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1.1 背景 

モルタルやコンクリートなどのセメント系複合材料に生ずる劣化現象として，化学的劣

化として知られる Ca 溶脱および硫酸による劣化などがある．Ca溶脱は，セメント系複合材

料が淡水などと接すると，外部溶液と細孔溶液とのイオン濃度差を駆動力としてセメント

水和物中の Ca
2+が溶出し，空隙構造の粗大化が起こる現象[1-1]である．たとえば，極めて長

い設計耐用期間が設定される放射性廃棄物処理施設[1-2]（図－1.1）は，地中深くに埋設され

ることから地下水とのセメント系材料との化学的相互作用により Ca 溶脱が生じることで，

核種の閉じ込め性能といった耐久性が低下することが危惧されている．このような構造物

においては，設計と維持管理において，Ca 溶脱による影響を考慮できる各種性能の予測法

が必要となる．一方，硫酸による劣化は，硫酸とセメント水和物との化学反応により，セ

メント水和組織の脆弱化や析出物の生成による膨張ひび割れを発生させる現象[1-1]である．

これは，下水道処理施設や温泉地に置かれる構造物（写真－1.1[1-3]）の寿命を決定づける重

要な劣化現象である．これら化学的劣化が問題となるコンクリート構造物の多くは，地中

に埋設される．それゆえ，静的土圧や地震時土圧といった力学的な作用下での長期耐久性

の予測・評価技術が必要となる．しかしながら，現状では，このような技術は確立されて

いない． 

 

1.2 Ca溶脱に関する現状と課題 

Ca 溶脱をはじめとするセメント系複合材料の各種イオンの溶解現象は，多くの研究者に

よってそのメカニズムが明らかにされてきており，また，長期的な耐久性評価が可能な解

析手法が開発されてきた．表－1.1 に，主なセメント変質解析コード[1-2]をまとめて示す．

ここでみられるように，セメント系複合材料の変質に関して多様なモデルが開発され，そ
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れぞれの解析コードの妥当性・適用性の検討[1-4 ~ 1-9]が行われてきた． 

これらの解析コードで用いられるセメント系複合材料の変質モデルは，セメント水和物

の C-S-H の溶解モデルに関して大きく 2 つに大別される．すなわち，化学平衡論に基づく

モデル[1-10 ~ 1.12]と経験的に固相と液相のCa量の関係からCaの溶解現象を関連付けたモデル
[1-13]である．前者は，C-S-H ゲルの溶解を非調和な溶解現象であるとし，Caの溶脱に伴って

低下する Ca/Si比に応じて，C-S-H ゲルが様々な形態を有しながら変質するというモデルで

ある．例えば，Atkinson ら[1-11]は，C-S-H ゲルはトバモライト（Ca/Si 比＝0.833）が，Ca/Si

 
図－1.1 放射性廃棄物処理施設[1-2] 

 

   
(a) 温泉地        (b)下水道処理施設 

写真－1.1 硫酸による劣化が作用した構造物[1-3] 
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比の大小に応じてトバモライトと Ca(OH)2（以下，CH），もしくは，トバモライトと SiO2

ゲルから成るとして仮定したモデルを構築した．また，杉山ら[1-12]は，C-S-H ゲルが CH と

SiO2ゲルから成ると仮定して，Ca/Si比の変化に伴って C-S-H ゲルの非調和溶解と沈殿を表

現した．一方で，後者のモデルは，Ca/Si比の変化に伴って変化する固相 Ca量と液相 Caイ

オン量の関係を経験的に構築したものである．このモデルを多少改良する試み[1-4]もみられ

るが，その基本形は Builの開発した固液平衡モデル[1-13]に準じている．化学平衡論に基づく

モデルとの違いとしては，解析コード上での定式化が非常に簡便であるということである．

それぞれのセメント系複合材料の変質モデルにおいて，熱力学データベース[1-14]を用いた適

用性の検証が精力的に行われてきた． 

 

表－1.1 主なセメント変質解析コード[1-2] 

 

 

さて，このような既往の研究において対象としている耐久性評価には，セメント系複合

材料の物理化学的性質の変化に着目した研究たとえば，[1-15 ~ 1-24]が圧倒的に多い．対象とする構

造物の長期的な性能を議論する場合，耐久性だけでなく，構造性能の評価・予測に関して

も考慮することが必要であると考えられる．Ca 溶脱が懸念される構造物，特に，放射性廃

棄物処理施設の超長期的な性能評価に関して，岩盤・人工バリアに関する構造力学安定性

評価を行っているものの，超長期的な構造性能にまで検討を視野に入れた試みは希少であ

る．例えば，Cardeと Francois
[1-25, 1-26]は，10～30 mmの円柱試験体の試験体を用いた Ca溶

脱を対象とした浸漬実験を行い，圧縮強度と固相中の Ca量とを関連付けたモデルを構築し

た．また，横関ら[1-27]は，固液平衡モデルに基づいて定式化した Ca 溶脱解析により算出さ
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れた物理化学的性質の変化とビッカース硬度とを関連付けて力学的な情報の予測を検討し

た．この他にも青山ら[1-28]によって微小領域の力学的性質と物理化学的性質との関連を検討

した研究が行われている．しかしながら，このような情報では，構造性能にまで議論を発

展させるには力学的な情報が乏しい． 

 

1.3 硫酸による劣化に関する現状と課題 

硫酸イオンが存在する環境としては，硫酸塩土壌，トンネル，河川水・海水，温泉地，

下水道処理施設などが挙げられる．このような環境に置かれるコンクリート構造物は，硫

酸との反応により劣化する．これは，その他の劣化現象と比べて非常に速く進行し，被害

も甚大であり，その現象も多種多様[1-1, 1-2, 1-29]である．国内では，1970年代に建築物におい

て硫酸による劣化が確認され，その深刻な被害状況が社会に提示されたことを契機に調

査・研究[1-30]が取り組まれてきた．硫酸による劣化は，硫酸イオンとセメント水和物との反

応により生成する硫酸塩の析出圧に起因した膨張ひび割れが発生するものと，酸とセメン

ト水和物の反応によってセメント水和組織が脆弱化するものがあり，前者を硫酸塩劣化，

後者を酸劣化と分類している．さらに，硫酸塩劣化は，図－1.2のように，化学的劣化と物

理的劣化に大別される．化学的劣化は，エトリンガイト，二水セッコウ，ソーマサイト，

MgSO4 の析出に起因し，物理的劣化は乾燥する環境下にある場合に硫酸ナトリウムが細孔

溶液中で結晶化することでスケーリングのような現象を生じるものである． 

 

 
図－1.2 硫酸塩劣化の分類[1-2] 

 

既往の研究[たとえば，1-31, 1-32]により，化学的劣化のメカニズムの解明や様々な環境因子の影

響が整理されてきた．特に，複雑なプロセスを経て生じる硫酸塩劣化のメカニズムの解明

は精力的に行われており，エトリンガイトの生成による膨張は次のように理解されている．

すなわち，エトリンガイトの生成領域が反応によって消費された水和物相において生成（ト

ポケミカル反応）する場合に膨張性を呈し，空隙中やひび割れなどの空間に自由に生成す

るような反応（液相反応）の場合は膨張しないというものである．しかしながら，これに

反して，体積膨張説[1-33 ~ 1-35]や結晶成長説[1-36]という相反する 2つの理論が提唱されている．

前者は膨張性を呈するとしたトポケミカル反応は実際には生じず，エトリンガイトがコロ

イド状に生成して水分を含み膨潤することで膨張するという理論であり，後者は C3A など
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のエトリンガイトの生成に用いられる水和物の溶解速度によってはトポケミカル反応が生

じて膨張に至るというものであり，未だ統一的な解釈はなされていないのが現状である．

また，硫酸による劣化に着目した研究[1-37]としては，高水セメント比（以下，W/C）のコン

クリートやモルタルを硫酸溶液に浸漬した場合よりも，空隙率が小さく物質移動が低い

W/C が小さいの場合の方が硫酸による劣化が激しいということを，硫酸とセメント水和物

の反応とイオン移動から説明したものもある．この他に，陽イオンの種類による影響[1-38, 1-39]，

環境条件（硫酸イオン濃度，pH，温度，乾湿繰返し，硫化水素濃度など）の影響[1-37, 1-40 ~ 1-45]，

CaCl2溶液などの塩類劣化
[1-46, 1-47]など，化学的劣化に影響を及ぼす膨大な実験変数に対する

化学的劣化のメカニズムの解明が多くの研究者によって行われてきた．近年では，このよ

うな化学的劣化に対して，セメント系複合材料の劣化を想定した材料設計の提案[1-48 ~ 1-50]が

なされているところである．また，これらの実験的研究に基づいて，表－1.1で取り上げた

DuCOM
[1-4]や Hosokawa- Johannessonシステム[1-9]といった地球科学コード PHREEQCに基づ

く精緻な数値解析的手法や，硫酸イオンの移動論と反応論に着目した比較的簡略化された

数値解析的手法[1-37, 1-51 ~ 1-54]が開発されている．加えて，析出物の生成に伴う膨張圧をひず

みによって表現することで，FEM によって硫酸塩劣化に伴って発生する膨張ひび割れを再

現した Andresらの試み[1-55]もみられる． 

前述のように硫酸による劣化は環境条件の影響を多分に受けるため，顕在化する劣化現

象は多様であり，硫酸による劣化を定式化しようとしてもそのモデルも多様になる．この

ような硫酸による劣化を統一的に議論することができ，かつ，構造性能を評価可能な力学

モデルの開発が望まれている[1-2]．ここで，硫酸による劣化に関する力学モデルが多様化し

ていることの一つの要因として，時間軸の概念を力学モデル内に組み込んでいる[1-1, 1-56]こと

と劣化領域を平均化する試験体寸法による空間的な影響が考えられる．硫酸による劣化は，

硫酸イオンとセメント水和物との反応により生成する析出物による膨張ひび割れの発生

（硫酸塩劣化），もしくは，セメント水和組織の脆弱化（酸劣化）によって力学的性質が変

化する．すなわち，硫酸による劣化による時空間的な物理化学的性質の変化を予測するモ

デルとそれに伴って変化する力学的性質を表現する力学モデルとをわけて考えることで，

多様に存在する硫酸による劣化の力学モデルを統一することができると考えられる．しか

しながら，現状では，このような考えを取り入れた力学モデルは皆無といってよい． 

 

1.4 化学的劣化を対象としたメゾレベルの概念の導入 

コンクリートやモルタルのようなセメント系複合材料は，水，セメント，骨材を練り混

ぜた後，水和反応により時間とともに変化し，さらに，セメントペースト，骨材，骨材界

面の遷移帯の多相構造を形成する複雑な材料である．セメント化学の分野では反応論に基

づいた水和組織や空隙構造の形成に，材料工学の分野では移動論に基づいたひび割れを含

む材料の多相構造の変質プロセスについて研究されている．また，構造工学の分野では，
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セメント化学や材料工学の分野の知見が構造解析や設計に導入されているものの，水和組

織や空隙構造といった微小領域の情報を直接導入する試みは未だ発展途上である．コンク

リート構造物の長期的な耐久性評価を行う上で，セメント系複合材料の時間依存挙動なら

びに劣化に伴う材料の多相構造の変質挙動を考慮したモデルを導入することの意義は大き

い． 

Wittmann
[1-57]は，このようなセメント化学および材料工学と構造工学の乖離を是正するた

めには，異なる階層構造を定義しそれらを関連付けるモデルが必要であると言及した．こ

の階層構造を結びつけるマルチスケールモデリングの概念を組み込んだ試みやそれを導入

した解析技術の開発[たとえば，1-4, 1-58, 1-59]が行われているところではある．また，海外では，本

質的なマルチスケールモデリングを実践することを目的として，セメント水和物の弾性係

数といった力学的性質の同定[1-60 ~ 1-62]が古くから試みられている． 

本研究では，上述の階層構造を本質的に関連付ける一つのアプローチとして，化学的劣

化による材料の多相構造の変質挙動とそれに伴う力学的性質を平均化可能で，かつ，力学

的性質を同定可能な最小スケールとしてメゾレベルの領域を定義し，この領域において階

層構造をつなぐ力学モデルの構築を考えた． 

ここで，コンクリートおよびモルタルを異なるスケールで着目した時の構成材料の概念

を図－1.3に示す．コンクリートやモルタルのような複合材料は，着目するスケールが異な

ると構成材料が変化する．すなわち，着目するスケールを数 cm程度すると，コンクリート

は「モルタル＋粗骨材＋骨材界面の遷移帯を含む領域」で構成される．この考えをモルタ

ルにおいても適用すると，モルタルは「セメントペースト＋5mm 以下の骨材＋骨材界面の

遷移帯を含む領域」で構成される材料と定義できる．このように，着目するスケールが異

なれば構成材料が異なるため，それに応じて応力ひずみ関係などの力学的性質も変化する．

ここで，これらの着目したスケールにおける 3 相の構成材料を解析上で考慮することで，

大きいスケールにおいて生じる事象を小さなスケールの情報によって再現することができ

る可能性がある．具体的には，図－1.4に示すように，着目する各スケールにおいて対象と

する材料の応力ひずみ関係を用いて，かつ，より大きなスケールの対象の構成材料を 3 相

構造から成る解析モデルを構築すれば，セメントペーストと骨材と骨材界面の遷移帯を含

む領域によってコンクリートの力学挙動を再現することができるということである．化学

的劣化は骨材を除いた相が変質する現象である．したがって，コンクリートもしくはモル

タルに化学的劣化が生じた場合，劣化が顕在化するモルタルもしくはセメントペーストと

いった粗骨材もしくは細骨材を除く領域で平均化すればよい．すなわち，骨材を除く構成

材料の変質を評価可能な力学モデルを構築することで，化学的劣化が生じたコンクリート

もしくはモルタルの力学性能を統一的に評価することができると考えられる． 
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図－1.3 異なるスケールで着目したコンクリート・モルタルの構成材料 

 

 
図－1.4 各階層における構成材料の構成則と解析モデルの概念図 

 

本研究では，セメント系材料に化学的劣化が生じた場合，同一領域によって物理化学的

性質と力学的性質との関連性を評価するということが肝要となる．物理化学的性質は着目
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するスケールが小さいほど，化学的劣化による影響を適切に平均化することができるが，

