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1. はじめに 

 
超高強度繊維補強コンクリートは、セメントを主成分

として細粒径材料が最密充てんするように配合設計され

たセメントマトリクスに高強度の短繊維を混入した材料

である。現在、実用化されている材料の一つに、フラン

スで開発された反応性粉体コンクリートRPC１）（ダク

タル）があり、圧縮強度 200N/mm2、曲げ強度 35N/mm2

（40×40×160 ㎜供試体）と、超高強度と引張ひび割れ

以降の高じん性の材料性能をバランス良く有した材料で

ある。超高強度繊維補強コンクリートを用いた構造物で

は、その高い引張強度とひび割れ以降の高じん性により

構造部材の薄肉化、軽量化を図れることから、建設費の

コストダウンが実現できる可能性がある。超高強度繊維

補強コンクリートを用いた構造物の実用化を図り、効率

的な活用や用途開発をしていくためには、その力学的特

徴を活かした設計・構造解析技術の開発が不可欠である。

特に、引張り特性は、梁部材の曲げ耐力やせん断耐力に

大きく影響を与えるものであり、それを適切に評価する

ことで安全かつ効率的に構造物を設計・建設することが

できる。 
現在、フランスではSETRA/AFGC指針２）が、日本で

も近年設計・施工指針（案）３）が刊行されており、施

工実績も幾つか報告されている４）、５）。しかし、構造設

計実務への適用拡大のためには、引張特性に関する更な

る技術の蓄積が必要と考える。 
超高強度繊維補強コンクリートのような、高強度のマ

トリックス部と鋼繊維部が組み合わさって構成される材

料の場合、その引張り特性は、ひび割れ以降の鋼繊維の

ブリッジング効果に大きく影響を受けることとなる。す

なわち、RPC 中の鋼繊維の配向性（鋼繊維の方向の分

布）が引張軟化曲線に大きく影響を与えることとなる。 
ダクタルは材料分離や鋼繊維の沈降を防止するために粘

性が高く設計されていることから、通常のコンクリート

の打込み時に行われるような付棒あるいはバイブレータ

による材料の均一化が行えず、一般に流込みによる自己

充てんによる。強度確認用の小供試体や実構造部材中に

おける鋼繊維の配向性の評価が一つの重要なポイントと

なる。 
本研究は、強度確認用の小供試体を対象として各種の

打設方法にて供試体を製作し、直接引張り試験を行い、

打設方法が引張軟化曲線に与える影響度合いを検討した。

一般に直接引張り試験は載荷時のコントロールが難しい

ことから試験法自体が難しいものであるが、4 本のガイ

ドロッドを用いて載荷をコントロールし、極力、高精度

の試験結果を得ることができるようにした。さらに、こ

の直接引張り試験結果による引張軟化曲線と、切欠きの

ある曲げ試験結果の逆解析により求められる引張軟化曲

線とを比較し考察を加えた。 
 

2.  直接引張り試験方法および条件 

 
2.1 直接引張り用供試体の製作 

表-1 に、RPC の粉体配合と補強用鋼繊維の特性を示

す。ダクタルは、自己充てん性を有しつつ、材料分離や

鋼繊維の沈降を防止するために粘性が高く設計されてい

る。また、鋼繊維が混入された材料であることから、通

＊１ 技術センター 土木技術研究所 土木構工法室 

表-1 RPCの配合 

Mix proportions of RPC 
単位：kg/m

3

水
低熱ポル
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カフュー
ム，他

鋼繊維
*1)

高性能
減水材

180 818 1479 157 24

*1)直径φ =0.2mm，長さL =15mm，引張強度 f u ≧2500N/mm
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常のコンクリートの場合の打込み方法とは異なる。打込

