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要旨：コンクリート内部の拘束条件が，ASR による表面ひび割れ，内部ひび割れおよび力学的諸性能へ及ぼ

す影響について検討を行った。本研究では 5 種類の拘束条件を設定したコンクリート供試体での ASR 促進膨

張試験が終了したものを用いた。詳細調査の結果，拘束力や拘束の方向性がASR損傷の進展に大きく関与し，

ASR 膨張やひび割れ密度，ひび割れ幅，およびひび割れの方向性などがその影響を大きく受けることを示し

た。またこれらに関連し，圧縮強度，静弾性係数および超音波伝播速度も拘束力および方向性の影響を大き

く受けることを示した。 
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1. はじめに 

 わが国で 1986 年に総プロ法が施行された以降も，それ

以前に建造された構造物や，それ以降に建造された構造

物で遅延膨張性骨材が使用されたものやペシマム現象を

引き起こす骨材が混合使用された構造物などでは，未だ

にアルカリ骨材反応（以後，ASR）による劣化が散見さ

れている。星野ら 1)は ASR 劣化したコンクリート供試体

の圧縮破壊挙動について検討を行い，また，久保ら 2)は

内部拘束を受けたコンクリートの強度特性を解明するな

ど，ASR 損傷を受けたコンクリートの性状について知見

が集積されつつある。また，ASR による損傷は拘束条件

の影響を受けることが知られており，既往の研究ではRC

橋橋脚部や PC 梁試験体において，拘束方向に平行に採

取したコアと直角に採取したコアでは，後者の方が圧縮

強度や静弾性係数などの力学的性質の低下が著しいこと

が報告されている 3),4)。それらの報告の中では，この原

因として拘束方向はコンクリートの膨張量が小さくなり，

ひび割れ量が抑制されることが挙げられるとしている。 

以上を踏まえ，本論文では拘束条件下で ASR 劣化した

コンクリートに見られる膨張やひび割れ，および力学的

性能低下の方向性について，その発生状況やメカニズム

を検討することを目的とした。ここでは拘束条件の異な

る数種類の供試体を作製し，ASR 促進劣化させ，拘束条

件が ASR 内部ひび割れや力学的性状変化などへ与える

影響について，ひび割れ密度やひび割れ幅，および力学

的性能低下の方向性に着目しつつ検討を行った。 

 

2. 供試体概要 

本研究では，既往の研究 5)で作製され，促進膨張試験

が行われた 250×250×600mm の矩形コンクリート供試体

を用い，詳細なひび割れ観察や力学的諸特性に着目し整

理を行った。矩形供試体の使用材料として，セメントに

普通ポルトランドセメントで密度 3.16g/cm3，比表面積

3190g/cm2 のものが，細骨材は ASR 非膨張性骨材で表乾

密度 2.60g/cm3，吸水率 2.32%のものが，粗骨材には ASR

膨張性の砕石（チャート）で表乾密度 2.63g/cm3，吸水率

 
図－1 供試体寸法および長さ変化計測点 
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表－1 コンクリートの配合 
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0.62%のものが使用されている。また等価 Na2Oeq=6kg/m3

