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要旨：本論文は，ビニロン繊維の混入効果が，コンクリート断面に存在するビニロン繊維の

総表面積と高い関係にあることを示したものである。このことに基づけば，異なる寸法のビ

ニロン繊維を混合した場合の方が，同じ寸法のもののみを混入した場合よりも，あるコンク

リート断面に存在する繊維の総表面積は広くなり，ビニロン繊維の混入効果も高くなる。こ

の混合効果を，コンクリートの割裂強度，乾燥収縮ひび割れに対する抵抗性および繰返し荷

重下におけるＲＣ部材のひび割れ進展抑制効果で確認した。
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1.　はじめに

　コンクリートの靱性改善，収縮ひび割れの制

御，コンクリート片の剥落防止等，コンクリー

トの種々の性能を改善する目的で，短繊維が広

く使用されている。素材の種類も，鋼，ガラス，

炭素，ビニロン，ポリプロピレン等，多くの短

繊維が開発され，目的に応じた選択が可能とな

っている。また，コンクリートの靱性を改善す

る目的等において短繊維を使用する場合には，

使用する繊維の種類および混入量を決定するた

めの基準も示されている。１）

ビニロン繊維に代表される化学合成繊維には，

取扱いが容易である，安価である，錆ない等の

性能がある。コンクリートの収縮ひび割れの制

御やコンクリート片の剥落防止等，高い力学的

な性能が要求されない場合には，積極的な利用

が可能なものである。しかし，これらの目的に

短繊維を用いる場合には，明確な短繊維の選択

基準はない。

本論文は，コンクリート断面に存在するビニ

ロン繊維の総表面積が広くなるほど，ビニロン

繊維の混入効果が高くなることを実験的に明ら

かとしたものである。この理論に従えば，繊維

混入量が同じ場合，同じ寸法の短繊維のみを用

いた場合よりも，長短の短繊維を混合して用い

た場合の方が，短繊維の効果が高くなることを

説明できる。本論文では，この理論の妥当性を，

ビニロン繊維がコンクリートの割裂強度，乾燥

収縮ひび割れに対する抵抗性および繰返し荷重

によってＲＣ部材に発生するひび割れを抑制す

る効果で確認した。

2.　実験概要

2.1　使用材料およびコンクリートの配合

セメントは普通ポルトランドセメント（ブレ

ーン値：3,200cm2/g，表乾密度：3.15g/cm3）を

用い，細骨材には海砂（表乾密度：2.55g/cm3，

吸水率：1.68%）および砕砂（表乾密度：2.53g/cm3，

吸水率：1.22%）を質量比で 2.3：1.0 の割合で

混合し用いた。海砂と砕砂との混合砂の粗粒率

は 2.51 である。粗骨材には砕石（最大寸法：20mm，

表乾密度：2.73g/cm3，F.M.：6.78）を用いた。

粗骨材は，5mm から 15mm および 15mm から

20mm の寸法のものを質量比で 2：3 の割合で混

合して使用した。5mm から 15mm および 15mm

から 20mm の寸法の粗骨材の吸水率は，それぞ

れ，0.65%および 0.62%である。高性能 AE 減水

剤にはポリカルボン酸系のものを用いた。
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ビニロン繊維には，直径が 0.10mm で，長さ