一方で，力学的性質は骨材などの影響を受けるため着目するスケールが大きいほど得られ

る力学的性質のばらつきは小さくなる．そこで，両者を平均化することが可能で力学試験

を遂行可能な最小スケールとして，メゾレベルのモルタル試験体を対象とした． 

本研究では，メゾレベルおよびセミマクロの 2 つのスケールを定義した．メゾレベルの

スケールでは，最大骨材寸法が 1.0mm のモルタル（以下，M1.0 試験体），最大骨材寸法が

1.7mm のモルタル（以下，M1.7 試験体）に着目し，上述した最小スケールをそれぞれ最大

骨材寸法の 3 倍となる 3.0mm，5.0mm の厚さを有する寸法と設定した．セミマクロのスケ

ールでは，最大骨材寸法が 1.7mmのモルタルと同材料で 100.0mm程度の断面を有する寸法

を設定した．すなわち，セミマクロのスケールの試験体（以下，セミマクロ試験体）は，

M1.7 試験体から成る単一材料，もしくは，M1.0 試験体と 1.0～1.7mm の骨材と骨材界面か

ら成る複合材料の 2 種類の構成材料として捉える．このようにして，セメント系複合材料

の化学的劣化にメゾレベルの概念を導入した． 

 

1.5 研究目的と論文構成 

上述のように，Ca 溶脱および硫酸による劣化を受けたセメント系複合材料の力学性能の

評価・予測手法の確立には至っていない．そこで，本研究では，化学的劣化の中でも劣化

メカニズムが明らかにされている Ca溶脱および硫酸による劣化を対象として，これらが作

用するコンクリート構造物の力学性能の評価・予測手法の確立に向けた一つのアプローチ

として，劣化予測解析と準微視的構造解析との連成解析システムの開発に向けた実験的研

究および解析的研究（図－1.5）を行った．それぞれの目的を以下に示す． 

【実験的研究の目的】物理化学的性質の変化を考慮可能な力学モデルの構築 

【解析的研究の目的】劣化予測解析と準微視的構造解析の連成解析システムの開発 

実験的研究では，M1.0 試験体および M1.7 試験体を用いて，Ca 溶脱および硫酸による劣

化に伴って変化する水和組織や空隙構造といった物理化学的性質と力学的性質を同定し，

両者の関連性から物理化学的性質の変化を考慮可能な力学モデルを構築することを目的と

した．また，解析的研究では，Ca 溶脱および硫酸による劣化を再現可能な劣化予測解析を

構築し，この劣化予測解析と準微視的構造解析として知られる剛体バネモデル（以下，RBSM）
[1-63 ~ 1-66]

 との連成を考慮した解析システムの開発を行った．また，セミマクロ試験体を作

製して浸漬実験，各種力学試験を行い，同試験体を対象として本連成解析システムの検証

を行った．さらに，解析対象を単一の材料から成る単一材料モデルと 3 相の材料から成る

複合材料モデルでモデル化し，本連成解析システムを適用し，その妥当性の評価を行った． 
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図－1.5 本研究のフロー 

 

第 2 章と第 3章では，Ca溶脱および硫酸による劣化が作用した M1.0 試験体およびM1.7

試験体において，曲げ試験およびせん断試験を行い力学的性質を同定するとともに，熱分

析，化学分析などにより物理化学的性質の同定を行った．さらに，物理化学的性質と力学

的性質の関連性を評価した． 

第 4 章では，第 2 章と第 3 章の物理化学的性質と力学的性質の関連性に基づいて，力学

モデルを構築した．Ca 溶脱に関する力学モデルは，空隙と強度の関係に基づいて，水和物

量および空隙率のそれぞれを変数とした力学的性質のモデルを構築した．また，硫酸によ

る劣化においても空隙と強度の関係に基本的に従うとし，エトリンガイトや二水セッコウ

といった析出物の生成による緻密化と膨張ひび割れのプロセスのそれぞれに対して水和物

量と空隙率を変数とした係数を設けることで，硫酸による劣化に関する力学モデルを構築

した． 

第 5 章は，劣化予測解析と RBSM との連成解析システムについて述べるとともに，第 2

章および第 3 章の M1.0 試験体および M1.7 試験体による実験を対象として，本連成解析シ

ステムの妥当性評価を行った． 

第 6 章では，セミマクロ試験体による実験を対象として本連成解析を用いて，圧縮試験

および曲げ試験から得られるセミマクロ試験体の力学性能の予測を行った．加えて，解析

対象のセミマクロ試験体を単一材料と複合材料でモデル化をし，セミマクロ試験体の力学

性能の予測を行った． 

第 7章では，本研究で得られた結論の総括と今後の展望と課題について言及した．  
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第2章 Ca溶脱により劣化したモルタルの物理化学的性質と力学的

性質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 緒言 

本章では，Ca 溶脱により劣化したモルタルの物理化学的性質と力学的性質の関連性を評

価するとともに，Ca 溶脱による物理化学的性質の変化を考慮可能な力学モデルを構築する

ことを目的とした実験的検討について説明する．メゾレベルの M1.0 試験体および M1.7 試

験体においてCa溶脱によるセメント水和物や空隙率の変化とそれに伴って変化する弾性係

数，引張強度，破壊エネルギー，引張軟化曲線，せん断強度の変化を平均化することで，

その関連性を定量的に評価した． 

 

2.2 メゾレベルの試験体の実験概要 

本実験では，図－2.1 に示す実験フローにしたがい，メゾレベルの M1.0 試験体および

M1.7 試験体の作製，浸漬実験，曲げ試験，逆解析，せん断試験，物理化学的性質の分析を

行った．  

 

2.2.1 メゾレベルの試験体の作製 

使用したセメントは普通ポルトランドセメントとし，化学混和剤は使用しなかった．M1.0

試験体と M1.7 試験体の配合条件を表－2.1に示す．細骨材の最大骨材粒径は，M1.0 試験体

では 1.0mm，M1.7 試験体では 1.7 mm（試験体厚さの約 3 分の 1）となるように調整した．

なお，M1.0 試験体は，M1.7 試験体中の骨材寸法が 1.0～1.7mm の骨材を除外した際の配合

である．まず，練混ぜにはモルタルミキサーを使用し，40×40×160 mm の角柱供試体を作製

した．脱型後，水中にて 120 日間養生した．なお，使用した細骨材の絶乾密度および粗粒

率は，それぞれ 2.71 g/cm
3および 2.82 %である． 
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図－2.1 Ca溶脱に関する実験のフロー 

 

表－2.1 配合条件 

 dmax W C S 

M1.0 試験体 1.7  259.4 (1) 518.8 (2) 1546.4 (6) 

M1.7 試験体 1.0  259.4 (1) 518.8 (2) 856.0 (3.3) 

注 1：dmax:最大骨材寸法（mm），W：水（kg/m
3），C：セメント（kg/m

3），S：砂（kg/m
3） 

注 2：（）内は質量比 

 

養生 120 日終了後，ブリーディングの影響を考慮して，角柱供試体の打込み面から 10mm

以深の内部から，湿式コンクリートカッターを用いて，厚さ：3 or 5 mm，幅：30 mm，長さ：

70 mm の M1.0 試験体および M1.7 試験体を作製した（図－2.1左上段参照）．ここで，M1.0

試験体および M1.7 試験体の厚さは，力学試験を遂行可能で，かつ，断面内の劣化度の不均

一性を平均化可能な寸法として，それぞれ，3mm と 5mm と設定した．なお，切断の精度は

±0.5 mm である．作製した試験体は浸漬実験まで約 24 時間イオン交換水中に静置した．こ

の間のモルタルの水和反応および Ca 溶脱の影響は無視できるものとした． 

 

2.2.2 浸漬条件 

浸漬溶液は，2 種類の溶液を用意した．すなわち，イオン交換水および粉末試薬の NaCl

とイオン交換水によって作製した塩化物イオン濃度が 20g/L の NaCl 溶液である．容器はポ

リ容器を用いて，それぞれ 15L の溶液に 10 体の試験体を静置した（図－2.1左下段参照）．

なお，試験体 10 体と溶液量の体積比は，M1.0 試験体では 4.2 mL/L，M1.7 試験体では 7.0 mL 

/L である．M1.0 試験体の浸漬条件は，浸漬期間を 0，56，112，168 日とし，それぞれの溶
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液は 14 日ごとに全量交換した．また，M1.7 試験体の浸漬条件は，浸漬期間は，0，180，270，

360 日とし，それぞれの溶液は 30 日ごとに全量交換した．なお，いずれの場合も，浸漬実

験は温度を 20℃と一定に保った恒温室で行った． 

 

2.2.3 曲げ試験・せん断試験条件 

浸漬期間終了ごとに試験体を 10 体取り出し，3 点曲げ試験を行った（図－2.1 中央上段

参照）．本研究では，劣化した試験体から引張軟化性状を同定することを考えているため，

最大荷重後の軟化域の測定が必要となる．したがって，十分な静的載荷条件と精密な変位

の測定が要求される．そこで，次の 3 点を考慮することで上記の条件を満足する試験法を

開発した．①支点間距離を 50mm，載荷速度を 1 µm/sec とする．②載荷点直下と支点に 1µm

まで測定可能な LVDT変位センサーを用いる．③破壊面を限定するために幅 1mm，深さ 5mm

の切欠きを試験体の載荷点の両側面に設けて，2 つの切欠きの先端を通るように載荷治具を

設置した．ここで，試験体中の水分条件の差異と空隙中に存在する溶液の種類が異なるこ

とが曲げ試験におよぼす影響を可能な限り小さくするために，浸漬後の試験体を真空デシ

ケータ内の減圧環境に 1～2 日間静置し，乾燥状態の試験体を用いて曲げ試験を行った．な

お，載荷試験機は，最大荷重容量が 2.5kN のテンシロン万能材料試験機 RTG-1225 である． 

曲げ試験により得られる荷重変位曲線を用いて逆解析により引張軟化曲線を同定した．

その際に使用した解析プログラムは，JCI-S-001-2003
[2-1]において推奨される「多直線近似法

による引張軟化曲線の推定」（図－2.1 中央下段）である．これは，有限要素法によって試

験体を仮想ひび割れ部と線形弾性部に表現し，破壊が仮想ひび割れ部において離散的に生

じると仮定したモデルである．この解析プログラムを用いて曲げ試験から得られた荷重変

位曲線から逆解析により引張軟化曲線を推定した．また，推定された引張軟化曲線の終点

およびその直前の点を結ぶ直線を延長し，引張応力が 0 になった時のひび割れ幅を最大ひ

び割れ幅と定義した． 

次に，曲げ試験後の 2 つに分断された 20 枚の試験体を用いて，曲げ試験時の支点および

載荷点から 5mm以上離れた箇所でせん断試験（図－2.1右上段）を行った．本せん断試験

法は，魚本らの研究[2-2]を参考にして，比較的安定したせん断強度が測定可能な直接二面せ

ん断試験[2-3]とした．せん断試験に用いた上下部の治具（それぞれの自重は 0.01N 程度）は，

試験体のわずかな傾きにも対応可能なものである．すなわち，上下部の治具はそれぞれ中

心治具と試験体と接触する 2 つの平板状の治具（以下，平板治具）で構成されており，そ

れらを試験体の形状に合わせてネジで固定することで，試験体と平板治具が隙間なく接触

するようにした．なお，平板治具の厚さを 2 mm，上下部治具のずれを 0.5 mm と設定した．

加えて，上下部治具のずれの位置においてせん断破壊を促すために，ずれの位置の中心に，

試験体の幅を減らすように幅 1 mm，深さ 5 mmのノッチを設けた．上下部の治具や試験体

の設置時の人為的な影響を取り除くために，厚さ 0.8 mm のガイドを上下部治具のずれの位

置と試験体のノッチ部に挿入することで，試験の精度の向上を図った．なお，曲げ試験と
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同様に，載荷速度は 1 µm/sec とした． 

 

2.2.4 物理化学的性質の分析 

本研究では，Ca 溶脱の進行とともに変化する力学的性質（弾性係数，曲げ強度，引張強

度，破壊エネルギー，引張軟化曲線，せん断強度）の根拠を，物理化学的性質の変化から

読み解くことを目的としている．すなわち，刻々と変化する物理化学的性質を定量的に評

価することが非常に重要となる．そこで，図－2.1右下段に示すように，化学的性質として

水酸化カルシウム量（以下，CH 量）および C-S-H 量を，物理的性質として空隙率と細孔径

分布の定量分析を行った．これに加えて，M1.0 試験体の断面を用いて，EPMA による元素

組成の面分析を行った．なお，対象とした元素は，Ca，Si である． 

分析試料の作製は次のように行った．まず，せん断試験後，曲げ試験時では 10 体であっ

た試験体の中から 5 体の試験体を無作為に抽出し，そのうち 4 体の試験体から 1 体ずつ一

辺およそ 5mm の 4 体の角型試料を作製して，これらを空隙構造の分析に使用した．なお，

角型試料は，曲げ試験においてモーメントの発生しない支点より外側の部分から採取した．

角型試料に用いた 4 体の試験体の残りの部分を用いて，鉄乳鉢によって粗粉砕し，遊星ボ

ールミルを用いて粒径が 40µm 以下となる粉末試料を作製し，水和物量および成分分析に用

いた．なお，炭酸化や粉砕時の発熱の影響を考慮して，粉末試料の作製中はアセトンを試

料に漬けることで，外気との接触を防ぐとともに粉末試料作製時の発熱を低減させた．ま

た，1 体の試験体の破断面を用いて，EPMA による面分析を行った．また，作製した試料は

分析実施時まで真空デシケータ内の減圧環境下にて保管した． 

水和物量の測定では，粉末試料を用いて，CH は TG-DTA による熱分析[2-4]を，C-S-H は溶

解法（重液分離法およびサリチル酸メタノール法）による化学分析[2-4]によって評価した．

なお，CH および C-S-H は全浸漬期間において 4 つの粉末試料を用いた際の結果とした．空

隙構造の分析では，角型試料を用いて，空隙率はアルキメデス法[2-4]，細孔径分布は水銀圧

入法[2-4]によって測定した．水銀圧入法に関しては，D-dry 法により 24 時間乾燥させた角型

試料を用いて，0.01～10 µm の空隙量を測定した．なお，空隙率の測定は全浸漬期間におい

て少なくとも 3体，細孔径分布は全浸漬期間において 1体の角型試料の結果を用いた．EPMA

に用いた試料の作製は土木学会の推奨する方法[2-5]に準拠した．まず，エタノールを用いて

十分に研磨面を洗浄した後に，直径 50mm の型枞に試験体を設置しエポキシ樹脂を流し込

んだ．この直後に，真空デシケータ内に挿入して真空引きすることでエポキシ樹脂を試験

体内部に含浸させた．エポキシ樹脂が硬化した後に，100，2000，10000 番のサンドペーパ

ーを使用して破断面全体が露出するまで研磨した．ここで研磨した破断面を測定面として

EPMA による面分析を行った． 
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2.3  M1.0試験体の実験結果 

 