となるよう，NaOH 試薬にてアルカリ量調整が行われた。

なお，水セメント比は 47%である。コンクリートの配合

表を表－1 に示す。また，同バッチコンクリートにてφ

100×200mm の円柱供試体も作製され，促進膨張開始直

前に超音波伝播速度試験，圧縮強度試験が行われており，

超音波伝播速度は 4.71km/s，圧縮強度は 38.0N/mm2，静

弾性係数は 34.5kN/mm2であった。 

図－1 で示すように，矩形供試体は丸鋼，エンドプレ

ート（50×50×6mm）およびスターラップにて，促進膨張

に伴うコンクリート内部応力が異なるように設計されて

いる。エンドプレートは丸鋼両端部に直接溶接されてい

る。これによりコンクリートの膨張による丸鋼の引抜け

を抑制し，エンドプレートなし（Case2）に比べ，より強

い拘束力がコンクリートに与えられるようにされている。 

供試体は，打設後，28 日間湿潤養生され，その後 40℃

海水中に浸漬させ ASR 膨張を促進させている。促進期間

中も，コンクリートの表面膨張量を，コンタクトゲージ

を用いて（100mm を基長として設定）経時的に計測され

た。鉄筋ひずみ量は検長 2mm のひずみゲージを長さ方

向に均等に 5 枚貼付し，経時的に計測された。また，軸

方向端面部の ASR 膨張を防ぐため，矩形供試体の両端面

はエポキシ樹脂を用いて止水処理を行っている。なお，

φ13mm の丸鋼（SR295）には，降伏点 373N/mm2，弾性

係数 203kN/mm2，降伏ひずみ 1837µ（µ=1.0×10-6），引張

強度 547N/mm2，伸び 23%のものが用いられ，また Case5

のスターラップには，降伏点 299N/mm2，弾性係数

196kN/mm2，降伏ひずみ 1525µ，引張強度 489N/mm2，伸

び 21%のφ6mm 丸鋼が用いられた。なお，ASR 促進膨

張は 383 日まで行われた。その後供試体を切断し，軸方

向と軸直角方向それぞれについて蛍光樹脂含浸を用いた

内部ひび割れの観察を行い，その後，軸方向および軸直

角方向からφ50mm コア供試体を採取し，圧縮強度試験

や超音波伝播速度測定を行った。 

 

3. 促進膨張中の矩形供試体の膨張挙動 5) 

 本章では，既往の研究にて実施された，矩形供試体の

促進膨張中の膨張挙動について述べる。軸方向表面膨張

量については，軸方向の長さ変化計測用チップ間の長さ

変化を計測し，その平均値を軸方向の表面膨張量とした。

軸直角方向の表面膨張量についても各チップ間の膨張量

の平均値を軸直角方向の表面膨張量とした。また丸鋼の

ひずみ計測は，5 カ所に貼付したひずみゲージで計測さ

れたひずみの平均値を丸鋼ひずみとした。促進膨張期間

383 日までの軸方向の表面膨張量を図－2に，軸直角方向

の表面膨張量を図－3 に，また丸鋼のひずみ量変化を図

－4に示す。これらの図より以下のことが確認される。 

Case1 について，促進膨張期間 383 日時のコンクリー

ト表面膨張量は，軸方向は 6100µ，軸直角方向は 7250µ

となり，双方向ともほぼ均等に膨張したと考えられる。 

Case2 については，丸鋼のひずみ変化より，養生期間

80 日までは鉄筋界面との付着は良好であったが，それ以

降すべりが生じ，鉄筋による拘束は他の供試体に比べ緩

やかであったと思われる。軸方向のコンクリート表面膨

張量は Case1 より若干大きい膨張量である 6500µ まで達

した。軸直角方向は Case1 より大きく，8200µ に達して

おり，軸直角方向の膨張が卓越したことが分かる。 

 

 
図－2 コンクリート表面膨張量（軸方向）5) 

 

 
図－3 コンクリート表面膨張量（軸直角方向）5) 

 

 
図－4 丸鋼のひずみ量変化 5) 
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Case3 については，エンドプレートの効果により，

Case2 に比べて鉄筋すべりが抑制されたため，軸方向に

働く拘束力が大きかったことが丸鋼のひずみ変化より分

かる。コンクリート表面膨張量については，軸方向は

Case1，Case2 と比べ大きく低減し 4100µ で留まり，軸直

角方向については Case2 より大きく 8700µ に達した。

Case2 と Case3 を比較すると，軸方向に働く拘束力が大

きい Case3 では，より軸直角方向への膨張の卓越が見ら

れた。すなわち丸鋼による内部拘束力の大小が，ASR 膨

張の方向性に関与したことが分かる。 

Case4 については，エンドプレート付き丸鋼が 4 本埋

設されているため，丸鋼 1本当たりに働く引張力はCase3

に比べ小さい（図－4 参照）。しかし，Case3 に比べ鉄筋

量が 4 倍であるため，コンクリート中に働く内部拘束力

は Case3 に比べて大きかったと思われる。軸方向のコン

クリート表面膨張量は Case3 に比べ大きく低減し，2250µ

であった。軸直角方向については，丸鋼が Case3 よりも

表面に近いところに配置されたことも影響したと思われ

るが，Case3 と比べ若干低減し 8200µ であった。 

Case5 については，軸方向のコンクリート表面膨張量

は Case4 と同値である 2250µ であり，しかも最終膨張量

までの膨張挙動も似たものであった。しかし，Case5 に

配置されたスターラップの働きにより，軸直角方向の膨

張も拘束されていたため，軸直角方向のコンクリート表

面膨張量は無筋である Case1 より少し大きい 7500µ に留

まった。丸鋼のひずみ変化に注目すると，軸直角方向に

も膨張抑制力が働くため，Case4 に比べ若干大きな引張

力が作用していた。またスターラップのひずみ変化につ

いては，鉄筋径が小さいこともあり 2000µ に達し，降伏

ひずみが 1525µ であることを考慮すると，促進膨張 120

日以降で降伏したと考えられる。これより，Case5 では

軸方向および軸直角方向の双方で丸鋼およびスターラッ

プが ASR 膨張を拘束していたことが示唆される。 

 

