されている 3 )。し

かしながら，水分の供給を遮断した場合，経年と共にコ

ンクリート中の内部含水率が徐々に低下し，ASR の膨張

による，拘束応力の効果が低減されることも懸念される。

ASR の劣化損傷において，部材内部の水分量の変化が，

骨材の吸水膨張による部材のひび割れや内部応力の発生

などの作用に影響していることを考えると，コンクリー

ト部材内部の含水率低下が与える強度特性への影響度を

確認しておく必要があると考えた。 

本研究では，ASR による膨張ひび割れを発生させた供

試体（以下，劣化供試体）を製作し，コンクリートの内

部含水率の変化が RC 部材の耐荷力（せん断耐力）に与

える影響について検討を行った。 

 

2. 実験概要 

2.1 配合および使用材料 

 本実験のコンクリートの配合を表－1 に，使用材料を

表－2 に示す。配合は，ASR による部材の膨張とそれに

伴う膨張ひび割れを生じさせる目的で，粗骨材には「JIS 

A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験（モルタルバー

法）」において，「無害でない」判定がされた安山岩を含

む川砂利（以下，G1）を使用した配合 A と，「JIS A 1145 

骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法）」において，

「無害」である判定がされている硬質砂岩砕石（以下，

G2）を使用した配合 N でコンクリートを製造した。セメ

ントは普通ポルトランドセメントを使用しており，細骨

材には G2 同様に化学法で「無害」であることが確認され

ている大井川水系陸砂を使用した。なお，本実験ではペ

シマム量は考慮せずに，配合 Aの粗骨材には全て G1を，

配合 N には G2 を使用した。さらに，水酸化ナトリウム

試薬を添加しコンクリート中のアルカリ総量が 9.0 ㎏/m3

となるように調整した。ASR の促進は，室温 50℃相対湿
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度 95%以上の養生槽での湿空養生（以下，促進養生）で