2.3.1 物理化学的性質の経時変化 

（a）水和物量と空隙率の経時変化 

イオン交換水および NaCl 溶液に浸漬した M1.0 試験体中の CH 量，C-S-H 量，空隙率の

経時変化を図－2.2～2.4に示す． 

図－2.2 をみると，イオン交換水に浸漬した場合の CH 量の経時変化をみると，浸漬 56

日まで低下し，浸漬 112 日までは大きな変化はないが，浸漬 168 日の時点でほぼ消失したこ

とを確認できる．C-S-H 量の経時変化（図－2.3）をみると，浸漬 56 日以降において浸漬期

間の増加に伴って徐々に C-S-H 量が低下した．また，図－2.4によれば，空隙率は経時的に

増加する傾向があることがわかる．他方で，NaCl 溶液に浸漬した場合では，CH 量（図－

2.2）は浸漬 56 日においてその消失が確認された．C-S-H 量（図－2.3）に関しては，浸漬

112 日までは経時的に低下する傾向がみてとれるが，それ以降では大きな変化はみられなか

った．イオン交換水に浸漬した場合と比較して，水和物の減少が速いことが確認できる．

これは，塩化物イオンの存在により CH の溶解度が低下することによるものと理解されてい

る[2-6, 2-7]．また，空隙率の経時変化（図－2.4）は，イオン交換水の場合と同様に，経時的

に増加することが確認できる． 

 

 
図－2.2 CHの経時変化   図－2.3 C-S-Hの経時変化 図－2.4 空隙率の経時変化 

 

（b）EPMAによる面分析 

イオン交換水および NaCl 溶液に浸漬した M1.0 試験体の断面を EPMA によって測定元素

（Ca，Si）の面分析を行った．測定対象は，浸漬 0，56，112 日の試験体断面である．なお，

本実験における EPMA は定性分析ではあるが，輝度の上限と下限をそろえることで，浸漬

期間の異なる試験結果を比較・考察している．なお，Si は骨材の主成分であるため測定断

面の骨材量に応じて表示される輝度が大きく変化するため，異なる浸漬期間における評価

は困難である．したがって，Si に関しては，各浸漬期間における断面内の Si の分布から定

性的な評価を行った． 

それぞれの溶液に浸漬した場合の EPMA の面分析結果を図－2.5 に示す．まず，イオン
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交換水に浸漬した場合に着目する．断面内の Ca 量の経時変化をみると，浸漬期間の増加に

伴って表層の Ca 量が減少し，徐々に深い箇所の Ca 量が減少していることがわかる．次に，

Si量の経時変化をみると，浸漬56日では変化はないが浸漬112日の時点では表層の約 0.5mm

程度の領域の Si 量が減少していることがわかる．また，NaCl 溶液に浸漬した場合の Ca 量

の変化をみると，イオン交換水の場合と異なり，断面内における Ca 量の変化は概ね均一で

あり，断面内の Ca 量が経時的に減少していることが確認できる．また，浸漬 112 日におい

ては，表層の 0.4mm 程度までの領域の Ca 量が低下していることが確認できる．次に Si 量

の経時変化をみると，表層から徐々に Si 量が減少しており，イオン交換水の場合と比較し

て Si の減少領域は大きいことがわかる．以上のことから，本実験において Ca の溶脱のみで

なく Si の溶脱も生じていることがわかる．本実験のように浸漬実験を行い，外部溶液中の

各イオン量を測定した研究たとえば，[2-8~2.11]において，Ca や Si だけでなく Na や K などの溶脱

が多くの研究者によって確認されていることから，本研究においても同様の現象が生じて

いるものと推察される． 

 

  
図－2.5 Ca溶脱により劣化した M1.0試験体の EPMAによる面分析結果 

 

2.3.2 力学的性質の経時変化 

（a）曲げ応力－変位曲線の経時変化 

イオン交換水およびNaCl溶液に浸漬した場合の各浸漬期間における曲げ応力とスパン中

央の変位の関係（以下，曲げ－応力変位曲線）を図－2.6に示す．本研究では，供試体寸法

が小さいため供試体ごとの寸法の誤差を無視することができない．そこで，ひび割れ後の
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断面二次モーメントの変化を考慮せず，以下の式 2.1 から算出される曲げ応力を用いて曲

げ応力－変位曲線として評価した． 

 

22

3

hb

LP
b




           (2.1) 

 

ここで，σb：曲げ応力（MPa），P：荷重（N），L：スパン長（mm），b：幅（mm），h：高さ

（mm）である． 

図－2.6によると，いずれの溶液に浸漬した場合でも，曲げ強度と剛性が浸漬期間の増加

に伴って低下していることが確認できる．また，ひび割れ直後の軟化域に着目すると，NaCl

溶液に浸漬した場合では，軟化勾配が若干大きいことがわかる． 

（b）引張軟化曲線の経時変化 

イオン交換水と NaCl 溶液に浸漬した場合の引張軟化曲線の経時変化を図－2.7に示す．

これによると，前述した曲げ強度の経時的な変化と同様に，引張強度が低下していること

がわかる．また，NaCl 溶液に浸漬した場合の方が，軟化勾配が比較的大きいということが

わかる．この傾向は曲げ応力－変位曲線のものと一致する．これの意味するところは，引

張強度以降のひび割れ幅の拡大に伴う引張応力負担の低下がNaCl溶液に浸漬した場合の方

が大きく，脆性的な破壊が生じるということである． 

 

 
(a) イオン交換水 

 

 
(b) NaCl溶液 

図－2.6  M1.0試験体の曲げ応力－変位曲線の経時変化 



 第 2章 Ca 溶脱により劣化したモルタルの物理化学的性質と力学的性質 

                                          

 22 

 
(a) イオン交換水 

 

 
(b) NaCl溶液 

図－2.7  M1.0試験体の引張軟化曲線の経時変化 
 

ここで，各浸漬期間における引張軟化曲線の引張応力をそれぞれの引張強度で除して正

規化することで，軟化域の変化を詳細に評価した（図－2.8）． 

この図によると，いずれの溶液においても浸漬後では浸漬前と比較してひび割れ幅の大

きい領域においても引張応力を負担していることが確認できる．ひび割れ幅の小さい領域

に着目すると，NaCl 溶液に浸漬した方が軟化勾配が大きいことがわかる． 

 

     
(a) イオン交換水         (b) NaCl溶液 

図－2.8 引張応力を正規化した引張軟化曲線の経時変化（M1.0試験体） 

 

（c）弾性係数，引張強度，破壊エネルギー，せん断強度の経時変化 

図－2.9に，逆解析により算出した弾性係数，引張強度，破壊エネルギーとせん断強度の

経時変化を示す．なお，せん断強度は，せん断試験により得られた最大荷重の 2 分の 1 の

荷重をせん断破壊した断面の面積で除して算出した． 
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イオン交換水および NaCl 溶液に浸漬した場合ともに，いずれの力学的性質においても浸

漬期間の増加に伴って低下したことがわかる．加えて，NaCl 溶液に浸漬した場合では，こ

れらの力学的性質の低下の程度はイオン交換水と比較すると若干大きかった．これらの傾

向は水和物量の経時変化（図－2.2 および図－2.3）の傾向と類似しているようにみえる．

より詳細にみると，破壊エネルギーは浸漬 112 日まで低下するがそれ以降はほぼ一定値を取

ることが確認できる（図－2.9(c)）．溶液の種類による差異は，NaCl 溶液に浸漬した場合の

方が破壊エネルギーが低下することから，前述した引張軟化曲線の傾向と同様に，より脆

性的であることを表している．すなわち，Ca の溶脱による空隙の粗大化だけでなく，例え

ば，F 塩や K 塩などの固定塩が生成してセメント水和組織が変化することで力学的性質に

影響する可能性がある．また，EPMA の結果（図－2.5）からイオン交換水より NaCl 溶液

の方が断面内の劣化領域が均一であったことから，その影響があるかもしれない． 

 

     
(a) 弾性係数            (b) 引張強度 

 

     
(c) 破壊エネルギー        (d) せん断強度 

図－2.9  M1.0試験体の力学的性質の経時変化 

 

（d）Ca溶脱により劣化した M1.0試験体の各力学的性質の関係 

本実験において用いたメゾレベルの試験体は，一般的に曲げ試験に用いられる試験体寸

法と比較して薄い断面を有することから，曲げ強度の寸法効果に関する曲げ強度の推定式
[2-12]を用いて，M1.0 試験体の各力学的性質の関係，ならびに，Ca 溶脱により劣化した場合

の各力学的性質の関係の変化を評価した． 

一般に，曲げ強度は寸法効果の影響を受けて，断面高さ（以下，h）が小さくなるほど増
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大し，逆に大きくなると引張強度に漸近するような挙動を示すことが知られている．内田

ら[2-12]は，切欠きのないコンクリートを対象に，h を 50～400mm と変化させた際の曲げ強度

の推定式（式(2.2)，(2.3)）を提案した． 

 

cht

b

lhf

f

/5.485.0

1
1


         (2.2) 

 

2/ tfch fGEl           (2.3) 

 

ここで，fb：曲げ強度（MPa），ft：引張強度（MPa），lch：特性長さ（mm），E：弾性係数（MPa），

Gf：破壊エネルギー（N/mm）である．なお，推定式の適用範囲は，h/lch=0.1 である． 

イオン交換水および NaCl 溶液に浸漬した場合の結果を式(2.2)，(2.3)に代入することに

より得られた fb/ftと h/lchの関係を図－2.10に示す．なお，図中には推定式（式(2.2)）から

得られる fb/ftと h/lchの関係を併せて記載しており，推定式の適用範囲を実線で，適用範囲外

を破線部で示している．これによると，いずれの溶液に浸漬した M1.0 試験体の fb/ftと h/lch

の関係は，浸漬期間の増加に伴ってh/lchが大きくなり fb/ftが低下していることが確認できる．

また，M1.0 試験体の fb/ftと h/lchの関係は，推定式の適用範囲外の h/lch =0.1 以下に概ね分布

しており，推定式より高い値を示した．既往の知見[2-12]により，h が大きくなると曲げ強度

が引張強度に漸近すること，また，lch が小さいほどより脆性的な破壊を示すことが知られ

ている．Ca 溶脱による劣化では h は変化しなかったことから，h/lchが大きくなることは lch

が小さくなることに起因するものである．すなわち，Ca 溶脱の影響を受けてより脆性材料

に変質したものと考えられる． 

 

    
(a) イオン交換水         (b) NaCl溶液 

図－2.10 M1.0試験体の fb/ftと h/lchの関係 

 

2.3.3 物理化学的性質と力学的性質の関係 

ここで，2.3.1 から 2.3.2 の実験結果を用いて，Ca 溶脱により刻々と変化した物理化学
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的性質および力学的性質の関係を評価する．弾性係数，引張強度，破壊エネルギー，せん

断強度をそれぞれの浸漬前の値で除して正規化した比と，CH 量，C-S-H 量，空隙率をそれ

ぞれの浸漬前の値で除して正規化した比との関係を図－2.11に示す．また，先に示した CH

量と C-S-H 量の経時変化の図－2.2および図－2.3をみると，イオン交換水に浸漬した場合

では，浸漬 56 日までは CH の減少が支配的であるといえる．そこで，イオン交換水に浸漬

した場合の CH のみが減少した浸漬 56 日の時点（図－2.11中の E / E0 = 0.4 程度，ft / ft0= 0.6

程度，Gf /Gf 0= 0.8 程度，τmax /τmax0= 0.85）を境界として，それ以上の領域を CHの減少によ

る影響が支配的な領域と定義した．なお，図－2.11 には，この境界を破線で示している．

また，浸漬 56 日の CH量は浸漬前と比較して 15%程度と微量であることから，C-S-H量の

減少による影響の方が大きいと考えられるため，この境界以下の領域を C-S-H の減少によ

る影響が支配的な領域とした．また，NaCl 溶液に関しては，CH と C-S-H 中の Ca の溶脱が

浸漬 56 日までに両方進行しているため，NaCl 溶液に浸漬した場合においても先に定義した

境界を用いて考察を進める． 

まず，図－2.11をみると，全体的にイオン交換水および NaCl 溶液に浸漬した場合におい

て，同様の傾向を有するといえる．破線より上の CH の減少による力学的性質の変化が顕著

な領域をみると，弾性係数，引張強度，破壊エネルギー，せん断強度は，それぞれ約 60%，

40%，20%，15%低下していることがわかる．すなわち，ひび割れ発生前の弾性係数および

引張強度は，CH の減少による影響を非常に強く受けることがわかる．また，破線より下の

C-S-H の減少による力学的性質の変化が顕著な領域をみると，弾性係数と引張強度は C-S-H

の減少に伴う低下割合は小さいが，一方で，破壊エネルギーとせん断強度は，C-S-H の減少

に伴う低下割合が比較的大きいことがわかる．また，空隙率と力学的性質の関係をみると，

空隙率の増加とそれに伴う各力学的性質の変化は強い関係性があることが確認できる．以

上のことから，力学的性質は水和物量および空隙率と強い関係があり，さらには，水和物

の種類によって力学的性質に与える寄与度が異なるということが確認できた． 
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図－2.11  M1.0試験体の物理化学的性質と力学的性質の関係 

 

2.4 M1.7試験体の実験結果 

 

2.4.1 物理化学的性質の経時変化 

（a）水和物量および空隙率の経時変化 

M1.7 試験体をイオン交換水および NaCl 溶液に浸漬させた場合の CH 量，C-S-H 量，空隙

率の経時変化を図－2.12～2.14にそれぞれ示す． 

図－2.12をみると，いずれの溶液に浸漬した場合も，その傾向は M1.0 試験体のものと大

きく変わらず，イオン交換水は浸漬 270 日，NaCl 溶液は浸漬 180 日において，試験体中の

CH の消失が確認された．一方で，C-S-H 量の経時変化（図－2.13）をみると，それぞれの

溶液に浸漬した場合において，浸漬 270 日まではその減少傾向は概ね同様であるが，浸漬

360 日では差異がみられた．すなわち，イオン交換水に浸漬した場合では浸漬 360 日の時

点で C-S-H 量が浸漬 180 日のそれより増加したが，NaCl 溶液に浸漬した場合では若干減少

した．前述のように CH の溶解度積が温度や共存イオンの存在によって変化することが知ら
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れており[2-6, 2-7]，塩化物イオンが存在する場合は CH の溶解度が増加することが知られてい

