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要旨：コンクリートのバインダー部分が粉砕・流出して骨材のみが残る砂利化と呼ばれる現象と，その要因

の一つと言われているセメント微細空隙中の水圧によるバインダー部の破壊との関係を調べるため，非排水

条件のもと，コンクリートブロック間に比較的低い水圧を 1,000 回～10,000 回繰返し与える実験を行った。水

圧は 大でもコンクリートの圧縮強度の 1/9 程度であったが，繰返し与えた後の供試体では，バインダー部破

砕に伴う破片と思われる付着物が供試体割裂面で観察された。また，水圧の頻度分布に水圧を乗じたて定義

した「砂利化指数」と付着物質量との間には，一定の相関関係が見られた。 
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1. はじめに 

 含水状態で動的荷重を繰返し受ける実構造物の代表的

な例として，雨水に晒されながら交通荷重を支え続ける

道路橋の鉄筋コンクリート床版（以下 RC 床版）がある。

舗装打ち替えのためアスファルト舗装を剥いだところ，

床版上面コンクリートのバインダー部分が粉砕され水と

混じって泥水となり，コンクリートの粗骨材だけが残っ

ている「砂利化」（あるいは土砂化）と言われる現象（図

－1）がしばしば発見されている 1) 。また，輪荷重走行

試験では，砂利化現象は気乾状態では生じず，床版上面

に水を張った場合にのみ見られることはよく知られてい

る 2)。同様に，風車基礎接合部の繰返し引抜き実験では，

試験体上に水を張った場合にのみ繰返しの進行によりス

ラッジが噴出し，コンクリート内部の定着体付近が空洞

化したという報告もある 3)。以上より，砂利化現象の原

因のひとつが水の存在であることは，否定の余地がない。 

一方，構造物のコンクリートではなく，コンクリート

のみの要素試験でも，水中で繰返し圧縮作用を与えた場

合，気乾状態で行うよりも著しく疲労寿命が低下するこ

ともよく知られている 4)。この結果について国内外で多

くの知見が蓄積されている中，原因のひとつとして，骨

格の急激な圧縮によりコンクリート細孔中の凝縮水の水

圧（コンクリートを形成するバインダーの間隙水圧）が

上昇しコンクリート骨格の損傷を促進するという仮説が

示されている 5）が，コンクリート細孔中の水圧を直接測

定することは困難であることや，水中実験では水を媒質

とするため表面エネルギーが低下しクラック発生が容易

になるという別の要因も関連することから，間隙水圧上

昇のみの破壊促進効果は，明確とは言えない。 

コンクリート細孔空隙中の水圧上昇がコンクリート

骨格の損傷を促進するという仮定の理論的検証としては，

非線形有限要素解析において地盤の液状化を再現するた

めの構成則をコンクリートに適用し，道路橋 RC 床版を

対象とした移動荷重を繰返し与えるシミュレーションの

例がある 6)。含水状態では繰返し圧縮作用を受ける上面

側のコンクリートの圧縮ひずみが乾燥状態に比べ顕著に

増加しており，載荷による圧縮側コンクリート細孔中の

水圧は，計算上 4～10MPa であることが示されている。 

静水圧下のコンクリート挙動の研究では，0.5MPa およ

び 1.0MPa での水圧を作用させたコンクリートがクリー

プ破壊したという報告 7）や，50MPa の水圧を 10 回まで

繰返し与えた場合のセメントペーストおよびモルタルの

破壊形態に関する報告 8）がある。実験より，水圧作用が

コンクリート（あるいはセメントペーストやモルタル）

を破壊に至らしめることは明らかであるが，このように

比較的高い水圧作用下では大きなひび割れが進展して供

試体が割れる破壊形態を呈し，バインダー部の粉砕が先

行する砂利化現象とは，破壊形態が異なっている。 

そこで本研究では，砂利化現象を生じるコンクリート

のバインダー部の粉砕・流出は比較的低い水圧の繰返し

によって生じると仮定し，基礎的な検証実験を行った。  

 

 

図－1 道路橋 RC 床版上面の砂利化 1) 
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2. 実験方法 