行うこととし，ASR 促進後の供試体における含水率の調

整は，室温 65℃の乾燥炉による強制乾燥（以下，加熱養

生）により行った。本実験では，RC 梁供試体を載荷試験

によりせん断破壊させる必要があるが，供試体の促進養

生や加熱養生によって過度に強度増加が進むと，後述す

る RC 梁載荷試験でせん断破壊が先行しないことが懸念

されたため，供試体コンクリートの水セメント比を 80%

とした。 

2. 2 供試体概要 

(1) 強度試験用供試体 

載荷試験時のコンクリート圧縮強度と割裂引張強度

を測定するために，直径 100 ㎜，高さ 200 ㎜の円柱供試

体を製作した。試験毎に，後述する 3 段階の含水状態で

各 3 本，計 9 本を配合 A・N で製作した。 

(2) RC 梁供試体 

 RC 梁供試体の概要を図－1 に示す。高さ 150 ㎜，幅

150 ㎜，長さ 530 ㎜のせん断補強筋を有しない小型 RC

梁供試体とし，異形鉄筋 D19 を上下 2 本ずつ配置した。

鉄筋は，供試体端部を貫通させており，載荷試験時にナ

ットで締結するネジ式定着とした。円柱供試体と同様に，

3 段階の含水率毎に供試体 3 体，計 9 本を配合 A・N で

製作した。配合 A で製作した RC 梁供試体を SA，配合 N

で製作した同供試体を SN とした。 

(3) 無拘束角柱供試体 

載荷試験を行う供試体は図－1 の RC 梁試験体である

が，膨張率の測定には，鉄筋拘束の影響を受けない供試

体を用いることとし，RC 梁供試体と同形状で拘束鉄筋

を用いない無拘束角柱供試体を配合 A・N について製作

した。配合 A の無拘束角柱供試体を MSA1，配合 N の同

供試体を MSN1 とした。膨張率は，図－2 に示したとお

り供試体両側面に貼り付けたゲージプラグ（標点）間の

距離（基長 200 ㎜）をコンタクトゲージにて測定した。

また，含水率調整のため，事前に加熱養生の期間をモニ

タリングする目的で，標点の無い同形状の角柱供試体を

製作した。配合 A を MSA2，配合 N を MSN2 とした。 

2. 3 供試体製作方法 

供試体の製作工程を図－3に示す。各供試体は脱枠後，

28 日間室温 20℃の環境で封緘養生を行い初期強度の発  

表－2 使用材料 

材料 記号 仕様 

セメント C 
普通ポルトランドセメント 

密度     3.16g/cm3 

細骨材 S 

大井川水系陸砂 

表乾密度 2.58 g/cm3 

吸水率   2.34 % 

JIS A 1145 化学法 「無害」 

粗骨材 

G1 

川砂利 

表乾密度 2.65 g/cm3 

吸水率   1.46 % 

JIS A 1146 モルタルバー法「無害でない」 

G2 

硬質砂岩砕石 

表乾密度 2.65 g/cm3 

吸水率   0.56 % 

JIS A 1145 化学法 「無害」 

混和剤 
－ AE 減水剤 標準形 Ⅰ種 

－ AE 剤   標準形 Ⅰ種 

 

 

図－1 ＲＣ梁供試体概要（単位：㎜） 

 

 

図－2 無拘束角柱供試体概要（単位：㎜） 
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表－1 コンクリート配合 

供試体種別 

配合 

種別 
粗骨材種別 

目標値 

W/C 

(%) 

s/a 

(%) 

単位量 (kg/m3) 

円柱供

試体 

RC 梁 

供試体 

無拘束 

角 柱 

供試体 

上段：スランプ 

下段：空気量 
W C S G 

TA SA MSA1,2 A G1「無害でない」 12±1.0 

4.5±0.5 

80 47 170 213 869 1010 

TN SN MSN1,2 N G2「無害」 80 50 174 218 918 943 
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現が安定するのを待ち，その後，促進養生を行った。供

試体 MSA1 の ASR による膨張率が 0.1%以上となり，外

観からもひび割れが生じたことを確認したのち，含水率

を低下させる供試体の加熱養生を行った。先述のとおり，

供試体は，劣化供試体 SA と，健全な供試体 SN の 2 種を

製作しており，両種とも内部含水率を変化させた 3 シリ

ーズの供試体をそれぞれ 3 本毎製作した。含水率の目標

値は，質量含水率で 100％・50％・20％の 3 段階とした。

ここで，質量含水率 100％とは，促進養生を打ち切った

時点をみかけ 100%の飽和状態と仮定した。質量含水率

100%に対して，低含水率状態の目安を 20%とし，その中

間を 50%とした。  

2. 4 含水率の測定方法および乾燥期間の設定 

 供試体の含水率は，質量含水率により推定することと

した。各供試体は，加熱養生後直ちにラップフィルムで

封緘し, 養生室で静置させた。その後，すべての供試体

が同一の材齢で載荷試験を行った。円柱供試体について

も同様の手順で含水率を調整した。乾燥期間については

先述のとおり，供試体 MSA2 および MSN2 を用いて，予

め加熱養生による乾燥期間と質量減少量の関係を確認し

たうえで設定した。供試体 SA・SN は，供試体 MSA2・

MSN2 と同形状・同配合であることから，乾燥期間にお

ける質量減少量も同程度であると仮定し，目標とする質

量含水率までの加熱養生期間を，50%で 14 日間，20%で

56 日間と設定した。 

2. 5 載荷試験方法 

載荷試験は，図－1 に示すように単純支持の 1 点集中

荷重による静的載荷試験とし，せん断耐力を評価した。

両支点はローラーを配置して，水平と回転方向に可動な

構造とした。試験では，荷重および RC 梁の支間中央た

わみを測定したほか，ひび割れ進展状況についても目視

で観察した。 

 

3. 実験結果と考察 

3.1 コンクリートの強度試験結果（円柱供試体） 

RC 梁供試体と同時に加熱養生をおこなった円柱供試

体 TA・TN について，高含水率（100%）・中間含水率（TA

－32%，TN－42%）低含水率（TA－8%，TN－20%）の 3

含水状態でコンクリート圧縮強度，割裂引張強度試験を

行った。試験の結果を表－3に，圧縮強度と引張強度の

比較を図－4に示す。質量含水率は，3 供試体の平均であ

る。材齢 28 日（20℃封緘養生）時点の供試体 TA・TN の

圧縮強度は，それぞれ 18.0N/mm2と 20N/mm2であるが，

促進養生後の圧縮強度は TA が 15.6N/mm2，TN が 19.0 

N/mm2であった。ASRの反応性骨材を用いた TAの方が，

TN に比べ材齢 28 日の圧縮強度から載荷試験を行った材

齢 175 日時点の強度低下が大きくなる結果となった。

 