が 12mm および直径が 0.66mm で，長さが 30mm

の２種類の寸法のものを用いた。密度は，いず

れも，1.30g/cm3 である。実験に用いた繊維無混

入のコンクリートの配合を Table 1 に示す。実

験には，28 日圧縮強度が，それぞれ，53.4MPa

および 30.6MPa となる水セメント比 40%および

60%の２種類の配合を用いた。なお，ビニロン

繊維は，容積比でコンクリートの 1.0%を内割り

で混入した。なお，割裂強度試験には，モルタ

ル（W/C: 50.0%，S/C: 4.25）も用いた。

　2.2　乾燥収縮ひずみおよび収縮ひび割れ試験

　乾燥収縮試験には，100×100×400mm の角柱

供試体を用いた。供試体は，表面処理を施した

面とその裏面を除く２面にそれぞれ２対の真鍮

ポイントゲージ（φ8×5mm）を貼り付けた。ひ

ずみの測定は，最小目盛り 1/1,000mm のホイッ

トモア式ひずみ計（検長 250mm）を用いた。乾

燥収縮試験に用いた供試体は，打設後１日間型

枠内で養生を行った後，乾燥を開始した。

　乾燥収縮ひび割れの測定には，Fig.1 に示す

940mm×170mm×100mm の拘束型枠を用いた。

拘束板にはゲージ長 5mm の箔ゲージを貼り付

け，拘束板のひずみの変化により，ひび割れ発

生時を確認した。ひび割れの観測には，最小目

盛り 0.02mm のマイクロスコープを用いた。乾

燥収縮ひび割れ測定用供試体は，打設後１日間

型枠内で養生を行った後，乾燥を開始した。

　乾燥収縮試験および収縮ひび割れ試験に用い

たいずれの供試体も，温度 20℃，湿度 60％に

保たれた恒温恒湿度室内において測定を行った。

　2.3　繰返し荷重下におけるひび割れ進展試験

試験には，Fig.2 に示す 125mm×200mm×

1,700mm の矩形断面の供試体を用いた。主鉄筋
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Fig.2 Specimen for cyclic loading test

および上部鉄筋には，それぞれ，D16 および D8

の異形鉄筋を，スターラップには D10 の丸鋼を

用いた。スターラップは，供試体端部から 100mm

と 600mm との間に，それぞれ，４本づつ等間

隔に配筋した。主鉄筋および上部鉄筋は，供試

体上部より，それぞれ，19mm および 177mm の

位置に配筋した。

　繰返し荷重は，終局荷重の 10%および 60%

Table 1 Mix proportion of concrete

Unit content (kg/m3)Maxm. size
(mm)

Slump
(cm)

W/C
(%)

Air
(%)

s/a
(%) W C S G Admix.

20 18 40.0 4.5 45.1 176 450 724 947 3.6
20 18 60.0 4.5 49.0 177 300 846 947 3.0
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Fig.3 Effect of fiber’s ratio on tensile strength

（10kN および 60kN）を最小荷重および最大荷

重とし，１分間に 300 回（5Hz）載荷した。な

お，載荷は，３等分点載荷とした。ただし，支

点間の距離は 1,500mm である。供試体に発生し

たひび割れは，最小目盛り 0.02mm のマイクロ

スコープを用い測定した。また，ひび割れ幅は，

供試体に 60kN の荷重を載荷した状態で供試体

最下部の位置で測定した。

3.　実験結果および考察

3.1 割裂強度

(1)　モルタル実験

　Fig.3 は，モルタル（W/C: 50.0%，S/C: 4.25）

の割裂強度とビニロン繊維の混入率との関係を

示したものである。ただし，これらの結果は，

φ100×200mm の円柱供試体によって求められ

た結果である。また，図の横軸は，ビニロン繊

維の混入量をモルタルに対する容積比で表して

いる。なお，短繊維には φ0.66mm×30mm の寸

法のビニロン繊維のみを用いた。

　この図より，モルタルの割裂強度は，ビニロ

ン繊維の混入量が多くなるにつれて高くなるこ

とが分かる。ただし，その混入効果は，ビニロ

ン繊維の容積と線形な比例関係にはないことが

分かる。また，割裂試験後におけるモルタル供

試体の破断面には，引張り応力によって破断し

たビニロン繊維よりも，モルタルとの付着が
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Fig.4 Relation between Set  and fibers ratio