4. 促進膨張後のひび割れ観察結果 

矩形供試体の側面に確認された表面ひび割れのスケ

ッチ図を図－5 に示す。これより，鋼材による拘束力が

表面ひび割れの発生パターンに大きく寄与することが推

測される。そこで，拘束条件別に矩形供試体に発生した

表面ひび割れ，および内部ひび割れの詳細観察を行った。

なお，促進膨張期間終了後，矩形供試体は 5 年間屋外に

静置されたのち，以下の試験に供された。 

矩形供試体を図－6 で示すように切断を行った後，表

面ひび割れについては図－6で示す P 面および Q 面（250

×250mm），内部ひび割れについては R 面（100×100mm）

を対象とし，クラックスケールによるひび割れ幅の計測，

OHP フィルムを用いたひび割れのトレースを行い，トレ

ース図からひび割れ総延長や，ひび割れ密度を求めた。

なお，内部ひび割れについては，微細なひび割れも観察

するために，蛍光樹脂を含浸させブラックライトで照射

し撮影した画像を基にトレースを行った。さらに，トレ

ース図に格子を設け（表面ひび割れは 1.25mm ピッチ，

内部ひび割れは 0.5mm ピッチ），格子内のひび割れの軸

方向となす角を計測した。なお，格子内に複数のひび割

れがある場合はその平均値とした。また，5 章で後述す

る力学的特性の試験に供するコア供試体も，同矩形供試

体より図－6に示すように採取した。 

4.1 コンクリート表面ひび割れ観察結果 

図－6 中の P 面，Q 面の表面ひび割れ延長およびひび割

れ幅，軸方向に対するひび割れの角度を集計し，その平

均値を求めた。表面ひび割れ総延長を図－7 に，表面ひ

び割れの軸方向に対する角度の割合を図－8に示す。 

 

 

図－5 促進膨張終了後の矩形供試体表面ひび割れ図 

図－6 矩形供試体のひび割れ観察面 
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図－7 より，Case1 の表面ひび割れ総延長が他の Case に