2.1 供試体概要 

(1) 寸法および形状 

 供試体は，直径 100mm，高さ 100mm の円柱を上下 2

つで 1 組とし，上下のコンクリートの間には，幅 10mm，

厚さ 10mm のクロロプレンゴムで円をつくり内径 70mm

とした。ゴムの内側を水で満たして上下コンクリートで

挟み，上側コンクリートに荷重を加え，ゴムの内側に水

圧を発生させるためである（図－2(a)）。なお，クロロプ

レンゴムは，予備試験において 20kN 程度載荷しても上

下のコンクリートブロックが直接干渉しないような硬度

（規格 60A）を選定した。 

 上側コンクリートでは，打設前に水圧作用面（下面）

に鋼製パイプの開口部をあわせて設置した。同様に，下

側コンクリートでは，水圧作用面（上面）に釘の頭部を

あわせて固定するとともに，釘の先端付近（水圧作用面

から 15mm 程度の深さ）およびさらにその 10mm 下に開

口部位置をあわせた鋼製パイプを，側面から設置した（図

－2(b)(c)）。打設時は各鋼製パイプの開口面をろ紙の膜で

覆い，コンクリート流入を防いだ。載荷時に，各鋼製パ

イプを水で満たした状態で先端に圧力計を接続すること

で，水圧作用面の水圧，釘のスペース（ノッチ）によっ

て誘導されたひび割れ先端での水圧，さらにその 10mm

下のコンクリート内部の水圧を測定するためである。 

(2) 配合および養生条件 

 本研究で用いた供試体の示方配合を表－1 に示す。既

存の風車基礎接合部の調査では，W/C=0.50 以下のコンク

リートではスラッジ噴出は確認されないとの報告 3)があ

ることから，W/C が高いほど砂利化が生じやすいと仮定

し，本研究では W/C=0.65 とした。セメントは普通ポル

トランドセメント，粗骨材は青梅産砕石（ 大径 20mm），

細骨材は大井川水系陸砂（表乾密度 2.58g/cm3）を用いた。  

養生条件は，屋外静置である。養生不十分な実構造物

は砂利化が生じやすいとの仮定のもと，打設後 1 日で脱

型して屋外に静置した。具体的には 2016 年 11 月 26 日

から 2016 年 12 月 24 日であり，実験室に も近い気象

庁の観測地点（東京都府中市）データ 9)では，この間の

総降水量は 55mm（雨天 8 日），日平均気温の 低値は

3.4℃， 高値は 13.5℃，平均値は 8.4℃であった。 

2.2 載荷方法と計測条件 

(1) 載荷方法 

 載荷装置の全体図と載荷時の供試体の状況を図－3 に

 
(a)全体構成図 

 

(b)特注鋼製パイプ  (c) 打設前型枠内部（下側）

図－2 供試体概要 

 

(a) 装置全体図      (b)水槽内状況 

図－3 載荷方法 

表－2 実験ケース 

ケース名 W/C 載荷回数 材齢 備考*

0－1 65% 0 29 22.6 

0－2 〃 0 29 22.6 

0－3 〃 0 29 22.6 

t－1 〃 1,000 29 22.6 

t－2 〃 1,000 29 22.6 

t－3 〃 1,000 29 22.6 

5t－1 〃 5,000 26 --- 

5t－2 〃 5,000 26 --- 

5t－3 〃 5,000 27 --- 

10t－1 〃 10,000 22 22.9 

10t－2 〃 10,000 24 --- 

10t－3 〃 10,000 25 --- 

*備考はテストピース 3 体の圧縮強度（MPa）平均値を示す

表－1 示方配合 

組骨材の

大寸法 
(mm) 

スランプ 
 

(cm) 

水セメン

ト比 
(%) 

空気量 
 

(%) 

細骨材率
 

(%) 

単位量 (kg/m3) 
水 
W 

セメント
C 

細骨材 
S 

粗骨材 
G 

AE 減水剤
A 

20 10 65 4.5 45 170 262 815 1023 2.62 
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示す。供試体全体を水槽に入れて各部位に水を満たした