みに際しては、振動締固めを行うと鋼繊維が局所化し、

その均一性が失われる可能性があるために、その使用は

原則として行っていない。 
直接引張り用供試体は直径 50mm、長さ 100mm の円

筒供試体である。打込み方法は図-1 に示すような 4 つ

の方法によって行った。方法-A では、練上がり後に排

出したバットの中にゆっくりとモールドを沈め、ダクタ

ルを乱さないまま自然にモールド内に充てんされるよう

にした。方法-B では、直径がモールドのおよそ 3 倍あ

る大きな缶にあらかじめダクタルを満たしておき、底面

に空気抜き穴を開けておいてたモールドを逆さにしてゆ

っくり缶の中に押し込んで、モールド内に充てんさせる

方法である。方法-A,B は極力、錬上がり時の状態のま

まで供試体を製作することを意図したものである。方

法-C は、バットの中のダクタルをモールドの直径とほ

ぼ同様の半円状の筒ですくい、そのままの状態でモール

ドの中にゆっくりと押込む方法である。これにより、モ

ールド内に太い束のままで充てんすることができる。方

法-D は、圧縮試験用円筒供試体を製作する従来の要領

であり、手で持てる程度の容器にダクタルをためておい

てモールド内に流し込む方法であり、結果的に細い束で

の流込みとなるものである。すべての供試体は、1 回の

錬り混ぜですべて作成した。錬り混ぜバッチの違いによ

る差を除去するためである。ダクタルは打設 2 日後に

90℃で 24 時間の熱養生を行ない、高い強度特性や耐久

性を発揮させた。 
2.2 直接引張り試験方法および試験ケース 

直接引張り試験は、図-2、3 に示す載荷装置と変位制

御式試験機を組合わせて行った。供試体中央部には深さ

4mm・幅 1.5mm のノッチを全周に切り込み、この部分

でひび割れが発生するようにした。供試体の両端面には

グラインダーでカットして細かな溝を付けておいて、あ

らかじめ深さ 8mm の深さで切削してある載荷版の供試

体設置位置に接着剤で接着した。載荷版同士は、載荷版

にあけられた穴に 4 本のガイドロッドを通して一体化さ

れていることで、互いに平行になっており、載荷時に供

試体軸と載荷軸が一致するようにした。また、載荷過程

においてもこのガイドロッドがあることで、ひび割れ面

での変形（ひび割れ開口）が断面内で極力一様に進行す

るようにすることができる。載荷版にあけられた穴には

機械油を十分塗布し、ロッドと載荷版との摩擦が生じな

いようにした。 
計測項目は、載荷荷重とノッチ上下間（5mm）のひ

び割れ開口をクリップゲージ式変位計を用いて 4 ヶ所で

計測した。 試験ケース数は、方法-A から D までそれ

ぞれ 5, 6, 7, 5 体である。ケース数が異なるのは、試験で

は、載荷版付け根部で破壊してしまったものがあり、こ

れは除いていることと、実験の実施過程において試験結

果のばらつきが相対的に大きかった方法-C については

試験ケース数を多くするようにしたためである。載荷試

験ケースの一部では、ロッドと載荷版との摩擦によるロ

ッド部での荷重分担の程度を把握する目的で、4 本の載

荷ロッドに 1 本あたり 4 ヶ所のひずみゲージを貼りロッ

ドの軸ひずみを計測した。 
載荷速度は基本的には載荷開始からひび割れ開口が

0.2mm程度となるまでは 1.0×10-4 mm/minとし、それ以

降はスピードを上げて 0.025mm/min とした。 
 

3. 実験結果 

 
各試験ケースのひび割れ開口変位と載荷荷重をノッチ

 