る．これを踏まえると，NaCl 溶液に浸漬した場合では C-S-H 量は減少するが，イオン交換

水に浸漬した場合では Ca イオンの溶脱速度が比較的遅いために，試験体内部の未水和セメ

ントの水和が卓越することで C-S-H 量が増加したものと考えられる．このような現象は，

既往の研究[2-13]においても確認されている．空隙率の経時変化（図－2.14）をみると，イオ

ン交換水に浸漬した場合は，浸漬 180 日まで増加し，それ以降は若干低下した．NaCl 溶液

に浸漬した場合では，イオン交換水に浸漬した場合より空隙率の増加が顕著であり，浸漬

180 日まで増加し，それ以降はほぼ変化がなかった．ここで，図－2.15，図－2.16に CH お

よび C-S-H をそれぞれの初期値で除して正規化した値と空隙率を初期の空隙率で除して正

規化した値の関係を示す．本実験では，それぞれの溶液に 180 日間浸漬させた試験体中の

CH 量はほぼ 0 に等しいため，CH 量と空隙率の関係を評価することが困難であるが，C-S-H

と空隙率の関係は非常に高いことが分かる．さらに，特筆すべき点は，イオン交換水に浸

漬した場合とNaCl溶液に浸漬した場合とで，その傾向が非常に近いことである．すなわち，

いずれの溶液を用いたとしても，Ca 溶脱による水和物の変化に伴う空隙率の変化は同様で

あるということがわかる． 

（b）細孔径分布の経時変化 

イオン交換水および NaCl 溶液に浸漬した場合の M1.7 試験体から作製した角型試料を用

いて水銀圧入法により測定した細孔径分布の経時変化を図－2.17 に示す．イオン交換水お

よび NaCl 溶液に浸漬した場合では，浸漬期間が増すにつれて，最大の空隙量を有する細孔

径が拡大していることがわかる．すなわち，浸漬期間の増加に伴って，より粗大な空隙が

増加したことを意味する．また，イオン交換水に浸漬した場合では，浸漬 270 日まで最大

空隙量が増加しているが，浸漬 360 日では浸漬 180 日のそれより減少している．これは，

C-S-H の経時変化と同様の傾向を有していることから，浸漬 360 日における最大空隙量の減

少は C-S-H の増加に起因するものと推察される．一方で，NaCl 溶液に浸漬した場合では，

最大空隙量は浸漬 270 日以降大きな変化は見られないが，細孔径が 0.02～0.2 µm の空隙量

の増加が確認できる．C-S-H 中の Ca の溶脱によって増加する微細な空隙が連結することで，

この領域の空隙量が増加したものと考えられる． 

 

 
図－2.12 CHの経時変化 図－2.13 C-S-Hの経時変化 図－2.14 空隙率の経時変化 
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図－2.15 CHと空隙率の関係   図－2.16 C-S-Hと空隙率の関係 

 

   
(a) 浸漬 180日     (b) 浸漬 270日       (c)浸漬 360日 

図－2.17 M1.7試験体の細孔径分布の経時変化 

 

2.4.2 力学的性質の経時変化 

（a）曲げ応力変位関係の経時変化 

イオン交換水およびNaCl溶液に浸漬した試験体の曲げ応力－変位曲線の経時変化を図－

2.18に示す．なお，曲げ応力の計算に関しては，2.3.2において前述した通りである． 

イオン交換水に浸漬した場合（図－2.18(a)）では，浸漬前と比較して浸漬 180 日の曲げ

強度は低下するが，それ以降では大きな変化はみられない．また，NaCl 溶液に浸漬した場

合（図－2.18(b)）では，浸漬 180 日まではこの傾向は同様であるが，それ以降では曲げ強

度が若干増加した．ここで，図－2.19 に，曲げ剛性の変化を詳細に評価することを目的と

して，曲げ応力－変位曲線の低荷重領域を拡大した図を示す．なお，同図は，経時的な変

化を評価するために，各浸漬期間において最もその傾向が顕著である一つの試験体の曲げ

試験結果を示すものである．なお，この他の試験体においても同様の傾向がみられている

ことを付記する．これによると，浸漬 360 日において，低荷重下の領域において曲げ剛性

が明らかに低下した試験体の存在が確認できる．これは凍結融解作用を受けたコンクリー

トにおいてしばしばみられる現象[2-14]であり，凍結融解作用による微細ひび割れの発生によ

り，低荷重下であっても塑性的な変形が生じるためであると解釈されている．本実験にお

いては，Ca の溶脱の進行が顕著な試験体の表層から，粗大な空隙が形成されることで初期

剛性の低下が確認されたと考えられる． 
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(a) イオン交換水 

 
(b) NaCl溶液 

図－2.18 M1.7試験体の曲げ応力－変位曲線の経時変化 

 

     
(a) イオン交換水        (b) NaCl溶液 

図－2.19 M1.7試験体の初期剛性の経時変化 

 

（b）引張軟化曲線の経時変化 

曲げ試験から得られた荷重変位曲線を用いて逆解析から算出した，イオン交換水および

NaCl 溶液に浸漬した場合の引張軟化曲線の経時変化を図－2.20に示す．なお，上述したよ

うに低荷重下の領域において曲げ剛性が明らかに低下した荷重変位曲線は，使用した逆解

析プログラムでは適用することが困難であることから，引張軟化曲線と引張強度は浸漬 270

日までの結果を図示することとする． 

イオン交換水に浸漬した場合の引張軟化曲線の推移は，浸漬前と比較して浸漬 180 日ま

で引張強度が低下し，それ以降は大きな変化はみられない．NaCl 溶液に浸漬した場合では，

浸漬 180 日まで低下するが，それ以降では若干増加しているようにみえる．また，イオン

交換水に浸漬した場合では，比較的に軟化域が緩慢になっていることが確認できる．これ
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らの傾向は，M1.0 試験体の場合と一致する． 

 

 
(a) イオン交換水 

 
(b) NaCl溶液 

図－21 M1.7試験体の引張軟化曲線の経時変化 

 

ここで，M1.0 試験体と同様に，各浸漬期間における引張軟化曲線の引張応力をそれぞれ

の引張強度で除して正規化することで，図－2.22を用いて軟化域の変化を詳細に評価した． 

イオン交換水に浸漬した場合をみると，ひび割れ幅が 0.02mm 程度の領域において，浸漬

前と比して勾配が緩やかになっているようにみえる．NaCl 溶液に浸漬した場合では，ひび

割れ幅の小さい領域において若干軟化勾配が大きいことがわかる．また，図－2.8で示した

M1.0 試験体の場合と比較すると，M1.7 試験体の方が浸漬期間の増加に伴う引張軟化曲線の

変化は小さいものであった．これは，M1.0 試験体の方が，試験体厚さが薄いことから Ca

溶脱の影響が顕著であったことが要因と考えられる． 

 

     
(a) イオン交換水         (b) NaCl溶液 

図－2.22 引張応力を正規化した引張軟化曲線の経時変化（M1.7試験体） 
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（c）弾性係数，引張強度，破壊エネルギー，せん断強度の経時変化 

弾性係数，引張強度，破壊エネルギー，せん断強度の経時変化を，図－2.23 にそれぞれ

示す．なお，弾性係数と破壊エネルギーの算出には式(2.4）～(2.6)を用いた．弾性係数は，

荷重変位曲線の最大荷重の 3 分の 1 までの割線弾性係数を曲げモーメントと中央点の変位

との弾性関係から算出した．また，前述したように，低荷重下の領域において曲げ剛性が

明らかに低下した荷重変位曲線は逆解析プログラムに適用することができないため，

RILEM の推奨する算出法[2-15]によって破壊エネルギーを求めた．破壊エネルギーの算出に

用いた荷重変位曲線の終点は荷重が 2N 以下となったときとした．なお，逆解析を適用可能

な試験体において，RILEM による算出法と引張軟化曲線の面積から算出する手法で得られ

た破壊エネルギーの差異は 1%程度であった． 
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ここで，E：弾性係数（MPa），P1/3：最大荷重の 3 分の 1 の荷重（N），δ1/3：P1/3の時の変位

（mm），Gf：破壊エネルギー（N/mm），W0：荷重変位曲線下の面積（N/mm），W1：供試体

の自重および試験機の治具がなす仕事（N/mm），Alig：リガメント断面積（=h×b）（mm
2），

Ls：試験体の全長（=70 mm），m1：試験体の自重（g），m2：試験体に載っている治具の質量

（30 g），N：重力加速度（m/s
2），δtu：最大荷重後の荷重が 2N になった時の変位である． 

弾性係数の経時変化（図－2.23(a)）によると，イオン交換水に浸漬した場合では，弾性

係数は増減を繰り返していることが確認できる．NaCl 溶液に浸漬した場合では，弾性係数

は浸漬 180 日において大きく低下し，その後増加した．次に，引張強度の経時変化（図－

2.23(b)）をみると，曲げ強度の経時変化と同様に，浸漬 180 日まで低下し，それ以降は概

ね一定であった．破壊エネルギーの経時変化（図－2.23(c)）をみると，イオン交換水に浸

漬したものでは浸漬 270 日まで経時的に低下し，NaCl 溶液に浸漬した場合では浸漬 180 日

までは低下し，両溶液ともにそれ以降は若干増加しているようにみえる．ここで，破壊エ

ネルギーは引張強度と最大ひび割れ幅によって表現することができることから，破壊エネ

ルギーの低下はひび割れ後の引張応力負担が低下するということではなく，概ね引張強度

の低下に起因するものと考えられる．また，せん断強度の経時変化（図－2.23(d)）による

と，いずれの溶液に浸漬した場合においても，その推移は破壊エネルギーのそれと同様の
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傾向を有することが確認できる．すなわち，イオン交換水に浸漬した場合では浸漬 270 日

までせん断強度が低下し，NaCl 溶液に浸漬した場合では浸漬 180 日まで低下し，それぞれ

の溶液においてそれ以降は若干増加傾向にある．せん断強度が破壊エネルギーと同様の傾

向を有することに関しては，せん断破壊は，局所的な引張破壊が破壊の進行とともに連結

することで生じる[2-16]ということと関わりがある可能性がある． 

 

     
(a) 弾性係数           (b) 引張強度 

 

     
(c) 破壊エネルギー         (d) せん断強度 

図－2.23 M1.7試験体の力学的性質の経時変化 

 

（d）Ca溶脱により劣化した M1.7試験体の各力学的性質の関係 

Ca 溶脱により劣化した M1.7 試験体においても，M1.0 試験体の場合と同様に，既往の推

定式を用いて各力学的性質の関係を評価した． 

イオン交換水および NaCl 溶液に浸漬した場合の結果を式(2.2)，(2.3)に代入することに

より得られた fb/ftと h/lchの関係を図－2.24 に示す．浸漬前の fb/ftと h/lchの関係をみると，

M1.0 試験体の場合と比較して，h/lch は大きく fb/ft は小さくなり，既往の推定式と同程度で

あることがわかる．さらに浸漬期間が増加すると，イオン交換水に浸漬した場合では，浸

漬 270 日まで浸漬前より h/lchは小さく fb/ftは大きくなるが，浸漬 360 日においては浸漬前よ

り h/lchは大きく fb/ftは小さくなった．NaCl 溶液に浸漬した場合では，浸漬 180 日まで h/lch

は大きく fb/ft は小さくなるが，それ以降は浸漬前と同程度の値となった．また，h/lch が 0.3

程度の領域においては推定式と比較して若干小さい値を示していることが確認できる．以

上のことから，M1.0 試験体の場合においても同様の傾向が確認できたことから，本実験の
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ように厚さが 3，5mm と比較的薄い断面を有する試験体においても，fb/ftと h/lchの関係が強

いということがわかる． 

 

    
(a) イオン交換水         (b) NaCl溶液 

図－2.24 M1.7試験体の fb/ftと h/lchの関係 

 

2.4.3 物理化学的性質と力学的性質の関係 

Ca 溶脱によって変化する物理化学的性質と力学的性質との関連性の評価を行った．図－

2.25 に，各力学的性質（弾性係数，引張強度，破壊エネルギー，せん断強度）を浸漬前の

値で除して無次元化したものと，水和物減少量と空隙率を浸漬前の水和物量と空隙率で除

して無次元化したものの関係を示す．なお，図には，各図中の x 軸の実験結果の最大最小値

よりそれぞれ 10%程度広い範囲において算出した決定係数を併せて表記する． 

まず，全体的な傾向として，イオン交換水に浸漬した場合と NaCl 溶液に浸漬した場合の

物理化学的性質と力学的性質の関係が非常に類似していることが確認できる．すなわち，

それぞれの溶液において生じるCaの溶脱現象が物理化学的性質および力学的性質に及ぼす

影響は同様であるということがいえる．また，弾性係数を除く曲げ強度，引張強度，破壊

エネルギー，せん断強度は，物理化学的性質との関係性が高いことが確認できる．一般に，

強度と空隙率は非常に高い関係[2-17, 2-18]を有することが知られており，コンクリートのよう

な複合材料においてもその関係性を適用することができる．Ca 溶脱による物理化学的性質

の変化は水和物中の Ca の溶出に伴って粗大な空隙が増加するというものである．したがっ

て，本実験のような Ca 溶脱により劣化した試験体から得られた物理化学的性質と力学的性

質の関係においても，強度と空隙率との関係が適用可能であると考えられる．しかしなが

ら，弾性係数と物理化学的性質との関係が比較的低いことに関して，現状では説明するこ

とができない． 



 第 2章 Ca 溶脱により劣化したモルタルの物理化学的性質と力学的性質 

                                          

 34 

 
図－2.25 M1.7試験体の物理化学的性質と力学的性質の関係 

 

ここで，図－2.10と図－2.22の各力学的性質と空隙率の関係を基に，Ca 溶脱により劣化

した M1.0 試験体と M1.7 試験体の物理化学的性質と力学的性質の関連性を比較する． 

図－2.26 にイオン交換水および NaCl 溶液に浸漬した M1.0 試験体および M1.7 試験体の

各力学的性質を浸漬前の値で除した正規化した値と，空隙率を浸漬前の値で除して正規化

した値との関係性を示す．これをみると，M1.7 試験体の方が空隙率の増加に対する各力学

的性質の低下割合は若干大きいが，いずれの場合においても同様の傾向があることがうか

がえる．すなわち，試験体厚さおよび配合が異なったとしても，各力学的性質は空隙率と

高い関連性があるといえる． 
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(a) 弾性係数           (b) 引張強度 

 

     
(c) 破壊エネルギー         (d) せん断強度 

図－2.26 M1.0試験体と M1.7試験体の力学的性質と空隙率の関係 
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2.5 まとめ 

 