図－3 供試体製作工程 

 

表－3 円柱供試体の強度試験結果 

骨材 

種別 

供試体

種  別 

圧縮強度 

（N/mm2） 

σ28 

推定質量 

含 水 率 

(%)※ 

圧縮強度 

（N/mm2） 

σ175 

割    裂 

引張強度 

(N/mm2) 

G1 TA 18.0 

100 高 15.6 1.54 

32  中 16.9 1.44 

8   低 19.4 1.23 

G2 TN 20.0 

100 高 19.0 1.73 

42  中 18.9 1.78 

20  低 21.2 1.33 

※乾燥による質量減少量を単位水量の減少として算出 

 

 

図－4 圧縮強度および引張強度の比較 
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含水率を変化させた強度試験では，供試体 TA は，含

水率の低下に伴って圧縮強度が増加し，引張強度が低下

する傾向を示した。供試体 TN は，中間含水率 42%では

圧縮強度，割裂引張強度とも変化が少なく，低含水率 20%

で変化を示した。図－5に圧縮試験から得られた応力と

変位の関係についての代表例を示す。相対的な比較にな

るが，図より，供試体 TA・TN ともに乾燥が進むほど作

用応力に対する変位量は増加しており，応力－変位曲線

の傾きの変化から供試体の剛性が低下していることが推

測される。また，TA・TN とも高含水率に対して中間含

水率での剛性は大きく低下しているが，中間含水率と低

含水率での低下は少ない。図－4では，供試体 TN は，低

含水率の 20%のときに圧縮強度は増加し，割裂引張強度

は低下していることから，含水率の変化に伴うコンクリ

ートの鉛直剛性の変化と強度特性の変化との間には相関

がみられない結果となった。 

3.2 ＲＣ梁供試体のＡＳＲ膨張率と質量含水率 

促進養生は 91 日間行い，無筋角柱供試体の膨張率は

0.15%であった。RC 梁供試体 SA についても同程度の劣

化膨張を鉄筋が拘束していることが推測される。 

 含水率は加熱養生により調整し，加熱養生 14 日の推定

含水率は，それぞれ 3 供試体の平均で，供試体 SA が 64%，

供試体 SN が 66%であった。また，加熱養生 56 日では供

試体 SA が 34%，供試体 SN が 38%であった。全体的に目

標よりも高い含水状態となったが，本実験の供試体とし

ては，高含水率と低含水率および，中間程度の含水率を 

表現できていることから，この質量含水率状態で載荷試

験を行うこととした。 

3.3 ＲＣ梁載荷試験 

(1) 破壊形態 

載荷試験によるRC梁供試体のひび割れ状況を図－6に

示す。RC 梁供試体はスパン 450 ㎜，せん断スパン比 2.0

（支点部前面から載荷点までの距離と有効高さの比）の

RC ディープビーム部材である。せん断スパンが小さいた 

図－5 圧縮試験による応力と変位量の関係 

 

 

図－6 試験終了時のひび割れ進展状況（中央たわみ 4 ㎜） 

 

め，破壊形態は供試体 SA・SN ともに，スパン中央付近

に曲げひび割れが生じたあと，載荷に伴い両支点から載

荷点に向かって斜めひび割れが生じ，ひび割れが載荷点

付近に至ったあとでコンクリートが圧壊して耐力が低下

した。また，劣化供試体 SA は，載荷以前から ASR によ

る膨張ひび割れ（図中赤線）を生じているが，載荷に伴

うせん断ひび割れが，ASR の膨張ひび割れに沿って進展

する状況は確認されなかった。 

 

表－4 載荷試験結果一覧 

骨材 

種別 

供試体 

種 別 

推 定 

質 量 

含水率 

(%) 

ひび割れ発生荷重(kN) せん断耐力(kN) 

曲 げ 

ひび割れ 

(平均値) 

せん断 

ひび割れ 

(平均値) 

実験値 

（平均値） 

計算値 

VC 

実験値／計算値 

（収縮考慮なし） 

収縮考慮 

計算値 

VC’ 

実験値／計算値 

（収縮考慮） 

G1 SA 

100 48.0 72.5 112.8 103.0 1.10 － － 

64 39.8 64.8 116.9 108.6 1.08 － － 

34 27.0 46.8 105.4 119.1 0.88 － － 

G2 SN 

100 69.6 87.8 118.2 117.5 1.01 117.5 1.01 

66 61.7 70.8 123.6 117.0 1.06 115.7 1.07 

38 39.7 59.2 112.3 126.4 0.89 119.8 0.94 
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(2) 荷重とたわみの関係 