比べ最も大きく，ひび割れ幅も最大である。また Case1，

Case2，Case3 を比較すると，中心軸のみで拘束力が大き

くなると，ひび割れ総延長が小さくなることが確認され

る。また，図－8から Case1～Case3 の順に角度の小さな

ひび割れの割合が増大しており，軸方向拘束が大きくな

るにつれ，膨張圧が軸直角方向に分散したと推測される。

Case2 と Case3 を比べると，Case3 の方がひび割れ総延長

は小さいが，比較的大きなひび割れ幅である 0.4-0.6mm

の量が多いのは，このことが影響したと考えられる。 

Case3 と Case4 を比べると，図－7より Case4 の方がひ

び割れ幅の大きなものが見られ，図－8 では Case4 の方

がより軸方向のひび割れの割合が多いのは，Case2，Case3

で見られた現象と同様の理由により，膨張圧が軸直角方

向に分散した結果だと考えられる。 

また Case4 と Case5 を比べると Case5 では大きなひび

割れは少なく，また軸直角方向のひび割れの割合も小さ

い。これはスターラップの働きにより軸直角方向の変形

も抑制されたためと考えられ，すべての Case の中で最も

短い総延長を示した。 

以上のコンクリート表面ひび割れの状況は，促進膨張

中のコンクリート表面膨張量計測結果および鉄筋ひずみ

計測結果とよく整合するものであり，促進膨張期間中の

コンクリート内部拘束条件が，コンクリート表面ひび割

れの発生に大きく関与していたことが分かる。 

4.2 コンクリート内部ひび割れ観察結果 

矩形供試体の内部中央に位置する，図－6 中の R 面の

内部ひび割れ延長，軸方向に対するひび割れの角度を集

計した。内部ひび割れ総延長の計測結果を図－9 に，内

部ひび割れの軸方向に対するひび割れ角度の集計結果を

図－10に示す。なお，内部ひび割れに関しては，ほとん

どのひび割れが微細な幅であったため，ひび割れ幅での

分類は行わなかった。表面ひび割れと内部ひび割れの評

価では，ひび割れ総延長を評価した面積やひび割れ総延

長の絶対値は異なるが，概ね図－7，図－8で示した表面

ひび割れの総延長や軸方向に対するひび割れ角度の割合

と同様の傾向を示している。しかし，以下に挙げるいく

つかの点で，内部ひび割れの総延長や軸方向に対する角

度の割合とは傾向が異なる。 

1 つ目は，図－10 において内部ひび割れでは Case3，

Case4，Case5 で軸方向へのひび割れの方向性が確認され

るが，図－8 での表面ひび割れの軸方向への方向性は

Case4，Case5 のみで見られる点である。これは，Case3

では内部での鉄筋による拘束は大きかったが，表面付近

ではその拘束が小さかったことを示すものと思われる。

上田ら 6)は Case3 のような ASR が発生した一軸拘束供試

 

図－8 表面ひび割れの軸方向に対する角度の割合（％）

 

   

図－7 表面ひび割れ総延長（ひび割れ幅による分類） 

 

 
図－10 内部ひび割れの軸方向に対する角度の割合（％）

 

図－9 内部ひび割れ総延長 
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体に 3 次元有限要素解析を利用し，内部の応力分布を解

析しているが，これによると供試体は中心部ほど応力が

大きく，供試体表面に近づくにつれ応力は小さくなる結

果を示しており，Case3 にひび割れの方向性があまり表

れなかったことと一致している。 

2 つ目は，図－7 と図－9 を比べ，Case5 の内部ひび割

れ総延長が比較的に小さいことである。内部ひび割れ総

延長が小さい理由としては Case5 では軸方向および軸直

角方向で拘束されており，この条件下での拘束により蓄

積された応力が，コンクリート表面付近で解放されたこ

とが影響したと推察する。 

また，表面および内部ひび割れ総延長を基に，表面お

よび内部ひび割れ密度を算出した結果を表－3 に示す。

表より，すべての Case で表面ひび割れ密度に比べ，内部

ひび割れ密度が大きいことが分かる。また Case1 の内部

ひび割れ密度が表面ひび割れ密度の 7.1 倍となり，両者

の差が最も大きかった。Case2，Case3，Case4 は何れも

（内部）/（表面）の密度比が 6.0～6.5 程度となっており，

拘束条件がそれぞれ異なるものの，これら 3 パターンの

拘束条件では ASR が十分に進行すると，表面と内部のひ

び割れ密度の割合は同程度となる結果となった。Case5

は（内部）/（表面）の密度比は 3.8 倍となった。Case5

の表面ひび割れ密度はその他の Case と大差ないが，内部

ひび割れ密度が他の Case と比較して 50％以上低下して

いる。これはスターラップの拘束の影響のためであり，

表面よりも内部ひび割れの抑制に大きく影響を及ぼすこ

とを示唆する。 

以上のことから，ASR により発生する表面および内部

ひび割れの量や方向性は，コンクリート中に働く応力と

関わりが深いことが分かる。 

 

5. 促進膨張後の軸方向および軸直角方向の力学的特性 

図－6 で示すように，矩形供試体の中央部付近より軸

方向および軸直角方向からφ50mm コア供試体をそれぞ

れ 3 体採取し，φ50×100mm のコア供試体に成形した。

なお，Case5 の軸直角方向はスターラップの配置のため，

コア供試体は 1 本のみしか採取できなかった。各 Case

での，軸方向および軸直角方向のコア供試体圧縮強度を

図－11に，コア供試体の静弾性係数を図－12に，コア供

試体の超音波伝播速度を図－13 に示す。また同図には，

促進膨張前にφ100×200mm 円柱供試体にて計測された

膨張前の圧縮強度，静弾性係数およびコア供試体両端面

から計測した超音波伝播速度も併記した。 

図－11，図－12，図－13中の軸方向の圧縮強度，静弾

性係数および超音波伝播速度では，鉄筋の拘束が大きい

ほど，いずれも大きい値を示した。また Case5 では膨張

前の圧縮強度よりも大きな圧縮強度を示した。これは軸

方向の拘束により，コンクリート内部にケミカルプレス

トレスが働いたことが一因と推察される。 

図－11中の軸直角方向の圧縮強度では，理由は明らか

ではないが，Case3 は軸方向よりも軸直角方向の方が大

きな圧縮強度を示した。それ以外の Case では軸方向より

も軸直角方向の方が小さな値を示している。また，内部，

表面ひび割れの観察で軸方向に沿うひび割れが多く見ら

れた Case4，Case5 ではその傾向がより明確に見られる。 

図－12中の軸直角方向の静弾性係数については，理由

は明らかではないが Case5 のみ軸方向よりも軸直角方向

の静弾性係数が大きい。それ以外の Case では軸方向より

 
図－13 軸方向・軸直角方向コア供試体 超音波伝播速度

 