状態で，手動油圧ジャッキを用いて上側コンクリートの

上面に載荷した。載荷は上限回数を 1,000 回，5,000

回，10,000 回の 3 種類とし，それぞれ 3 体ずつ実験を行

った。また，比較として載荷を全く行わず水中に静置す

る試験体（載荷回数 0 回）も 3 体用意した。なお，手動

油圧ジャッキを用いるため載荷速度および荷重振幅の厳

密な制御はできないが，速度は概ね 20kN/sec， 大荷

重振幅はケース 10t-1 で記録された 0～16.3kN であっ

た。以上の載荷条件をまとめて表－2 に示す。 

(2) 計測項目および計測条件 

 載荷荷重，3 か所の水圧，下面コンクリートの載荷方

向および載荷直角方向（円柱供試体の周方向）のひずみ

を，サンプリング周波数 20Hz で計測した。水圧は小型

圧力センサ PG-5KU を負圧まで測定できるよう校正した

ものを用いた。ひずみゲージは一般的な 60mm の線ゲー

ジを防水コーティングして使用した。 

 

3. 砂利化現象の検証 

3.1 目視による検証 

 所定の回数の載荷を終えた後に，ノッチでひび割れを

導入した下側供試体に荷重を加えて割裂し，その断面を

観察した。割裂面の例を図－4 に示す。なお，同じ載荷

回数の 3 体ではそれぞれ傾向が変わらないため，写真の

大きさや角度が似ているものを例として選定している。 

水圧を与えず供試体を丸 1 日水槽に漬けていただけの

ケース 0-1 の割裂面は全体が乾いていたが（図－4(a)），

1,000 回載荷を行ったケース t-1 では，水が浸透した部分

と乾いた部分の境界が明確で，またノッチ側面から先端

付近にかけて水圧の繰返しでセメント分が流出した後に

残ったと考えられる細骨材が付着する様子が観察された

（図－4(b)）。5,000 回載荷を行ったケース 5t-3 では，水

が浸透した部分と乾いた部分の境界は不明確であったが

面全体が湿潤状態のようであり（図－4(c)），10,000 回載

荷後のケース 10t-3 では，水の浸透した部分と乾いた部

分の明確な境界と，ノッチ周辺に 5mm 程度の小さな骨

材が付着する様子が観察された（図－4(d)）。これらの変

化は砂利化の初期現象を示すものとも考えられる。 

3.2 割裂面付着物の検証 

次に，各試験体の割裂面（両面）を水で洗って割裂面

の付着物を取得し，その中から目視で 5mm 以上と思わ

れる骨材を取り除いたものを，さらに粗さ 5m のろ紙で

ろ過して，付着物の質量を調べた（図－5）。各ケースの

一覧を表－3 に示す。5mm～5m の付着物質量は，ケー

ス 0-1（1.31g）に比べて t-1（1.13g）および 5t-1（1.25g）

が小さかったものの，載荷をしないケース 0 の平均値

（0.990g）と比較をすると，付着物質量は繰返し水圧を

与える回数が多くなるにしたがって増加する傾向であっ

た。載荷を行っていないケース 0 の付着物は割裂の際に

割裂面に付着した破片であり，それを上回る付着物は，

砂利化の初期現象によって生じたものと考えられる。 

3.3 微細成分の噴出の検証 

 実験中は，載荷を繰り返すにしたがって供試体を設置

(a) ケース 0-1（下側） (b) ケース t-1（下側） 

(c) ケース 5t-3（下側） (d) ケース 10t-3（下側） 

図－4 下側供試体載荷後割裂面 

(a) 粗骨材を含む付着物  (b) 粗骨材除去後ろ過 

図－5 付着物の選別状況 

表－3 割裂面付着物の寸法と質量 

ケース名
5m～5mm 
ろ紙残留物

g 

ケース 0 の 
平均 

g 

ケース 0 の

平均との比

0－1 1.31

0.990  

1.32

0－2 0.88 0.889

0－3 0.78 0.788

t－1 1.13 --- 1.14

t－2 1.80 --- 1.82

t－3 1.63 --- 1.65

5t－1 1.25 --- 1.26

5t－2 2.49 --- 2.52

5t－3 2.27 --- 2.29

10t－1 3.60 --- 3.64

10t－2 2.54 --- 2.57

10t－3 3.36 --- 3.39
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している水槽の水が濁っていく現象が見られたため，載