載荷試験の結果を表－4 に，ひび割れ発生荷重と最大

荷重の比較を図－7に示す。表－4および図－7より，供

試体 SA・SN ともに加熱養生により含水率が低下するほ

どひび割れ発生荷重の低下がみられ，せん断ひび割れ発

生荷重では，高含水率状態（100%）から低含水率状態（34%，

38%）で，減少率が 32%から 34%であった。また，劣化

供試体 SA は，供試体 SN と比較して，曲げ・せん断ひび

割れともに，総じてひび割れ発生荷重が低い。これは，

ASR による膨張ひび割れの影響が考えられる。荷重とス

パン中央たわみの関係の代表例を図－8 に示す。含水率

低下と共に荷重－たわみ曲線の勾配が緩くなっているこ

とがわかることから，乾燥に伴う RC 部材の剛性低下が

確認された。 

(3) せん断耐力 

 載荷試験の最大荷重（せん断耐力）について，実験値

と計算値で比較して評価した。せん断耐力は実験値と式

(1) 4)に示すせん断圧縮破壊耐力（VC）に部材の寸法効果

√1000
𝑑⁄

４

を乗じて算出した。 

 𝑉𝐶 =
0.24・𝑓′

𝑐

2
3⁄
・(1+√100𝜌𝑐)・ (1+3.33

𝛾
𝑑⁄ )

1+(𝑎
𝑑⁄ )2

𝑏𝑤・𝑑    (1) 

ここに，VC ：せん断圧縮破壊耐力 (kN)，f’c：コンクリ

ートの圧縮強度 (N/mm2)，ρc：せん断引張鉄筋比，γ：

支圧版の部材軸方向長さ(mm)，a/d：せん断スパン比。 

 

表－4および図－7より，供試体 SN は質量含水率 100%

時の実験値と計算値の比が 1.01 であり，実験値と計算値

が概ね同等であった。RC 梁供試体 SA・SN ともに中間含

水率（64%・66%）までは，計算値に対して実験値が 6～

8%の安全側の余裕を有している。低含水率（34%・38%）

では実験値が低下し，計算値と実測値の比は 0.88 から

0.89 であり，計算値に対して実測のせん断耐力が 11～

12%低い値となった。また，それぞれ高含水率状態から

低含水率状態のせん断耐力の低減率は，RC 供試体 SA・

SN ともに 5～6%程度であった。せん断ひび割れ発生荷重

の低減率が 32%～34%であったことに比べると，最大荷

重（せん断耐力）の低減率は非常に低い結果となった。 

3.4 含水率低下が耐荷力に及ぼす影響 

本実験の RC 梁供試体は，ディープビーム部材であるた

め，最終的な破壊はアーチリブに相当するコンクリート

の圧壊となる。そのため，コンクリートの圧縮強度の影

響が大きい。本実験においても，RC 梁供試体の載荷試験

において，含水率低下に伴う最大荷重（せん断耐力）の

低減が 5%程度と少ないことは，含水率低下に伴うコンク

リートの圧縮強度の増進に最大荷重が影響を受けている

ことが考えられる。ASR による損傷を受けたコンクリー 

図－7 ひび割れ発生荷重と最大荷重の比較 

 

 

図－8 荷重とスパン中央たわみの関係 

 

トについても同様で，加熱養生以前から生じている膨張

ひび割れの影響により，円柱供試体による強度試験やRC

梁載荷試験において，健全なコンクリートを用いた供試

体 TN および SN に比べ，多少，強度や剛性，耐荷力が

劣るものの，加熱養生による含水率低下に伴う強度低減

率は，ほとんど差が生じていない。 

3.5 乾燥収縮がせん断耐力に与える影響の評価 

 次に，RC はり供試体の加熱養生による乾燥収縮ひびわ

れが，せん断耐力に与える影響について評価した。ここ

では，高強度コンクリートに生じる自己収縮による体積

変化の影響を考慮した斜めひび割れ発生強度の算定式を

参考にした 5),6)。これは，引張鉄筋ひずみ変化量を増大さ

せることによって，ひび割れ幅が拡大することは，機能

的には引張鉄筋比が小さいことでひび割れ幅が大きくな

ることと等価であるとし，せん断ひび割れ発生強度の影

響を式(2)で示す等価引張鉄筋比の概念を用いて評価する

ものである。 

𝜌𝑠.𝑒 =
𝜀𝑠

𝜀𝑠−𝜀𝑠0,𝑑𝑒𝑓
𝜌𝑠                 (2) 
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ここに，𝜌𝑠.𝑒：等価鉄筋比，𝜌𝑠：引張鉄筋比，𝜀𝑠：曲げせ