Pin hole

Method-A Method-B Method-C 

図-1 ダクタルの打設 

Placing of Ductal 

Method-D 
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Guide-rod 

部の断面積で割った平均引張り応力との関係を図-4 に

示す。 
ひび割れ発生時の平均引張り応力は、方法D<C<A<B

の順に大きく 6.2～12.8N/mm2の間で分布している。ひ

び割れ発生後、方法-Dでは引張り応力は緩やかに低下

していく。これに対し、方法-A,Bでは平均引張り応力は

上昇して行く。方法-Cは他の 3 方法に比べてばらつきが

大きく、引張り応力を保持するものもあり、上昇するも

のもあった。引張り強度に到達した後は、変形の増加と

ともに引張り応力は減少し若干下向きに凸の形状で低下

して行き、最終的に開口変位 5～6mmの間で応力が消失

した。ノッチ部破断面の状況の代表例を図-5 に示す。

破断面を横断する鋼繊維の量に関して定量的な測定を行

っていないが、目視によっても明らかに方法-Dのケー

スでは、方法-A,Bのケースよりも破断面に残った鋼繊維

の量は少ないことがわかる。これらの試験体における違

いは打設方法のみであり、供試体の中の鋼繊維の向きの

方向性が、打設方法によって異なり、それがひび割れ以

降の鋼繊維の引張り応力分担分に影響し、試験結果が異

なってきていることが示されている。 

び割れ発生後、方法-Dでは引張り応力は緩やかに低下

していく。これに対し、方法-A,Bでは平均引張り応力は

上昇して行く。方法-Cは他の 3 方法に比べてばらつきが

大きく、引張り応力を保持するものもあり、上昇するも

のもあった。引張り強度に到達した後は、変形の増加と

ともに引張り応力は減少し若干下向きに凸の形状で低下

して行き、最終的に開口変位 5～6mmの間で応力が消失

した。ノッチ部破断面の状況の代表例を図-5 に示す。

破断面を横断する鋼繊維の量に関して定量的な測定を行

っていないが、目視によっても明らかに方法-Dのケー

スでは、方法-A,Bのケースよりも破断面に残った鋼繊維

の量は少ないことがわかる。これらの試験体における違

いは打設方法のみであり、供試体の中の鋼繊維の向きの

方向性が、打設方法によって異なり、それがひび割れ以

降の鋼繊維の引張り応力分担分に影響し、試験結果が異

なってきていることが示されている。 
方法-A,B は、その試験体の製作方法、及び試験結果

も高い引張軟化特性を示しばらつきも比較的小さいこと

方法-A,B は、その試験体の製作方法、及び試験結果

も高い引張軟化特性を示しばらつきも比較的小さいこと

0
3
6

12
15
18

0 2 4 6
Crack opening  (mm)

Te
ns

ile
 st

re
ss  

 (N
/m

m
2 )

9

 Method-A

0
3

0 2 4 6
Crack opening  (mm)

Te
ns

ile

6
9

12
15
18

 st
re

ss  
  (

N
/m

m
2 )

 Method-B

0
3
6
9

12
15
18

0 2 4 6
Crack opening  (mm)

Te
ns

ile
 st

re
ss  

  (
N

/m
m

2 )

 Method-C

0
3
6
9

12
15
18

0 2 4 6
Crack opening  (mm)

Te
ns

ile
 st

re
ss

   (
N

/m
m

2 )

 Method-D
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Specimen with notch 
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(amount 4)
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図-2 試験体                       図-3 載荷試験装置 

Setup of specimen                      Setup of test 

図-4 試験結果 

Results of the direct tensile test 
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Method-A Method-B Method-D

図-5 ひび割れ面の状況 

Ruptured surface 

から、最も練り上がり時の状態に近いものであると考え

られる。方法-D は、4 つのケースの中で最も細い束の

流込みで供試体が製作されていることから、潜在的な打

ち重なり面が供試体中に存在していると考えられ、結果

的に低い引張軟化特性を示している。流込み方向に平行

に引張り軸力が作用することで最も不利な載荷条件にな

っていることも一つの要因であると考えられる。方法-C
は、なるべく大きな束で供試体が作成できるように工夫

をしたが、方法-A,B と D の結果の間でばらつく結果が

得られた。 
ロッド表面のひずみを計測した場合について、ロッド

に作用する軸力の影響を除去した場合とそうでない場合

の比較結果の例を各方法ごとに図-6 に示す。軸力の影

響の除去の方法は、各ロッドごとにゲージから計測され

た表面ひずみを平均してこれを軸ひずみとし、各ロッド

ごとに軸力を算定し、4 本の合計値を計測された載荷荷

重から引いた上で、平均引張り応力を算定する方法によ

った。これより、ロッドの摩擦による影響は、若干見ら

れるもののかなり小さく、これを無視してもほぼ問題は

ないと判断した。 
引張り強度（ft）と引張軟化曲線を積分して求めた破

壊エネルギー（Gf）の関係を図-7 に示す。これより ft
の増大にともない Gf 値も大きくなっており、ft と Gf の
間には相関関係が認められる。図-5 にて示された結果