M1.0 試験体および M1.7 試験体を，イオン交換水および NaCl 溶液に浸漬し，浸漬後の試

験体の物理化学的性質と力学的性質を同定したところ以下の知見が得られた． 

【M1.0 試験体】 

 イオン交換水による浸漬実験では，経時的に CH 量と C-S-H 量が減少し，それに伴っ

て空隙率が増加した．EPMA による試験体断面の成分分析を行ったところ，浸漬面と

なる試験体表面からの Ca，Si の溶出が確認された．この物理化学的性質（CH，C-S-H，

空隙率）の変化に伴って，力学的性質（弾性係数，引張強度，破壊エネルギー，せん

断強度）は経時的に減少した．これらの物理化学的性質と力学的性質の関連性を評価

したところ，いずれの物理化学的性質においても力学的性質との強い関連性がうかが

えた．特筆すべき点として，CH および C-S-H の減少に伴う力学的性質の変化の挙動は

異なった．すなわち，CH の減少による力学的性質への影響は，弾性係数，引張強度，

破壊エネルギー，せん断強度の順に小さくなり，これに反比例する形で C-S-H のそれ

は弾性係数，引張強度，破壊エネルギー，せん断強度の順に大きくなった． 

 NaCl 溶液による浸漬実験では，イオン交換水に浸漬した場合の物理化学的性質と力学

的性質の推移と同様の傾向を有しており，水和物量の減少速度ならびに空隙率の増加

速度は比較的大きかった．これに伴って，力学的性質の経時変化においてもイオン交

換水に浸漬した場合よりその低下傾向は大きかったものの，その関連性は同様の傾向

であった． 

 イオン交換水および NaCl 溶液に浸漬した M1.0 試験体の力学的性質の関係を評価した

ところ，いずれの溶液に浸漬した M1.0 試験体の fb/ftと h/lchの関係は，浸漬期間の増加

に伴って h/lchが大きくなり fb/ftが低下していることが確認できた．既往の知見により，

h が大きくなると曲げ強度が引張強度に漸近すること，また，lchが小さいほどより脆性

的な破壊を示すことが知られている．Ca 溶脱による劣化では h は変化しなかったこと

から，h/lchが大きくなることは lchが小さくなることに起因するものである．すなわち，

Ca 溶脱の影響を受けてより脆性材料に変質したものと考えられる． 

【M1.7 試験体】 

 イオン交換水による浸漬実験では，M1.0 試験体と比較して，概ね同様の推移を示した

が，C-S-H は浸漬 360 日において増加することが確認された．これは，Ca 溶脱による

C-S-H の減少速度が，未水和セメントの水和による C-S-H の増加速度を上回ったものと

推察する．このような物理化学的性質の推移に伴って，引張強度，破壊エネルギー，

せん断強度は浸漬 180 日まで低下し，浸漬 360 日では増加した．弾性係数は，浸漬期

間を通して増減するといった挙動を示し，これに関する妥当な見解を示すには至らな

かった．物理化学的性質と力学的性質の関連性を評価したところ，弾性係数を除く力
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学的性質と CH 量，C-S-H 量，空隙率はいずれも非常に高い関連性を有していた．この

傾向は，M1.0 試験体のそれと一致する傾向であった． 

 NaCl 溶液による浸漬実験では，経時的に CH および C-S-H は減少した．力学的性質の

推移をみると，浸漬 180 日までいずれも低下するが，それ以降は増加する傾向にあり，

この傾向は弾性係数が非常に顕著であった．物理化学的性質と力学的性質の関連性を

みると，イオン交換水に浸漬した場合と同様に，弾性係数を除く力学的性質は非常に

高い関連性を有していることが確認された． 

 イオン交換水および NaCl 溶液に浸漬した M1.7 試験体の力学的性質の関係を評価した

ところ，M1.0 試験体の場合と比較して，h/lch は大きく fb/ft は小さくなり，既往の推定

式と同程度であることがわかる．M1.0 試験体の場合においても同様の傾向が確認でき

たことから，本実験のように厚さが 3，5mm と比較的薄い断面を有する試験体におい

ても，fb/ftと h/lchの強い関係があることがわかる． 
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第 3 章 硫酸により劣化したモルタルの物理化学的性質と力学的性

質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 緒言 

本章では，硫酸により劣化したモルタルの物理化学的性質と力学的性質の関連性を評価

するとともに，硫酸による劣化により生成する析出物に起因する緻密化・膨張ひび割れの

発生もしくはセメント水和組織の脆弱化を考慮可能な力学モデルを構築することを目的と

した実験的検討について説明する．メゾレベルの試験体において硫酸による劣化によるセ

メント水和物，析出物，空隙率の変化とそれに伴って変化する弾性係数，引張強度，破壊

エネルギー，引張軟化曲線，せん断強度の変化を平均化し，それらの関連性の評価を行っ

た． 

 

3.2 メゾレベルの試験体の実験概要 

本実験では，図－3.1 に示す硫酸劣化に関する実験のフローに基づいて，M1.0 試験体お

よびM1.7試験体の作製，浸漬実験，曲げ試験，逆解析，せん断試験，物理化学的性質の分

析を行った．なお，本実験は 2 章の Ca 溶脱に関する実験と重複する内容（供試体の作製

（2.2.1），曲げ試験・せん断試験条件（2.2.3），物理化学的性質の分析（2.2.4）の一部）

があるため，本概要では重複する実験条件は図－3.1に示すのみとし，浸漬条件と物理化学

的性質の分析の重複しない項目を記載することとする． 

 

3.2.1 浸漬条件 

硫酸溶液は，濃度 97%の硫酸とイオン交換水を使用し，硫酸イオン濃度が 2500mg/Lとな

るように作製した．Gabrisova[3-1]は，pH と二水セッコウの溶解度の関係からエトリンガイト

の析出条件を明らかにした．これによれば，pH=10.7 以下では二水セッコウが溶解しないた
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めエトリンガイトが析出しない．本実験で用いた硫酸溶液は，全浸漬期間を通して pH が 5

程度に維持される浸漬条件であることから，二水セッコウの析出が支配的となる条件とな

っている．浸漬実験に使用した容器は，耐薬品性に優れるポリ容器を使用した．10 体の試

験体を溶液量 15L に調整したポリ容器に投入した．このとき，10 体の試験体と溶液量の体

積比は，前述の通り M1.0試験体では 4.2 cm
3
/L，M1.7試験体では 7.0 cm

3
/Lである．浸漬す

る際，耐腐食性の糸を用いて試験体を吊り下げるようにし，静水条件下において浸漬した

（図－3.1左下段）．試験体を投入する前に，イオン交換水中に 24時間プレウェッティング

し，表面の余分な水分を取り除いた後に硫酸溶液に浸漬させることで，硫酸溶液の試験体

内部への浸透を防ぎ，反応が硫酸イオンの移動によって支配されるようにした．浸漬期間

は 0，15，30，45，60日間とし，浸漬終了ごとに 10体の試験体を同一容器から取り出した．

なお，浸漬 30日の時点で溶液を全量交換した．浸漬実験は温度が 20℃と一定に保たれた環

境室において行った． 

 

 
図－3.1 硫酸溶液による実験のフロー 

 

3.2.2 物理化学的性質の分析 

硫酸による劣化を対象とした実験に関しては，硫酸とセメント水和物との反応によるエ

トリンガイトや二水セッコウといった析出物が生成する可能性がある．このことから，図

－3.1右下段に示すように，水和物量（CH量と C-S-H 量）の定量分析および空隙構造（空

隙率と細孔径分布）の分析に加えて，M1.7 試験体の粉末試料を用いて XRD
[3-2]による成分

分析と浸漬 45日の試験体断面内の析出物の画像観察を SEM
[3-2]によって行った． 
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3.3  M1.0試験体の実験結果 

写真－3.1(a)に，浸漬 21日後の試験体の外観を示す．この写真をみると，試験体表面に

茶褐色の領域（写真－3.1(a)の試験体の右側）と白色の領域（写真－3.1(a) の試験体の左

側）が確認できる．これは，溶液中において試験体周辺の pHや硫酸イオン濃度が局所的に

異なり，試験体表面における硫酸による劣化の程度が場所によって差異が生じたものと推

察される．さらに，一部の試験体においては，写真－3.1(b)に示すように試験体が湾曲し

た．本研究では，硫酸により劣化したモルタルの物理化学的性質および力学的性質を平均

化可能な領域で力学的性質との関連を評価することを目的としていることから，これ以降

において硫酸劣化を対象とした M1.0試験体の実験は取り扱わないこととした． 

 

 
(a) 試験体表面           (b) 湾曲した試験体 

写真－3.1 M1.0試験体の浸漬 21日後の外観 

 

3.4  M1.7試験体の実験結果 

 

3.4.1 物理化学的性質の経時変化 

（a）試験体の外観変化および SEM画像による析出物の観察 

写真－3.2に曲げ試験後の M1.7 試験体の外観および試験体断面と中性化領域の様子を示

す．中性化領域の可視化には，エタノールに重量比で 1%の粉末状のフェノールフタレイン

を混合したフェノールフタレイン溶液を用いた． 

試験体には，浸漬期間の増加に伴って表面の白色化が進行するとともに，その極近傍の

内側の 1mm程度の領域において黄土色の層が確認できる．既往の研究[3-3 ~ 3-5]により，白色

化した領域は二水セッコウが，黄土色の領域は Feなどが濃縮した層であることが分かって

いることから，本実験においても同様の現象が生じたと考えられる．浸漬 45日以降の試験

体に至ってはセメント水和組織の脆弱化によって骨材の露出が確認された．また，試験体

断面の中性化領域をみると，経時的に中性化領域が内部方向に進行していることが確認で

きる．浸漬 60日が経過した時点では，試験体内部においてもフェノールフタレイン溶液に

よる赤紫色の呈色がみられない．この呈色反応は，CH中の水酸化物イオンとの反応による

ものであることから，CHの消失が試験体内部まで進行しているものと考えられる． 

次に，SEMによって観察した浸漬45日の試験体中の析出物の観察を行った．写真－3.3(a)
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～(c)に，表層から数 mm 程度の深さまでの画像と表層から 1mm 程度の深さの位置および

表層から 2mm 程度の深さにおける骨材が存在していた箇所の SEM 画像をそれぞれ示す．

写真－3.3(a)をみると，赤枠内の骨材が存在していた箇所においてひび割れが発生してい

ることが確認できる．また，表層から 1mm 程度の深さの位置（写真－3.3(b)）をみると，

二水セッコウが大量に析出している様子が確認できる．写真－3.3(c)をみると，写真－

3.3(a)で確認されたひび割れ内部において 10µm まで成長した針状のエトリンガイトが析

出している様子が確認できることから，このひび割れはエトリンガイトの生成に伴う析出

圧によって生じたものと考えられる．なお，このひび割れ幅は約 4µmであった． 

 

 
写真－3.2  M1.7試験体の外観の経時変化 

 

    
(a) 試験体断面の様子    (b) 二水セッコウ    (c) エトリンガイト 

写真－3.3 浸漬 45日の M1.7試験体断面の SEM画像 

 

（b）水和物量と空隙率の経時変化および析出物の有無 

図－3.2～3.4に硫酸溶液に浸漬させた M1.7試験体中の CH 量，C-S-H 量，空隙率の経時

変化を，図－3.5に XRDの結果を示す． 

図－3.2によると， CH 量は概ね一定の割合で減少し，浸漬 60 日で CH の消失が確認さ
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れた．これは，浸漬 60日経過後の試験体の断面においてフェノールフタレイン溶液による

赤紫色の呈色反応がなかったことと一致する．また， C-S-H 量（図－3.3）は，浸漬 15 日

目からその減少が確認でき，浸漬 60日の C-S-H 量は浸漬前の C-S-H 量と比較して 12%程度

であった．空隙率の経時変化（図－3.4）をみると，浸漬 30 日まで減少し，それ以降は浸

漬期間に伴って増加した．XRD の結果（図－3.5）をみると，浸漬 30日，60日において二

水セッコウの析出が，さらに，浸漬 30 日においてはエトリンガイトの析出が確認された．

SEMによる画像観察では，浸漬 45日においてもエトリンガイトが確認されたことから，浸

漬 30日においても表層は二水セッコウが，それ以深の位置においてはエトリンガイトが析

出しているものと考えられる．ここで，空隙率が増減した理由は，水和物と硫酸イオンと

の反応によりエトリンガイトや二水セッコウが析出することで空隙率が低下し，さらにそ

れ以降では，SEM画像で観察されたように存在する空隙以上にエトリンガイトが析出され

ると微細な膨張ひび割れが発生することで空隙率が増加するといった，緻密化と膨張ひび

割れの発生を反映した結果であると考えられる．これは，既往の研究[3-6]において，硫酸に

よる劣化は「緻密化―膨張ひび割れ」のプロセスが境界から内部へと繰返し生じるような

現象であるということと一致する．ここで，pH の経時変化を図－3.6に示す．これをみる

と，全浸漬期間において外部溶液の pHは浸漬前の値を維持していることがわかる．前述し

た pHと二水セッコウの溶解度の関係から考えると，試験体断面内では図－3.7に示すよう

な pHの分布であると推察される．すなわち，表面では，pHは外部溶液のそれと同様な値

を示し，試験体内部の健全な領域に近づくにつれて健全な細孔溶液中の pH である 12.5 に

なると予想される．したがって，pHの変化に伴って二水セッコウの溶解の閾値である 10.7

以上の領域では，二水セッコウが溶解しエトリンガイトの析出が支配的になると考えられ

る． 

 

 
図－3.2 CHの経時変化  図－3.3 C-S-Hの経時変化 図－3.4 空隙率の経時変化 
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図－3.5 XRDの結果   図－3.6 pHの経時変化   図－3.7 pHと析出物の分布 

 

 
図－3.8 空隙率と水和物量  図－3.9 総空隙量の経時変化 図－3.10 細孔径分布 

の関係                           の経時変化 

 

図－3.8に空隙率と水和物量の関係を示す．ここで，矢印の順に浸漬期間が増加する．こ

れによれば，空隙率と CH量との間には明確な関連性がみられない．しかしながら，CHの

減少と空隙率の減少がみられる部分（CH 量/初期の CH 量=0.4 以上）では，空隙率が初期

の空隙率より低下していることから，CHと硫酸イオンとの反応により析出した二水セッコ

ウによる空隙の充填であると判断できる．また，空隙率と C-S-H 量との関係性に着目する

と，C-S-H の減少に伴って空隙率が増加していることがわかる．これは，C-S-H の減少が

空隙の増加に直接的に関与しているというよりは，C-S-H の減少開始時期と微細な膨張ひ

び割れの発生時期が同時期であったためと推察する． 

（c）細孔径分布の経時変化 

図－3.9，図－3.10に，総空隙量，細孔径分布の経時変化をそれぞれ示す．なお，総空隙

量は水銀圧入法により算出された各細孔径における空隙量の積分値である． 

図－3.9 によれば，総空隙量は浸漬 15 日まで減少し，それ以降は浸漬期間に伴って増加

した．この傾向は空隙率の経時変化と同様である．また，細孔径分布の推移（図－3.10）

をみると，浸漬期間に伴って 0.1µm 付近の空隙量が減少するとともに，最大空隙量時の細

孔径が 1～3mm 程度の空隙量が増加していることから，浸漬前と比較して粗大な空隙が増

加したとわかる．  
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3.4.2 力学的性質の経時変化 

（a）曲げ応力－変位関係の経時変化 

硫酸溶液に浸漬させたM1.7試験体を用いた曲げ試験から得られた曲げ応力－変位曲線の

経時変化を図－3.11 に示す．なお，曲げ応力の計算に関しては，2.3.2 および式 2.1 にお

いて述べたとおりである． 

図－3.11 をみると，浸漬期間の増加に伴って，曲げ強度が低下するとともにプレピーク

およびポストピークの勾配が緩慢であることが見受けられる．なお，浸漬 60日に至っては，

手で持つだけで砕けてしまうほどセメント水和組織の脆弱化が進行したものもみられた． 

（b）引張軟化曲線の経時変化 

引張軟化曲線の経時変化（図－3.12）をみると，浸漬期間の増大に伴って，引張強度の

低下および最大ひび割れ幅の拡大が確認できる．これは，曲げ応力－変位曲線のポストピ

ークの推移と一致する．また，ひび割れ幅の小さい領域（ひび割れ幅が 0.02mm以下）に着

目すると，浸漬期間の増加に伴い負担できる引張応力が低くなっていることがわかる．ひ

び割れ幅の大きい領域（ひび割れ幅が 0.02mm以上）に着目すると，最大ひび割れ幅が浸漬

前と比して，大きくなっていることがわかる．また，浸漬前と空隙率が低下した浸漬 30日

を比較すると，図－3.13 に示すように異なるひび割れ幅における引張応力負担が変化する

ということが確認できる．具体的には，ひび割れ幅の小さい領域に着目すると，浸漬 30日

では負担できる引張応力が低くなっており，ひび割れ幅の大きい領域に着目すると，浸漬

30 日の方が，最大ひび割れ幅が浸漬前と比して大きくなっているようにみえる． 

 