ん断スパン中央での斜めひび割れ発生時の引張鉄筋ひず

み，𝜀𝑠0,𝑑𝑒𝑓：コンクリート応力がゼロの時の鉄筋ひずみ。 

 

この等価引張鉄筋比を，ディープビーム形状の本実験

のせん断耐力評価で用いた式(1)に取り込み，乾燥収縮に

よる影響を考慮したせん断圧縮破壊耐力を算出した。本

実験では，鉄筋ひずみの測定は行っていないが，RC はり

供試体 SN の促進養生後の膨張率と乾燥養生後の中間含

水率 66%および低含水率 38%の膨張率から乾燥による収

縮ひずみを求め，この値を引張鉄筋ひずみと同等と仮定

して計算を行った。66%乾燥養生後の供試体収縮ひずみ

は 30μ，38%乾燥養生の供試体収縮ひずみは，120μであ

った。計算結果を表－4に，収縮の影響を考慮したせん

断圧縮破壊耐力の計算値に対する実験値の比（以下，せ

ん断耐力比）を図－9 に示す。表－4 および図－9 より，

収縮量の少ない供試体 SN の含水率 66%では，乾燥収縮

ひずみを考慮していない状態でせん断耐力比が 1.0 を上

回っているため，乾燥収縮ひずみを考慮すると，計算値

はわずかではあるが実験値を過小評価する傾向となる。

一方，収縮量の大きい 38%の乾燥状態では収縮の影響を

(2)式で考慮した場合，せん断耐力比の平均が 0.89 から

0.94 となり，近似される傾向がみられた。ASR を生じて

いない供試体 SN のせん断耐力低下については，収縮の

影響を考慮した斜めひび割れ発生強度の算定に用いる既

存の等価引張鉄筋比の概念を式(1)に取り込むことで評価

することができた。 

先述のとおり，RC 梁供試体 SA および SN は加熱養生

によるせん断耐力の低減率が同程度であったことから， 

ASR が生じた RC 部材の含水率が低下した場合のせん断

耐力の低下は，乾燥収縮によるせん断耐力の低下と同程

度の影響であると考えられる。 

 

4. まとめ 

本実験では，ASR による損傷を受けた RC はり供試体

の含水率変化が耐荷力に与える影響について実験的検討

を行った結果，以下の知見が得られた。 

1) 円柱供試体による強度試験では，ASR による損傷

を受けている供試体 TAは含水率の低下に伴って圧

縮強度は増加し，引張強度は低下した。ASR によ

る損傷を受けていない供試体 TN は，含水率 42%ま

では引張強度の低下はないが，含水率 20%では引張

強度の低下が大きくなった。 

2) ディープビーム部材であるRC梁供試体の載荷試験

において，供試体 SA・SN ともに，含水率の低下に

伴う曲げ・せん断ひび割れ発生荷重および，せん断

耐力の低下が確認されたが，ひび割れ発生荷重の低 

図－9 せん断耐力比における乾燥収縮ひずみの影響 

 

下に比べて，せん断耐力の低下は小さい。これは，

圧縮強度の増加によるものと考えられる。 

3) 配合 A で製作された供試体は，N で製作された供

試体に比べて，全ての含水状態で圧縮強度や割裂引

張強度などが小さく，せん断耐力も同様に小さい。

これは，配合 A の供試体は，ASR による膨張ひび

割れを生じていることで，強度および剛性が低下し

ているためと考えられる。 

4) 供試体 SNの加熱養生におけるせん断耐力の影響は，

等価引張鉄筋比を考慮することで評価できる程度

である。RC 梁供試体 SN と SA におけるせん断耐力

も低減率は同程度であることから，ASR による膨

張ひび割れが生じた部材の含水率が低下した場合

でも，せん断耐力の低下は乾燥収縮によるせん断耐

力の低下と同程度の影響であると考えられる。 
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