荷前後で水槽中の水の pH を測定した。載荷終了後の水

槽水の例を図－6 に，pH の一覧を表－4 に示す。図－

6 では，載荷後クロロプレンゴムの損傷が確認されたケ

ース 10t-1 は除き，写真の大きさや角度が似ているもの

を例として選定している。 

 水圧を与える前の図－6(a)に比べ，載荷回数の増加に

よって図－6(b) ，図－6(c) ，図－6(d)の順で明らかに濁

度が増していた。また，載荷後の pH および pH 変化値

は，載荷回数が大きいほど大きい。なお， も載荷回数

が多く供試体の浸漬時間が長い 10t のケースでも，それ

ぞれの実験は 1 日で終了しているため，浸漬時間自体は

載荷を行わないケース 0 と同等である。つまり，上面か

らの水圧の繰返しによって微細なセメント分が供試体側

面から水槽中に噴出し，pH が増加したと考えられる。 

 以上の目視観察および簡易的な現象の定量化から，本

実験で砂利化の初期現象を再現した可能性が示唆された。 

 

4. 計測データの分析 

4.1 載荷荷重と水圧の関係 

得られた荷重と水圧の関係の例として，各圧力計が

も大きい水圧を記録したケース 10t-2 のデータを図－7

に示す。水圧 01 は図－2(a) のとおり上側供試体の水圧

発生面に接続しており，載荷によって非排水状態にある

クロロプレンゴム内側に発生した水圧を直接示す。 

水圧 01 の 大値は約 2000kPa（＝2.0MPa）であり，供

試体コンクリートの圧縮強度の 1/9 程度であった（図－

7(a)）。また，水圧 01 は載荷によって非排水領域内に生じ

る面圧（図－2(a)赤線）よりも低い傾向にあるが，載荷荷重と

ほぼ線形関係にあることがわかった。水圧によってコン

クリート表面の微細な空隙から水が浸透するため差異が

生じたと考えられる。なお，ノッチ先端の圧力計 02 の

大値は約 400kPa，その 15mm 下の圧力計 03 では 大

(a) ケース t-1（載荷前） (b) ケース t-1（載荷後）

(c) ケース 5t-1（載荷後） (d) ケース 10t-2（載荷後）

図－6 水槽水の濁度 

 

表－4 水槽水の pH の変化 

ケース名 載荷前 pH 載荷後 pH pH 変化値

0－1 7.31 7.35 0.04

0－2 7.31 7.35 0.04

0－3 7.31 7.35 0.04

t－1 6.91 7.92 1.01

t－2 7.02 7.96 0.94

t－3 7.01 7.81 0.80

5t－1 7.08 8.84 1.76

5t－2 7.02 9.35 2.33

5t－3 6.89 7.98 1.09

10t－1 --- 11.57 ---

10t－2 7.04 10.48 3.44

10t－3 7.04 10.22 3.18

(a) 荷重－水圧関係                 (b) 時間－水圧関係 

図－7 載荷荷重と各部水圧の時間経過（ケース 10t-2） 
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10kPa 程度の水圧が計測された（図－7(b)）が，圧力計 01