 
図－11 軸方向・軸直角方向コア供試体 圧縮強度 

 

 
図－12 軸方向・軸直角方向コア供試体 静弾性係数
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も軸直角方向の方が静弾性係数の低下が大きい。特に

Case4 の軸直角方向の静弾性係数の低下が大きい。これ

は，図－9 で示したように Case5 よりも内部ひび割れ量

が多く，また表面ひび割れの軸方向に対する角度の割合

を示した図－8 や，内部ひび割れの軸方向に対する角度

の割合を示した図－9 から分かるように，軸方向のひび

割れの割合が多い。すなわち Case4 では，軸方向の表面

および内部ひび割れが最も多い。このことが影響し，最

も小さな静弾性係数を示したものと思われる。 

図－13 中の軸直角方向の超音波伝播速度については，

すべての Case において軸直角方向の超音波伝播速度が

軸方向の超音波伝播速度より小さい。軸直角方向のコア

供試体には，高さ方向に対し直角な方向でひび割れが発

生している。つまり，コア両端面から超音波伝播速度を

計測した場合，超音波の進行方向に対し直角なひび割れ

が多く存在する。このようなひび割れが多いため，軸直

角方向の超音波伝播速度が低下したと思われる。特に

Case4 での軸直角方向の超音波伝播速度が小さく，これ

は超音波進行方向と直角なひび割れが最も多かったこと

を示すものと思われる。またそのひび割れが多かった理

由は，先に述べた Case4 での軸直角方向靜弾性係数が最

小だった理由と同じと推察される。 

以上より，内部拘束によって ASR によるひび割れに方

向性が生じた場合，そのひび割れ状況や力学的性質は拘

束の方向性の影響を大きく受けると言える。拘束の方向

性により，軸方向に対し直角に進展したひび割れが卓越

した場合，圧縮強度，静弾性係数および超音波伝播速度

へ与える影響は，軸方向に進展したひび割れよりも大き

いことが分かった。そのため，実環境下で ASR 劣化した

RC 構造物や PC 構造物を調査する場合には，構造物内部

に作用する応力の方向性も考慮するべきであると言える。 

 

6. まとめ 

本研究は，鉄筋により拘束されたコンクリートに ASR

による膨張が進展した場合の，拘束力の方向性と，ASR

による膨張やひび割れ，力学的性能低下との関係性につ

いて整理を行った。以下に本研究で得られた知見を示す。 

(1) コンクリート内部に拘束がある条件下で ASR による

膨張が進展した場合，表面および内部に発生するひ

び割れ密度やひび割れの方向性は，その内部応力条

件に大きく影響を受ける。また，内部ひび割れの方

が表面ひび割れに比べ，ひび割れ幅が小さいが，ひ

び割れ密度は大きい。 

(2) 鉄筋による拘束下で ASR による膨張が進展した場合，

軸方向の拘束力が大きいほど，ひび割れ長さは抑制

される。しかし，軸直角方向の拘束が無ければ，ひ

び割れに方向性が生じる。 

(3) 鉄筋による拘束下でスターラップの有無を比較する

と，スターラップ無しでは軸直角方向のひび割れの

卓越が見られ，スターラップ有りでは，ひび割れ密

度が小さくなり，ひび割れも方向性をあまり持たな

くなる。またその影響は，表面ひび割れよりも内部

ひび割れで顕著であった。 

(4) 鉄筋による拘束により ASR によるひび割れに方向性

が生じた場合，圧縮強度や静弾性係数，および超音

波伝播速度もその方向性の影響を受ける。その場合，

コア採取方向が軸方向と平行な場合よりも直角な場

合に，上記の力学的性質の低下が顕著に表れる。 
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表－3 表面および内部ひび割れ密度 

表面ひび割れ

密度(m/m2)

内部ひび割れ

密度(m/m2)

ひび割れ密度比
(内部)/(表面)

Case1 40.2 284.0 7.1

Case2 36.0 235.2 6.5

Case3 34.5 219.8 6.4

Case4 36.2 217.2 6.0

Case5 30.7 117.1 3.8
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