より、この相関関係は、ひび割れ面を横断する鋼繊維の

量および方向に依存した鋼繊維により伝達される引張り

力が変化していくことが要因となっていると考えられる。 
 

4. 曲げ試験結果の逆解析による引張軟化曲線 

 
4.1 曲げ試験結果の逆解析による引張軟化曲線の算定方法 

内田ら６）はコンクリート材料の引張軟化特性を評価

するために、曲げ試験から得られた荷重—変位曲線を

FEMモデルを用いて逆解析し、引張応力—開口変位の関

係を多直線で近似する方法を提案している。本研究では

この手法を用いてダクタルの引張応力－開口変位関係を

図-7 破壊エネルギーと引張強度の関係 

Relation between fracture energy and tensile
strength 

図-6 ロッドの影響 

         Influence of the force in rods 

0
3
6

0 2 4 6
Crack opening  (mm)

Te
ns

ile
 st

9
12
15
18

re
ss  

  (
N

/m
m

2 )

            :Original
            :Modified

Method-A

Method-B

0
3
6

0 2 4 6Crack opening  (mm)

Te
ns

ile
 s

9
12
15
18

tre
ss  

  (
N

/m
m

2 )

Method-C             :Original
            :Modified

Method-D

0

10

20

30

40

0 5 10 15 20
Tensile strength　(N/mm2)

Fr
ac

tu
re

 e
ne

rg
y   

 (N
/m

m
)

50
Method-A
Method-B
Method-C
Method-D
Back analysis

 33-4



大成建設技術センター報 第38号(2005) 

10
0

crack opening

50mm notch

P/2P/2

Deflection

100 100 10050 50

400

unit:mm

Mesurement rod

図-9 曲げ試験 

Setup of the flexural test 
図-8 試験体の作成 

Placing of Ductal 
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求めることとした。この手法における入力条件は、供試

体の構造形状に関する情報と荷重－変位（撓み又は切欠

き部の開口変位）関係のみである。逆解析にあたっては、

日本コンクリート工学協会にて公開されているプログラ

ム７）を使用した。 
4.2 試験体製作方法および条件 

供試体は 100mm×100mm×400mm の直方体であり、

基本的には、型枠の一方から一層で上面まで連続的に流

し込んで製作した。試験体が直接引張り試験体よりも大

きいことから、流込み時の RPC の束は直接引張り試験

用の供試体の場合よりも大きいものの、試験体形状に対

する相対的な大きさは、方法-D の場合と同程度の関係

にあると判断される。図-8 に曲げ供試体の打込み状況

を示す。供試体硬化後に、直接引張り試験体の場合と同

様に熱養生を行った。試験体数は、製作時期がそれぞれ

異なり 5 つの錬りバッチから各 3 本ずつ合計 15 体であ

る。 
供試体中央の底面に、ひび割れ発生位置を限定する目

的で深さ 50mm（=h／2、h：供試体高さ）の切欠きを設

けた。図-9 に試験概要を示す。計測項目は、荷重、切

欠きのひび割れ開口変位、供試体中央部のたわみである。 
4。3 曲げ試験結果と逆解析結果 

荷重－変位関係の代表例を図-10 に示す。切欠きの開

口変位は、クリップゲージの計測限度から 5mm 程度ま

でしか計測できなかった。 
計 15 体の試験による荷重－たわみ関係、荷重－開口

変位関係に基づき、引張応力－開口変位関係の逆解析を

行った。図-11 に逆解析に用いた FEM モデルを、図-12
に全ての逆解析結果をまとめて示す。先に述べたクリッ

プゲージの計測限度から、逆解析した引張応力－開口変

位関係は、荷重－たわみ関係の逆解析結果より小さな開

口変位までしか求められなかった。両者は、ほぼ同様の
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図-10 曲げ試験結果の例 
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図-11 逆解析用ＦＥＭモデル 