とは異なり，水圧変動のタイミングは荷重の変動と一致

しなかった。この傾向は，他のケースでも同様であった。 

4.2 水圧の頻度分析 

図－7 より，載荷荷重と発生水圧との関係は一定では

ないことがわかったため，実際にコンクリートに作用し

た水圧は圧力計 01 の数値であると仮定し，レインフロ

ー法を用いて，水圧 01 の頻度分析を行った。結果を図－

8 に示す。同じ載荷回数のケースでも水圧の頻度分布は

大きく異なっていたが，いずれのケースも 400～700kPa

の範囲をピークとする分布があることは共通していた。  

4.2 水圧繰返しと砂利化の初期現象との関係 

ここで，水圧繰返しと砂利化の初期現象との関係を求

めたい。はじめに，各ケースの水圧に頻度を乗じて総和

した値を算出した。この際，供試体コンクリートの圧縮

強度の 1/100 以下となる 200kPa（＝0.2MPa）以下の水圧

の影響を調べるため，200kPa 以下の水圧を無視した場合

についても求めた。各ケースの算出結果を表－5 に示す。

その結果， も付着物質量の大きかったケース 10t-1 に

おいて，両者の差が全水圧を考慮した指数の 16%に達し

ていた。このため，200kPa 以下の水圧の影響は小さくな

いと判断した。 

次に，式(1)のように，水圧と頻度の乗数の総和を，全

ケースのコンクリート圧縮強度で無次元化した。この値

を本研究では仮に，「砂利化指数」と呼ぶ。 

ci

k

i i fpnj /)(
1 


 (1) 

ここに，j は砂利化指数，p は水圧(MPa)，n は水圧 p の

繰返し回数，k は水圧の分類総数，fcはコンクリート圧縮

強度(MPa)である。砂利化指数と，表－3 の付着物質量か

ら無載荷時付着物の平均質量 0.990g を引いた質量との

関係を，図－9 に示す。ばらつきは大きいものの，砂利

化指数が増加するにしたがって，砂利化の初期現象で生

じたと考えられる付着物の質量が増加する傾向を捉える

 

(a) ケース t-1          (b) ケース t-2             (c) ケース t-3 

 
(d) ケース 5t-1          (e) ケース 5t-2             (f) ケース 5t-3 

(g) ケース 10t-1          (h) ケース 10t-2             (i) ケース 10t-3 

図－8 水圧 01 の頻度分析 
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ことができた。本研究の範囲で得た近似曲線を式(2)に示

す。F は付着物質量(g)である。R2=0.587 であった。 

2517.1)ln(5384.0  jF
 (2) 

 

5. 結論 

 本研究では，砂利化現象を生じるコンクリートのバイ

ンダー部の粉砕・流出は比較的低い水圧の繰返しによっ

て生じると仮定し，基礎的な検証実験を行った。実験よ

り得られた知見は以下のとおりである。 

(1) コンクリート供試体の上面から繰返し水圧を 1000

回以上与えた後割裂して内部を調べたところ，ノッ

チで誘導したひび割れ先端に，水圧によって粉砕さ

れたと思われる付着物が観察された。付着物の質量

は載荷回数が多いほど大きい傾向にあった。 

(2) 非排水状態で繰返し水圧を与えたが，載荷回数が多

いほど水槽水に濁りが見られた。水槽水の pH は載

荷回数が多いほど上昇していた。 

(3) コンクリートに作用していた水圧 01 は 大で約

2000kPa（＝2.0MPa）であった。載荷荷重と水圧 01 は

ほぼ線形関係にあったが，単純に計算される水圧よ

りも小さい傾向であった。 

(4) コンクリートに作用していた水圧 01 の頻度分析を行

い，水圧と頻度の乗数の総和をコンクリート圧縮強

度で無次元化した「砂利化指数」を定義した。砂利化

指数と割裂面付着物質量との間には，一定の相関が

みられた。 

今後は負圧の影響も検討するとともに，さらに供試体

条件を増やし，同様の手法にて分析を行う必要がある。 
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表－5 水圧と頻度の乗数の総和（kPa・回） 

ケース名 全水圧考慮
200kPa 以下

無視 
両者の差

t－1 511,477 510,600 877

t－2 591,785 587,660 4,125

t－3 569,786 561,920 7,866

5t－1 2,479,769 2,360,660 119,109

5t－2 2,166,628 2,089,640 76,988

5t－3 2,970,634 2,945,620 25,014

10t－1 11,278,577 9,449,420 1,829,157

10t－2 12,912,964 12,449,160 463,804

10t－3 4,989,173 4,934,100 55,073

図－9 付着物質量－砂利化指数関係 

 

- 606 -