外れたものの方が多く観察された。

　ビニロン繊維の混入効果が，供試体の割裂面

に存在するビニロン繊維とモルタルとの付着に

よるものとすれば，モルタルの割裂強度は，割

裂面に存在するビニロン繊維の側面の総表面積

に比例する。すなわち，単位容積当たりのモル

タルに含まれる全ビニロン繊維の本数を n とす

れば，ある断面上に存在するビニロン繊維の本

数は n2/3 に比例するため，モルタルの割裂強度

は，繊維１本当たりの側面積に n2/3 を乗じた値

に比例する。このことを確認するために，モル

タルの割裂強度を式(1)によって回帰した結果が

Fig.3 中の各々の曲線である。

f a S n bmt = • • +φ0 66
2 3

.  (1)

ここに， fmt ：モルタルの割裂強度， Sφ0 66. ：

φ0.66mm×30mm のビニロン繊維の１本当たり

の側面積（=62.2mm2），a および b：回帰によっ

て求められる未定係数である。

　図から明らかなように，式(1)を用いて回帰を

行った曲線は，実験結果と非常に良い一致を示

しており，「モルタルの割裂強度は割裂面に存

在するビニロン繊維の側面の総表面積に比例す

る。」ことが伺われる。

　φ0.66mm×30mm とφ0.10mm×12mm の２種類

のビニロン繊維を混合した短繊維をコンクリー

ト容積の 1.0%混入した場合，コンクリートのあ
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Fig.5 Tensile strength of fibrous concrete

る断面上に存在する繊維の総側面積 Set は式(2)

で与えられる。

S S n S net = • + •φ φ φ φ0 66 0 66
2 3

0 10 0 10
2 3

. . . .  (2)

ここに， Sφ0 10. ：φ0.10mm×12mm のビニロン繊

維の側面積（=3.77mm2）， nφ0 66. および nφ0 10. ：

 φ0.66mm×30mm およびφ0.10mm×12mm のビ

ニロン繊維の本数である。本論文では，以降，

Setをビニロン繊維の有効側面積とよぶ。

　式(2)によって計算される Set と全ビニロン繊

維に含まれるφ0.10mm×12mm の容積比との関

係を示した Fig.4 から明らかなように， Set は，

φ0.66mm×30mm とφ0.10mm×12mm が容積比で

0.25：0.75 の割合で混合されたとき，最も大き

な値となる。

(2)　コンクリート実験

　Fig.5 は，φ0.66mm×30mm とφ0.10mm×12mm

の２種類のビニロン繊維の混合割合を変えてコ

ンクリートの割裂強度の経時変化を調べた結果

である。プレーンの結果を除き，いずれも，ビ

ニロン繊維の混入量は，コンクリート容積の

1.0%である。

　図から明らかなように，ビニロン繊維の混入

量が同じであっても，式(2)によって求められる

Set が最も大きな値となるとき，すなわち，

φ0.66mm×30mm とφ0.10mm×12mm の繊維の混

合割合が 0.25：0.75 のとき，コンクリートの割
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Fig.6 Relationship between Set  and tensile strength
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Fig.7 Crack width due to drying

裂強度に及ぼすビニロン繊維の効果が最も高く

なっている。

　Fig.6 は， Set とコンクリートの割裂強度との

関係を示したものである。このように，コンク

リートの割裂強度と Set との間には，コンクリ

ートの配合に関係なく，高い相関関係が認めら

れる。すなわち，「コンクリートの割裂強度は

割裂面に存在するビニロン繊維の総側面積に比

例する。」ことがいえる。

3.2 乾燥収縮ひび割れ抵抗性

　Fig.7 に，φ0.66mm×30mm とφ0.10mm×12mm

の混合割合の異なるビニロン繊維を用いたコン

クリートの，乾燥収縮によるひび割れ幅の経時

変化を示した。割裂強度試験の結果と同様，ビ
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ニロン繊維の有効側面積 Set が最も大きくなる