 
図－3.11 曲げ応力変位曲線の経時変化 

 

 
図－3.12 引張軟化曲線の経時変化 

 

前述した物理化学的性質の変化を踏まえて考察をする．浸漬 30日では空隙率が低下して

おり，二水セッコウなどの析出物が空隙を充填することで緻密化したものと考えられる．
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さらに，既往の研究[3-7 ~ 3.9]により，二水セッコウは，水分量などにより変動するため一概に

は言えないが，モルタルと比較して 15%程度と非常に低い弾性係数を有することから，伸

び能力が高いことが推察できる．ここで，ひび割れ発生時点のひずみは劣化したとしても

同様であると仮定して浸漬前と浸漬 30 日の M1.7 試験体と二水セッコウの応力ひずみ関係

の概念図を図－3.14に示す．浸漬 30日の応力ひずみ関係が健全なモルタルと 2水セッコウ

の応力ひずみ関係の存在比率に応じた和であると仮定すると，二水セッコウがひび割れ前

の弾性域には寄与しないがひび割れ後の軟化域において影響をおよぼす可能性があると考

えることができる．現状では，二水セッコウの析出に伴う引張軟化特性への影響を定量的

に評価することはできない．もし，二水セッコウの影響が存在するならば，二水セッコウ

の応力ひずみ関係を同定するとともに，健全なモルタルと二水セッコウの存在比率に応じ

た定量的な検討が必要となる． 

 

        
図－3.13 引張応力負担の経時変化   図－3.14 M1.7試験体と二水セッコウの 

応力ひずみ関係の概念図 

 

（c）弾性係数，曲げ強度，引張強度，破壊エネルギー，せん断強度の経時変化 

各力学的性質（弾性係数，曲げ強度，引張強度，破壊エネルギー，せん断強度）の実験

結果を図－3.15 に示す．ここで，弾性係数は，2.4.2 で示したように，曲げ試験から得ら

れた荷重変位曲線の最大荷重の 3分の 1までの割線弾性係数を算出した．また，浸漬 60日

の試験体においては，劣化が著しくせん断試験の治具の自重に耐えられなかったことから，

せん断強度を 0 MPaとした． 

図－3.15(a)～(c)をみると，弾性係数，曲げ強度，引張強度は，いずれも浸漬期間の増

加に伴って概ね一定の割合で低下していることが確認できる．浸漬 60日経過した時点での

弾性係数，曲げ強度，引張強度の平均値は，浸漬前の平均値と比較して，それぞれ 4.6 %，

7.3 %，4.0 %程度であった．一方で，破壊エネルギーおよびせん断強度の経時変化（図－

3.15(d)，(e)）をみると，それぞれ浸漬 30日まで大きな変化はないが，それ以降は低下す

る傾向にある．浸漬前と比較して浸漬 60日の破壊エネルギーの平均値は 17 %程度まで低下

した． 

浸漬 30日までの破壊エネルギーの挙動は，引張軟化曲線の推移から説明できる．破壊エ
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ネルギーは，浸漬期間の増加とともにひび割れ幅の大きい領域と小さい領域で負担できる

引張応力がそれぞれ増加，減少するといった影響を含むことから，図－3.13および図－3.14

において言及したように，浸漬 30日までのひび割れ幅の大きい領域での引張応力の増加分

とひび割れ幅の小さい領域での引張応力の低下分が概ね等しかったため，破壊エネルギー

に変化がみられなかったものと考えられる．ここで，Ca溶脱では硫酸劣化のように析出物

が生成しないことを踏まえると，硫酸溶液を用いた実験でみられたひび割れ幅の大きい領

域における引張応力の増分は，二水セッコウの有する高い伸び能力[3-7 ~ 3.9]が影響したものと

推察できる． 

 

 
(a) 弾性係数        (b) 曲げ強度       (c) 引張強度 

 

     
(d) 破壊エネルギー       (e) せん断強度 

図－3.15 力学的性質の経時変化 

 

（d）硫酸により劣化した M1.7試験体の各力学的性質の関係 

硫酸により劣化した M1.7試験体においても，Ca溶脱により劣化した M1.0試験体および

M1.7試験体の場合と同様に，既往の推定式[3.10]を用いて各力学的性質の関係を評価した． 

本実験結果を第 2 章で前述した式(2.2)，式(2.3)に代入することにより得られた fb/ft と

h/lchの関係を図－3.16に示す．これによると，浸漬 15 日では浸漬前より h/lchは大きく fb/ft

は小さくなるが，それ以降は徐々に h/lchは小さく fb/ftは大きくなることが確認できる．これ

は，図－3.15 に示したように，弾性係数および引張強度は浸漬期間を通して一貫して低下

するが，破壊エネルギーは浸漬 30日まで概ね変化なくそれ以降に低下するというような傾

向を反映したものである．さらに，硫酸による劣化においては断面が減少したことも踏ま

えると，力学的性質の変化に加えて，断面の減少により h が減少することで h/lchが小さく

なったものと考えられる．ここで，図－3.17に Ca溶脱により劣化した M1.0試験体および



 第 3章 硫酸により劣化したモルタルの物理化学的性質と力学的性質 

                                          

 49 

M1.7試験体と硫酸により劣化した M1.7試験体の fb/ftと h/lchの関係を示す．この図からわか

るように，硫酸による劣化により h/lchは様々な影響を受けて変化するものの，Ca 溶脱およ

び硫酸による劣化のいずれの場合においても，fb/ftと h/lchの関係は既往の推定式と概ね同様

の関連性を有して推移することがわかる． 

 

       
図－3.16 M1.7試験体の fb/ftと h/lchの関係 図－3.17  Ca溶脱と硫酸による劣化の 

fb/ftと h/lchの関係 

 

3.4.3 物理化学的性質と力学的性質の関係 

本章では，これまでの実験結果に基づいて，物理化学的性質と力学的性質との関係を示

す．図－3.18 に，各力学的性質の平均値を浸漬前の値で除して正規化した値と，試験体中

の CH減少量，C-S-H 減少量，空隙率の平均値を浸漬前の値で除した値との関係を示す．な

お，図には，各図中の x 軸の実験結果の最大最小値よりそれぞれ 10%程度広い範囲におい

て算出した決定係数を併せて表記する． 

まず，各力学的性質と水和物減少量の関係を考察する．弾性係数および引張強度と CH

の関係（図－3.18 左列）をみると，弾性係数および引張強度と CH 減少量は，強い関係性

を有しているといえる．一方で，破壊エネルギーおよびせん断強度と CH の関係に関して

は，CH 減少量と強い関連性があるようにはみえない．弾性係数および引張強度と C-S-H

との関係（図－3.18 中央列）をみると，両者に強い関係性は確認できない．一方，破壊エ

ネルギーおよびせん断強度に関しては，C-S-H 減少量との関係性が強いことがわかる．次

に，各力学的性質と空隙率との関係（図－3.18 右列）を考察する．弾性係数および引張強

度と空隙率の関係をみると，空隙率の増減によらず弾性係数と引張強度は低下しているこ

とがわかる．一方で，破壊エネルギーおよびせん断強度は，空隙率との関係性が高いこと

がわかる．図－3.13および図－3.14を用いて，空隙率は二水セッコウの析出に伴う緻密化

および微細なひび割れの発生の影響を反映し，二水セッコウの有する高い伸び能力[3-7 ~ 3.9]

の影響を受けてひび割れ幅の比較的大きい領域において引張応力を負担しうると言及した．

破壊エネルギーは当然であるが，せん断破壊は局所的な引張破壊が破壊の進行とともに連

結することで生じる[3-11]ということから，せん断強度はひび割れ幅の比較的大きい領域にお

いて顕在化する二水セッコウの影響を受けるとみなすことができる． 
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図－3.18 物理化学的性質と力学的性質の関係  
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3.5 まとめ 

 

M1.0試験体および M1.7試験体を，硫酸イオン濃度 2500mg/Lの硫酸溶液に浸漬し，浸漬

後の試験体の物理化学的性質と力学的性質を測定したところ以下の知見が得られた． 

【M1.0試験体】 

 浸漬終了後の試験体の劣化性状を確認したところ，試験体表面において硫酸による劣

化の分布性状が異なる結果となった．本研究では，試験体の物理化学的性質と力学的

性質とを同一領域において平均化し，その関連性から力学モデルを構築することを考

えているため，硫酸による劣化を対象とした M1.0試験体による実験では，その劣化性

状を平均化することができなかった． 

【M1.7試験体】 

 M1.0 試験体とは異なり M1.7 試験体を用いた場合では，物理化学的性質と力学的性質

とを平均化可能な硫酸による劣化の分布性状を得た．すなわち，浸漬期間に伴って試

験体表面の白色化ならびに断面減少が進行し，CH 量と C-S-H 量は経時的に減少した．

XRD による結果から浸漬 30 日の時点では，エトリンガイトと二水セッコウの析出が，

浸漬 60日では二水セッコウのみの析出が確認された．これに伴って，試験体の空隙率

は浸漬 30日まで低下し，それ以降は浸漬前より増加した． 

 このような物理化学的性質の変化に伴って，弾性係数，引張強度，破壊エネルギー，

せん断強度はそれぞれ異なる挙動を示した．弾性係数と引張強度は CH減少量との関連

性が高いことが確認された．一方で，破壊エネルギーとせん断強度は空隙率との関連

性が高く，これは析出物の影響を反映したものと推察される．すなわち，破壊エネル

ギーとせん断強度は本実験において主に析出した二水セッコウの有する高い伸び能力

の影響を受ける可能性がある． 

 硫酸により劣化した M1.7 試験体の各力学的性質の関係を評価したところ，浸漬 15 日

では浸漬前より h/lchは大きく fb/ftは小さくなるが，それ以降は徐々に h/lchは小さく fb/ft

は大きくなることが確認できた．これは，弾性係数および引張強度は浸漬期間を通し

て一貫して低下するが，破壊エネルギーは浸漬 30日まで概ね変化なくそれ以降に低下

するというような傾向を反映したものである．さらに，硫酸による劣化においては断

面が減少したことも踏まえると，力学的性質の変化に加えて，断面の減少により h が

減少することで h/lchが小さくなったものと考えられる．Ca 溶脱の場合をふまえると，

Ca 溶脱および硫酸による劣化によってセメント組織が変質したとしても，fb/ft と h/lch

の関係は既往の推定式と概ね同様の関連性を有して推移することがわかる． 
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第 4 章 物理化学的性質を考慮した力学モデルの構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 力学モデルの概念 

本研究では，化学的劣化に伴う力学性能の推移を評価する上で，物理化学的性質と力学

的性質とを結びつける力学モデルの構築が最重要となる．Ca 溶脱に関する従来の力学モデ

ル[4-1, 4-2]では，Ca溶脱により変質した領域に対して試験体寸法が大きく，物理的性質と力学

的性質を平均化する領域として適切であるかどうか，また，対象とされている力学的性質

はビッカース硬度のように構造解析に直接用いることができないというところに検討の余

地が残る．また，硫酸による劣化に関する従来の力学モデルでは，複雑な劣化現象である

ことから，力学性能を評価する上で利便性を重視した多くの経験式[4-3 ~ 4-8]が提案されてきた．

しかしながら，これらを統一的に表現しようとした取組みはない．これは，環境因子の影

響を多分にうけるため、硫酸による劣化の予測が困難であるということが一つの問題点と

して挙げられる． 

Ca 溶脱と硫酸による劣化はそれぞれ異なる劣化現象ではあるが，その本質は，セメント

水和物の溶解に伴う空隙の粗大化と析出物の生成に伴う空隙の充填，もしくは，微細な膨

張ひび割れの発生で説明可能であると考えられる．すなわち，従来の力学モデル[4-1 ~ 4-8]でみ

られるような力学的性質の変化に時間項を導入して間接的に物理化学的性質の変化の影響

を組み込むのではなく，物理化学的性質の経時変化はイオンの移動論と反応論から求めて，

その物理化学的性質の変化に応じた力学的性質を適切な平均化領域において定式化するこ

とが適切な現象の解釈であると考えられる．これには，物理化学的性質を変数とした力学

モデルの開発が要求される．本研究では，この概念を基に，メゾレベルの試験体において

Ca 溶脱および硫酸による劣化によって変化する物理化学的性質を考慮可能な力学モデルを

構築する． 
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4.2 Ca溶脱による物理化学的性質の変化を考慮可能な力学モデル 

既往の研究[4-9]により，空隙と強度は非常に高い関係を有することが知られている．これ

までに M1.7 試験体を用いた NaCl 溶液による浸漬期間が最大 180 日間と比較的短い実験を

行い，水和物減少量を変数とした弾性係数，引張強度，破壊エネルギーのモデルを構築し

た[4-10]．この提案モデルでは，次に挙げる課題が残っていた．すなわち，①浸漬溶液が NaCl

溶液であるため Ca溶脱による空隙の粗大化に加えて，固定塩の影響が含まれている可能性

がある，②浸漬期間が短いためモデルの適用範囲が狭い，③空隙に関する情報が乏しい，

ということである．これらの課題を考慮して，第 2 章で論じた M1.0 試験体および M1.7 試

験体を用いたイオン交換水に浸漬した場合の水和物減少量と各力学的性質の関係から，空

隙と強度の関係を基に力学モデルを再構築した． 

第 2 章において，Ca 溶脱による力学的性質の変化は空隙率の変化と強い関連性を有し，

さらには，減少する水和物の種類によって各力学的性質に及ぼす影響が異なることを述べ

た．この実験結果を基に，水和物の減少を空隙増分と考えた水和物減少量と空隙率を変数

として、それぞれについて力学モデルの構築を試みた．なお，前者を水和物－力学モデル，

空隙－力学モデルと区別した．水和物－力学モデルと空隙－力学モデルは，それぞれ空隙

と強度の関係に基づいて定義してはいるが，力学的性質の変数とした水和物減少量と空隙

率の有する意味は若干異なる．図－4.1に水和物－力学モデルと空隙－力学モデルの概念図

を示す．空隙－力学モデル（図－4.1(b)）では，空隙率の増分が直接的に力学的性質に影

響を及ぼすとして，CHもしくは C-S-H のどちらかが減少したとしても，水和物の種類によ

る影響は同じであるとし，簡易に物理化学的性質と力学的性質の関係を定式化したモデル

である．これに対して，水和物－力学モデル（図－4.1(a)）では，CHおよび C-S-H の減少

による空隙の増分が力学的性質に及ぼす影響は異なる．すなわち，CH および C-S-H が有す

る力学的性質への寄与度はそれぞれ異なるとした．これは，第 2 章の図－2.11 および図－

2.25において示した CH および C-S-H と各力学的性質との関連の差異を考慮したモデルと

いうことである．  

 