FEM model for back analysis 

0

3

6

9

12

15

18

0 1 2 3
Crack openings (mm)

Te
ns

io
n 

str
es

s   
(N

/m
m

2 )

Solid line : by load-deflection relation
Dotted line : by load-crack opening relation

図-12 逆解析結果一覧 

Results of back analyses 
 33-5



超高強度繊維補強コンクリート“ダクタル”の引張軟化曲線 

引張応力－開口変位関係を示している。  
各試験結果について引張り強度と破壊エネルギーの関係

を直接引張り試験の場合と併記して図-7 に示す。逆解

析によった場合では軟化曲線が応力が０となる変位まで

求めることはできていないが、応力低下域では線形的に

低下するものと仮定して引張軟化曲線を外挿した上で破

壊エネルギーを求めた。 
図-4,7,12 より、曲げ試験結果の逆解析による引張軟

化曲線は直接引張り試験結果と比較的同様な傾向が得ら

れていることがわかる。曲げの逆解析の場合、引張り強

度前後の曲線が比較的緩やかとなる傾向があるが、ひず

み勾配を持つ曲げ挙動からの逆解析であることから、得

られた結果は若干平均化されているとも推察される。引

張り強度は 8.8～16.3N/mm2と、方法-Dと方法-A、Bの結

果の間でばらついている。曲げ試験体の製作における、

打ち込み時の束の大きさおよび、片側からの流込みによ

っていることが、鋼繊維の配向性に影響を与え、得られ

た結果のばらつきの要因となっていることと考えられる。

ただし、そのばらつきは、方法-Dと方法-A、Bをそれぞ

れ上限下限として分布することが示されている。  

 

5. 結論 

 

本研究で得られた知見を以下に示す。 

1)直接引張り試験において4本のガイドロッドと変位制

御式試験機との組み合わせにより、比較的安定した直

接引張り試験を行うことができ、高精度の引張軟化曲

線を得ることができた。 

2)方法-A、B はほぼ同様な結果が得られており、ばらつ

きもそれほど大きくないことから、練り上がり時の状

態にほぼ近い状態で供試体が作成できているものと考

えられる。方法-D は細い束での流込みで作成されて

いることから引張り強度、破壊エネルギーともに他の

方法に比べて最も小さな値となったが、ばらつきは方

法-A、B と同程度であった。方法-C は、なるべく大

きな束で供試体が作成できるように工夫をしたが、方

法-A、B と D の結果の間でばらつく結果が得られた。 

3)曲げ試験結果の逆解析より得られた引張軟化曲線では、

引張り強度はばらつくものの、そのばらつきは、方

法-D と方法-A、B をそれぞれ上限・下限としており、

直接引張り試験の ft-Gf 関係とほぼ同様であることを

確認した。  

4)ダクタルは高い粘性を有することで流込みによる自己

充てんによるのが一般的であることから、供試体作成

時の流込み時の束の大きさが試験体内の鋼繊維の配向

性に影響を与える。相対的に流込み時の束が大きいほ

ど大きな引張り強度および破壊エネルギーとなり引張

り強度と破壊エネルギーの間には相関が認められるこ

とがわかった。 

本研究では、実構造物レベルの部材中の鋼繊維の配向

および強度については検討をしていないが、一般に製作

時の基本事項としては、1)部材片側からの流込みにより

打設を行うこと、2)筒先は打設されたダクタル中に差込

んでおくことが一般的である。これは、本研究における

曲げ供試体の製作要領と比較的似ていることから、実構

造物レベルの部材に関しても、部材各所において鋼繊維

の配向性は異なり引張軟化特性も部材中でばらつきがあ

ると考えられるものの、今回実施した強度試験用の供試

体から得られた結果を上下限としてばらついているもの

と考える。これらの結果は，高品質なダクタル打設法を

確立することで設計用値自体を高く設定できることを示

しており、それに基づき合理的な構造物設計を行うこと

で建設コストの低減に繋げることができる可能性がある

ことをを示している。 
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