場合，すなわち，φ0.66mm×30mm とφ0.10mm

×12mm との混合割合が 0.25：0.75 のビニロン

繊維を用いたとき，乾燥収縮によって生じるひ

び割れ幅が最も小さくなっている。

また，Fig.8 に，ビニロン繊維の有効側面積

Set と乾燥収縮によって生じるひび割れ幅との

関係を示した。有効側面積 Set が大きくなるほ

ど，乾燥収縮によって生じるひび割れ幅が小さ

くなる傾向が認められる。

　Fig.9 および Fig.10 は，それぞれ，ビニロン

繊維の有効側面積 Set とコンクリートの圧縮強

度および乾燥収縮ひずみとの関係を示したもの

である。いずれの場合も，ビニロン繊維には圧

縮の応力が作用する。コンクリートの圧縮強度
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Fig.10 Relationship between Set  and shrinkage strain
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Fig.11 Average crack width due to cyclic load

は，水セメント比 40%の配合を用いて求めたも

のであり，乾燥収縮ひずみは，乾燥期間 98 日

目の測定結果である。これらの図から明らかな

ように，ビニロン繊維に圧縮の応力が作用する

場合には，繊維の混入および混合割合の効果が

及ぼす影響は，ほとんど認められない。

3.3 繰返し荷重によるひび割れ抵抗性

　Fig.11 は，繰返し荷重下の鉄筋コンクリート

供試体に生じた全ひび割れ幅の平均を示したも

のである。繊維無混入のものは，700,000 回で

せん断で破壊に至り，ビニロン繊維を混入した

ものは，800,000 回でも破壊に至たるものはな

かった。ビニロン繊維を混入したものは，繰返

し荷重の載荷回数とともに，ほぼ，線形的にひ

び割れ幅が大きくなっていく傾向が見られる。
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Fig.12 Maximum crack width due to cyclic load

また，繰返し荷重下におけるひび割れ幅の抑制

においても，ビニロン繊維の有効側面積 Set が

最も大きくなるφ0.66mm×30mm とφ0.10mm×

12mm の混合比 0.25：0.75 で，最も高い効果を

得られている。

　Fig.12 は，繰返し荷重下の鉄筋コンクリート

供試体に生じたひび割れ幅のうち，最も大きい

ものから４番目のものまでの平均と繰返し荷重

の載荷回数との関係を示したものである。ビニ

ロン繊維の有効側面積 Set の大きいものほど，

Fig.11 に示した全ひび割れ幅の平均との差が小

さくなっていることが分かる。ビニロン繊維の

混入によって，ひび割れが分散し，大きく突出

したひび割れが発生しにくいことを示している。

　Fig.13 は，繰返し荷重下で鉄筋コンクリート

供試体に発生したひび割れの本数とビニロン繊

維の有効側面積 Set との関係を示したものであ

る。ただし，ひび割れは，目に見える 0.02mm

以上の幅のもののみを測定した。繰返し荷重を

600,000 回載荷した後においては，とくに，ひ

び割れの本数と有効側面積 Set との間に高い相

関関係が認められる。

4.　まとめ

　ビニロン繊維に引張り応力が作用する場合，

ビニロン繊維の混入効果は，コンクリート断面
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Fig.13 Number of visible cracks under cyclic load

に存在するビニロン繊維の側面の総表面積に比

例すること，ビニロン繊維に圧縮の応力が作用

する場合には，繊維の混入効果および長短の繊

維を混合する効果はみられないことを実験的に

明らかとした。

　鋼繊維においては，長短の繊維の組合わせで，

靱性の改善２）や浸透性の改善３）を行うハイブ

リッド繊維補強コンクリートの研究が行われて

いる。

　化学合成繊維であるビニロン繊維においても，

長短の異なる短繊維を混入することでコンクリ

ートの性能を改善することが可能であること，

さらに，その効果は，コンクリート断面に存在

するビニロン繊維の側面の総表面積で表すこと

が可能であることを本研究では明らかとした。
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