      
(a) 水和物－力学モデル       (b) 空隙－力学モデル 

図－4.1 水和物－力学モデルと空隙－力学モデルの概念 
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式(4.1)～(4.4)に水和物－力学モデルを，式(4.5)～式(4.8)に空隙－力学モデルを示す．

また，表－4.1および表－4.2に，これらのモデルのイオン交換水に浸漬した場合の力学的

性質（弾性係数，引張強度，破壊エネルギー，せん断強度）の実験値から回帰的に求めた

各実験定数をそれぞれ示す． 

 

【水和物－力学モデル】 
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ここで，E，E0：弾性係数および浸漬前の弾性係数（MPa），ft，ft0：引張強度および浸漬前

の引張強度（MPa），Gf，Gf0：破壊エネルギーおよび浸漬前の破壊エネルギー（N/mm），τmax，

τmax0：せん断強度および浸漬前のせん断強度（MPa），⊿CH：モルタル中の CHの減少量（g/g），

CH0：浸漬前の試験体中の CH量（g/g），⊿CSH：試験体中の C-S-H の減少量（g/g），CSH0：

浸漬前の試験体中の C-S-H 量（g/g），αE，αft，αGf，ατmax：CH の減少を考慮する各力学的性

質の実験定数，βE，βft，βGf，βτmax：C-S-H の減少を考慮する各力学的性質の実験定数である． 

 

表－4.1 水和物－力学モデルの実験定数 

水和物－力学モデル αE αft αGf ατmax 

M1.0試験体 1.0 0.4 0.2 0.1 

M1.7試験体 0.4 0.5 0.2 0.4 

水和物－力学モデル βE βft βGf βτmax 

M1.0試験体 1.2 0.7 1.3 1.4 

M1.7試験体 0.2 0.3 0.4 0.6 

 

【空隙－力学モデル】 
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ここで，⊿p：モルタル中の空隙率の増加量（mL/ mL），p0：浸漬前のモルタル中の空隙率

（mL/ mL），kE：弾性係数における実験定数，kft：引張強度における実験定数，kGf：破壊エ

ネルギーにおける実験定数，kτmax：せん断強度における実験定数である． 

 

表－4.2 空隙－力学モデルの実験定数 

空隙－力学モデル kE kft kGf kτmax 

M1.0試験体 1.1 0.5 0.5 0.4 

M1.7試験体 1.5 1.2 1.0 1.8 

 

ここで，水和物－力学モデルと空隙－力学モデルに用いた実験定数に関して考察を行う．

水和物－力学モデルにおける各力学的性質の αと βの比を図－4.2に示す．これによると， 

M1.0 試験体および M1.7 試験体のそれぞれにおいて，弾性係数と引張強度の α と β の比の

方が破壊エネルギーとせん断強度のそれより大きいことがわかる．すなわち，第 2 章にお

いて述べた通り，弾性係数と引張強度は CHの減少による低下割合が大きく，破壊エネルギ

ーとせん断強度は C-S-H の減少による低下割合が大きいということが表現されている．ま

た，M1.0 試験体の方が M1.7 試験体の α と β の比より小さいことがわかる．水和物－力学

モデルは，水和物減少量を浸漬前の値で除した値に α と β を乗じていることから，力学的

性質に及ぼす影響に加えて，水和物の絶対量の影響を含む係数である．このために M1.0試

験体とM1.7 試験体とで差異が生じたものと考えられるが，現状では，これ以上の詳細な考

察をすることはできないため，今後，CH および C-S-H のそれぞれがどのように力学的性質

に関与しているのかを検討する必要がある． 

次に，空隙－力学モデルにイオン交換水に浸漬した M1.0試験体の空隙率の実験結果を代

入して，k の感度を評価した図を図－4.3 に示す．これによると，k が大きいほど力学的性

質の低下割合が大きくなることがわかる．また，表－4.2をみると，M1.7 試験体の方がM1.0

試験体より kが大きいことがわかる．これは，骨材量および最大骨材寸法が異なることや水

和物量が異なることの影響を反映したものと推察される．今後，本研究において対象とし

た骨材量，最大骨材寸法の適用範囲を拡張することで，kに含まれる様々な影響を評価する
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とともに，配合の異なる材料においても適用可能な力学モデルを検討する必要がある． 

 

 
図－4.2 各力学的性質のαとβの比       図－4.3 kの感度 

 

M1.0 試験体および M1.7 試験体において，水和物－力学モデルおよび空隙－力学モデル

を用いて算出した各力学的性質のモデル値と実験値の対応を，それぞれ図－4.4，4.5 に示

す．これによると，イオン交換水および NaCl溶液による浸漬実験のどちらの場合において

も，提案した水和物－力学モデルおよび空隙－力学モデルの妥当性が確認できる．すなわ

ち，水和物の種類が力学的性質に及ぼす影響を考慮しないとしても十分に Ca溶脱による力

学的性質の変化を捉えることができる．  

 

 
(a) 弾性係数                   (b) 引張強度 

 
(c) 破壊エネルギー               (d) せん断強度 

図－4.4 M1.0試験体の各力学的性質の実験値とモデル値の対応 
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(a) 弾性係数                   (b) 引張強度 

 
(c) 破壊エネルギー               (d) せん断強度 

図－4.5 M1.7試験体の各力学的性質の実験値とモデル値の対応 

 

4.3 硫酸による物理化学的性質の変化を考慮可能な力学モデル 

硫酸による劣化は，セメント水和物と二水セッコウおよびエトリンガイトの析出により，

「緻密化・膨張ひび割れの発生」の硫酸塩劣化のプロセス[4-11]が内在する．第 3章において，

この現象が空隙率と析出物から説明可能であると示唆する結果を得た．そこで，空隙－力

学モデルを基本型として，これらの物理量に基づく力学的性質の挙動を表現可能な力学モ

デルの構築を試みた．すなわち，緻密化過程は析出物の生成に伴う空隙率の低下から表現

し，膨張ひび割れの発生過程は空隙率がある閾値を超えた段階においてひび割れが発生し，

それ以降は析出物の増加に伴う膨張ひび割れの進展から表現するという，析出物－力学モ

デルを開発した．式 4.9～4.20 に本提案モデルを示す．また，硫酸溶液に浸漬した実験結

果から回帰的に算出した実験定数を表－4.3に示す． 

 

【緻密化過程（porosity > 0.75porosity0）】 
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0e           (4.14) 

 

【膨張ひび割れ発生過程（porosity ≦ 0.75porosity0）】 
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ここで，ωd：緻密化過程の挙動を表す影響度係数，ωe：膨張ひび割れ過程の挙動を表す損

傷度，kEM1.7，kftM1.7，kGfM1.7，kτmaxM1.7：イオン交換水に浸漬したM1.7試験体の各力学的性質

の空隙－力学モデルの実験定数，p：試験体中の空隙率（mL/ mL），CH：モルタル中の CH

量（g/g），CSH：モルタル中の C-S-H 量（g/g），CHTH：空隙率が膨張ひび割れ発生の閾値の

時（初期空隙率の 0.75倍）の CH（g/g），CSHTH：空隙率が膨張ひび割れ発生の閾値の時（初

期空隙率の 0.75倍）の CSH（g/g）である． 

 

表－4.3 析出物－力学モデルの実験定数 
 dE dft dGf dτmax 

M1.7試験体 2.5 1.7 0.2 1.8 

 

ωdと ωeは，それぞれ緻密化および膨張ひび割れ発生過程において，図－4.6 に示すよう

な挙動を取るようにした．まず，空隙率に関する膨張ひび割れ発生を表す閾値を定義し，

これを下回る緻密化過程では，ωd が空隙率にしたがって変化し，ωe は 0（膨張ひび割れは

生じない）である．このとき，ωdの実験定数 d により析出物の存在が各力学的性質に及ぼ

す影響を表現した．一方で，空隙率が閾値を超えた膨張ひび割れ発生過程では，閾値時の ωd

および空隙率を維持したまま，ωe はその閾値以降に減少する水和物量に応じて変化すると

した．これの意味するところは，閾値時の ωdと空隙率を用いることで閾値時のモルタルの

力学的性質は変化せずに，それ以降の劣化（空隙率の増加）は析出物の生成に起因する膨

張ひび割れの発生による損傷で説明できるということである．ωd および ωe は，式(4.13)，

(4.14)，(4.19)，(4.20)により定式化した．図－4.7に空隙率を浸漬前の空隙率で除して正

規化した値の経時変化を示す．膨張ひび割れの発生を表す閾値は，実験値から回帰的に導

き，初期の空隙率の 0.75 倍の時点の空隙率（図中の破線）であるとし，浸漬 15 日と浸漬

30 日の実験値の空隙率とほぼ同程度である． 

 

  
図－4.6 ωdとωeの概念図        図－4.7 膨張ひび割れの閾値 
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各力学的性質における ωdと 1-ωeと ωd×(1-ωe)の経時変化を図－4.8 に示す．なお，図中

の最適近似値とは，ωdと 1-ωeを実験値と可能な限り一致するようにしたときの値であるこ

とから，実験値と概ね一致した値である．弾性係数に関する各係数の推移をみると，ωd の

影響が非常に大きいことが分かる．すなわち，二水セッコウによって空隙が充填されたと

しても二水セッコウの弾性係数が比較的小さいため，弾性係数は空隙率の低下による影響

を受けないということを意味する．引張強度とせん断強度の推移をみると，弾性係数のそ

れと概ね同様な傾向を示していることがわかる．一方で，破壊エネルギーに関する各係数

の推移によれば，析出物の生成による緻密化の影響は非常に小さく，膨張ひび割れの影響

を表す 1-ωeが支配的であることがうかがえる．第 3 章で述べたように，破壊エネルギーは

二水セッコウの有する高い伸び能力[4-12 ~ 4.14]の影響を受けて引張軟化曲線のひび割れ幅の

大きい領域での引張応力が増加するという現象を，本提案モデルでは表現することが可能

である． 

次に，析出物－力学モデルに基づいて算出した各力学的性質のモデル値と硫酸溶液に浸

漬させた M1.7 試験体の実験値の対応を図－4.9に示す．これによると，硫酸による劣化に

伴う各力学的性質の経時変化を精度よく再現していることが確認できる． 

 

     
(a) 弾性係数                 (b) 引張強度 

       
(c) 破壊エネルギー                (d) せん断強度 

図－4.8 各力学特性値における析出物－力学モデルのωdと 1-ωeの経時変化 
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(a) 弾性係数                 (b) 引張強度 

      
(c) 破壊エネルギー               (d) せん断強度 

図－4.9 各力学的性質の実験値と析出物－力学モデルにより算出したモデル値の対応  
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4.4 まとめ 

 

M1.0試験体およびM1.7試験体における Ca溶脱および硫酸による劣化に伴って変化する

物理化学的性質を考慮可能な力学モデルの構築を試み，以下の知見が得られた． 

【Ca溶脱】 

 イオン交換水を用いたCa溶脱に関する実験的検討により得られた物理化学的性質と力

学的性質の関係から，強度と空隙の関係に基づいた水和物－力学モデルおよび空隙－

力学モデルを M1.0 試験体および M1.7 試験体のそれぞれにおいて構築した．いずれの

力学モデルにおいても，イオン交換水ならびに NaCl溶液に浸漬した場合の実験結果と

の再現性が確認できた． 

 

【硫酸による劣化】 

 硫酸による劣化に関する実験的検討により得られた物理化学的性質と力学的性質の関

係から，強度と空隙の関係と析出物の生成（水和物減少）による損傷度の概念に基づ

いた析出物－力学モデルを構築した．析出物の生成に伴う緻密化と膨張ひび割れの発

生を考慮可能な本力学モデルによって，硫酸による劣化を対象とした本実験結果を精

度よく再現可能であることを確認した． 
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第 5 章 準微視的化学－力学連成解析システムの開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 解析概要 

 

5.1.1 準微視的化学‐力学連成解析システムの概念 

準微視的化学－力学連成解析システムは，Ca 溶脱および硫酸による劣化の数値シミュレ

ーションと準微視的構造解析の RBSM とを，第 4 章で提案した空隙－力学モデル，もしく

は，析出物－力学モデルを用いて，両者の連成を図った解析システムである．本解析シス

テムにより，大きく分けて次の 2 つの事象を解くことが可能となる．すなわち，①Ca 溶脱

および硫酸による劣化に伴う物理化学的性質の変化とその劣化領域に応じた力学性能評価

予測が可能となる，②劣化の影響を平均化可能な最小スケールの材料から，より大きなス

ケールの材料へと力学性能を評価する領域を拡張できる，ということである． 

準微視的化学－力学連成解析システムのフローを図－5.1に示す．本連成解析システムは，

まず想定する劣化現象（Ca 溶脱や硫酸による劣化）に応じて，その劣化現象を平均化する

最小スケールから解析モデルを構築する．この最小スケールにおいて構成される材料（M1.0

試験体もしくはM1.7 試験体）を平均化した物理化学的性質の情報を設定する．さらに，最

小スケールにおいて構成される材料と骨材および骨材と隣接する領域を解析上でモデル化

することで，劣化が生じる最小スケールの材料の情報からより大きなスケールの材料の挙

動を表現することを試みた．このように構築した解析モデルを用いて環境条件に境界条件

を設定することで，劣化予測解析を行うことで解析モデルの断面内の物理化学的性質の時

空間的な変化を算出する．また，想定する劣化現象と最小スケールに応じた力学モデルに

よって，この物理化学的性質の時空間的な情報を基に，ある時点における解析モデルの各

要素の力学的性質の空間的な情報に変換する．最終的に，RBSM の各バネに力学的性質の

空間的な情報を入力することで力学性能予測を行う．本連成解析システムの根幹を成す，

解析モデル，劣化予測解析，準微視的構造解析について，下記にその詳細を述べる． 
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図－5.1 連成解析システムのフロー 

 

5.1.2 解析モデル（単一材料モデル・複合材料モデル） 

本連成解析システムにおいて，2種類の解析モデルを用いて力学性能予測を試みた．一方

は，解析対象のモルタルを均質材料とみなした単一材料モデル，他方は解析対象のモルタ

ルを「モルタル要素＋骨材要素＋骨材と隣接する要素（以下，骨材隣接要素）」から成る材

料とみなした複合材料モデルである． 

長井ら[5-1]は，骨材および骨材とモルタルとの界面をモデル化することで，骨材界面部に

おけるひび割れの発生・進展プロセスの再現を試みた．この試みにおいては，骨材と骨材

間のバネに高い力学特性値を与え，骨材とモルタルとの界面のバネにモルタルより低い力

学特性値を与えることで，脆弱部として知られる骨材界面の破壊を表現した．これと同様

な試み[たとえば，5-2]は他にもみられ，いずれも遷移体の取り扱いに関する苦慮がうかがえる．

骨材とモルタルとの界面の脆弱部は，遷移帯と呼ばれる層の存在に起因する．一般的に，

遷移帯[5-3]は，空隙率が高く，骨材界面から法線方向に約 20µm 程度の薄い層である．この

遷移帯の存在により，物質移動の立場では拡散現象が比較的速く，破壊現象の立場ではマ

イクロクラックの起点となることが多くの研究者[5-2 ~ 5-5]により言及されている．本解析シス

テムにおいては，骨材隣接要素を遷移帯とモルタルとをあわせた要素として，遷移帯の影

響を解析上で簡易に表現した．  

単一材料モデルはモルタル要素により対象を均質材料としてその物理化学的性質および

力学的性質を導入し，複合材料モデルは遷移帯における物質移動および破壊現象への影響

を同時に考慮できるような骨材隣接要素の物理化学的性質および力学的性質を導入した

（図－5.2）．具体的には，まず，M1.7 試験体を「①モルタル要素（M1.0 試験体），②粒径
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1.0mmから 1.7mmの骨材（骨材要素），③骨材隣接要素」から成る複合材料と定義する．モ

ルタル要素（M1.0 試験体）には M1.0 試験体の物理化学的性質を与え，骨材要素は物質移

動および反応に関与しない要素として扱い，骨材隣接要素には次の式(5.1)～式(5.3)に基

づいて，解析モデル全体の物理化学的性質が M1.7試験体のそれと一致するように体積比か

ら算出した． 

 

intotoin VVCHVCHCH /)( M1.0M1.0           (5.1) 

 

intotoin VVCSHVCSHCSH /)( M1.0M1.0          (5.2) 

 

intotoin VVpVpp /)( M1.0M1.0          (5.3) 

 

ここで，CHin：骨材隣接要素の CH 量（g/g），CHto：解析対象のM1.7試験体の CH量（g/g），

CHM1.0：M1.0試験体の CH 量（g/g），CSHin：骨材隣接要素の C-S-H 量（g/g），CSHto：解析

対象の M1.7 試験体の C-S-H 量（g/g），CSHM1.0：M1.0 試験体の C-S-H 量（g/g），pin：骨材

隣接要素の空隙率（mL/mL），pto：解析対象の M1.7試験体の空隙率（mL/mL），pM1.0：M1.0

試験体の空隙率（mL/mL），Vin：骨材隣接要素の体積（mL），Vto：解析対象全体の体積（M1.7

試験体の体積）（mL），VM1.0：モルタル要素（M1.0試験体）の体積（mL）である． 

このように骨材隣接要素の物理化学的性質を定義することで，力学モデルを用いて骨材

隣接要素の物理化学的性質と力学的性質を同時に導入することができる．なお，本研究で

は，M1.0試験体および M1.7試験体の力学モデルは，イオン交換水を用いた Ca溶脱の促進

試験において構築したことから，複合材料モデルによる解析は Ca溶脱についてのみ検討す

ることとする．なお，本解析においてモデル化した骨材寸法は，M1.7 試験体中の骨材の粒

度分布に基づいて，粒径 1.25，1.5，1.7mmの骨材をモデル化した． 

 

      
(a) 単一材料モデル      (b) 複合材料モデル 

図－5.2 複合材料モデルの概念図 
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5.1.3 劣化予測解析の概要 

5.1.3.1 Ca溶脱予測解析の概要 

Ca溶脱の定式化はこれまで数多くの研究者[5-6]によって検討がなされてきた．これらの検

討をみると，Ca の溶脱現象は移動論と反応論に基づいて図－5.3 に示す解析フローにより

表現される．すなわち，①イオンに関する質量保存則，②イオンの拡散挙動，③電気的中

性条件，④セメント水和物の溶解挙動，⑤空隙構造の変化である．本研究では，準微視的

構造解析との連成を考慮し，有限体積法によって①～⑤の概念を導入した Ca溶脱予測解析

モデルを構築した． 

 

 
図－5.3 Ca溶脱予測解析の解析フロー 

 

(1) イオンに関する質量保存則 

本解析では，杉山らの研究[5-7]を参考に，液相中に存在するCaイオン以外の共存イオン（Na，

Cl，OH）の拡散も考慮し，液相中の各種イオンの質量保存則を以下の式(5.4)のように設定

した．なお，実験においては Ca以外のイオンを扱っていないが，今後の発展を念頭に入れ

て，共存イオンの影響を考慮可能なモデルを用いた． 

 

   





























n

j

liqjpeff

ij

liqip

x

Cp
D

xt

Cp

1

                (5.4) 

 

ここで，Cliqi： 液相中の i種のイオン量（mol/L），Dij
eff

 : j種のイオンの影響を受ける i種目
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のイオンの実効拡散係数（mm
2
/sec）， pp：セメントペースト中の空隙率（mL/mL），n：イ

オンの種類の数である． 

なお，液相中のイオンの拡散現象はセメントペースト中の細孔溶液中において行われる

ことから，横関らの研究[5-15]を参考にして，モルタル中のセメントペースト部を配合から換

算（モルタル中に占めるセメントペーストの割合＝0.43）し，セメントペースト部の空隙率

を算出した． 

 

(2) イオンの拡散挙動の定式化 

本解析では，Ca イオン以外の共存イオンの拡散挙動を考慮するために，Felrny が提案し

た電気化学量論に基づくMutual ion diffusion coefficient model
[5-8]による共存イオンの拡散挙

動の定式化を行った．共存イオン同士が相互に影響し合う拡散係数は下記の式(5.5)および

式(5.6)[5-9]により定式化される． 
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 　             (5.5) 

 

ij

peff

ij D
p

D
2

                             (5.6) 

 

ここで，Dij ：j種のイオンの影響を受ける i種のイオンの拡散係数（mm
2
/sec），δij：Kronecker 

delta function（i=j のとき 1，i≠j のとき 0となる関数）， D
0
j：j種のイオンの基本拡散係数

（mm
2
/sec），zj：j種のイオンの価数， γi：Debye-Huckel theoryに基づく i種のイオンの活量

係数， τ：屈曲度（=√2）である． 

 

(3) セメント水和物の溶解挙動の定式化 

本解析では，主要なセメント水和物として CH と C-S-H に着目し，これらの溶解現象は

下記の化学反応式（式(5.7)および式(5.8)）に基づく可逆反応であるとした．なお，C-S-H

の溶脱モデルに関しては，Atkinson ら[5-10]
 や杉山ら[5-11]の化学平衡論に基づくモデルと経験

則に基づく Buil の固液平衡モデル[5-12]が有名である．本研究では簡便のため後者を採用し，

C-S-H 中の Caが完全に溶脱すると残りのシリカゲルは残らないと仮定した． 

 

  OH2Ca)OH(Ca 2

2            
(5.7) 

 

  OH6OHSiO2Ca3OH3SiO2CaO3
22

2

22      (5.8) 
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この反応に基づいて，固液平衡モデルによって固相から液相への Caイオンの溶出挙動を

定式化した．固液平衡モデルは，固相に存在する CH 中の Ca 量と C-S-H 中の Ca 量と液相

中の Ca イオン量との平衡関係を定式化したものである．また，CH の溶解度は，温度や共

存イオンにより影響を受けることが知られている．特に，塩化物イオンが存在する場合，

その量に応じて CH の溶解度が増加する．本研究では，以下の実験式（式(5.9)および式

(5.10)）[5-13]に基づいて，細孔溶液中に溶出可能な Ca 量を流入する塩化物イオン量に応じ

て変化させることで表現した．また，図－5.4に塩化物イオンの影響を考慮した固液平衡モ

デルの概念図を示す． 

 

3
0

2
2

1
spclaL

KC 
 

         (5.9) 

 

    32

0005.000075.0   ClClKK
spspcl        

(5.10) 

 

ここで，CaL0：液相中に溶出可能な Caイオン量（mol/L），Ksp：CH の溶解度（=5.5×10
-5

 mol
3
/L

3），

Kspcl：塩化物イオン量に応じた CH の溶解度（mol
3
/L

3），Cl
-：液相中に存在する塩化物イオ

ン量（mol/L）である． 

図－5.4 中で使用する文字は次に示す通りである．Csol：固相中の Ca イオン量（mol/L），

CaS0：固相中に存在する Ca量の初期値（mol/L），CaS1：C-S-H 中の Ca量の初期値（mol/L），

CaL0：液相中に溶出可能な Ca イオン量（mol/L），CaL0’：塩化物イオンによる影響を反映し

た液相中に溶出可能な Caイオン量（mol/L），CaL1：固相中の Ca量が消失するときの液相中

の Caイオン量（mol/L）である． 

 

 
図－5.4 塩化物イオンの影響を考慮した固液平衡モデル 
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(4) 空隙率の計算  

上述のように定式化したイオン移動およびセメント水和物の溶解によって，各時間ステ

ップにおける固相中の Ca量が算出され，それに基づいてセメントペースト中の CH 量およ

び C-S-H 量が計算される．これらの水和物の減少量から式(5.11)に基づいて空隙率を算出

した． 

 

   
CSH

p

CH

p

pcal

CSHCSHCHCH
pp









00

0
         (5.11) 

 

ここで，ppcal：セメントペースト中の空隙率の算出値（mL/mL），pp0：セメントペースト

中の初期の空隙率（mL/mL），ρCH：CH の密度（=2.24 g/cm
3
)， ρCSH ：C-S-H の密度（=1.90 

g/cm
3），CHp，CSHp：セメントペースト中の CH 量および C-S-H 量（g/mL），CHp0，CSHp0：

セメントペースト中の初期の CH 量および C-S-H 量（g/mL）である． 

なお，本研究では C-S-H の密度を既往の研究[5-14]を参考にして一定値を取るとして空隙率

の計算を行った． 

 

(5) 細孔溶液と外部溶液中の Caイオンの平衡条件の導入 

Ca 溶脱を数値解析上で考慮する場合，拡散係数を適切に設定したとしても実際の現象よ

りその反応が速く進行することが知られている．既往の研究[5-7, 5-13, 5-15]では，外部溶液に実

測値と合うように Ca イオン量を設けることでイオン濃度差を小さくしたり，外部溶液との

境界から深さ方向に拡散に関する低減関数を設けたりするなどして，理論値と実際の Caイ

オンの溶脱速度のすり合せを行っている．これに関しては，未だ実現象を理論的に表現す

るには至っていないのが現状である．本研究では，内部の液相中の Caイオン量が溶脱現象

に影響を及ぼすということを踏まえて，浸漬実験という境界条件を考慮して溶液交換が行

われるまでに外部溶液と外部溶液との境界の細孔溶液中のCaイオンが平衡状態に達してい

ると判断できることから，式(5.12)に示すような外部溶液中の Caイオンに関する平衡条件

を組み込んだ．すなわち，各溶液交換実施時間から平衡状態に達するまでの時間において，

対象とする解析モデル全体の液相中の Ca イオン量の平均値まで外部溶液中の Ca イオン量

が一次関数的に増加するという平衡条件を組み込んだ．なお，溶液交換はM1.0試験体およ

び M1.7 試験体のそれぞれにおいて，14 日および 30 日の時点で外部溶液条件が強制的に初

期値になるようにした． 

 

deq

d

toout
T

T
CaCa                     (5.12) 
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ここで，Caout：外部溶液中の Ca イオン量（mol/L），Cato：解析モデル全体の液相中の Ca

イオン量の平均値（mol/L），Td：溶液交換日数（日），Tdeq：外部溶液と細孔溶液中の Ca

イオンが平衡状態に至る日数（日）である． 

本解析においては，Ca溶脱を対象としたM1.7 試験体による実験において，pH の経時変

化を観察したところ，概ね 5 日程度経過すると pH が一定値を示すことから，Teqを 5 日と

定めた．なお，次節において外部溶液の平衡条件のモデルの感度解析結果を示す． 

 

(6) Ca溶脱予測解析条件一覧 

本解析に使用した Ca溶脱予測解析の解析条件を表－5.1および表－5.2にまとめる． 

 

表－5.1 Ca溶脱予測解析の初期条件一覧 

 
CH 

(g/g) 

C-S-H 

(g/g) 
空隙率 

(mL/mL) 

D
0

Ca 

(mm
2
/sec) 

D
0

OH 

(mm
2
/sec) 

D
0

Cl 

(mm
2
/sec) 

D
0

Na 

(mm
2
/sec) 

M1.0試験体 0.554 0.1338 0.091 
7.92×10

-4
 5.26×10

-3
 2.03×10

-3
 1.33×10

-3
 

M1.7試験体 0.343 0.793 0.1333 

 

表－5.2 Ca溶脱予測解析の外部溶液の初期条件一覧 
 

 

 

 

 

 

5.1.3.2 Ca溶脱予測解析の感度解析 

ここで，前述のように定式化した Ca溶脱予測解析の要素寸法依存性・平衡時間・複合材

料モデルにおける骨材界面の骨材隣接要素の取り扱いに関して感度解析を行った． 

(1) 要素寸法依存性 

50×100mmの 2 次元の断面の M1.7試験体の物理化学的性質（表－5.1）を有する解析対

象により，要素寸法を 0.7，1.0，1.5mm と変化させたときの，Ca 溶脱予測解析の要素寸法

依存性を検証した．境界条件は，左右の 2 面が外部溶液と接し，それ以外は，物質移動が

生じないものとした．その他の詳細の条件に関しては，表－5.1および表－5.2に記載の通

りである． 

それぞれの要素寸法における要素分割図と浸漬期間を 540 日と設定した際の CH 量，

C-S-H 量，空隙率の分布を図－5.5に示す．なお，図中の CH0，CSH0，p0は表－5.1に示す

M1.7試験体の CH 量，C-S-H 量，空隙率である．これをみると，要素寸法によらずに，CH

量，C-S-H 量，空隙率の断面内の分布がほぼ一致していることが確認できる． 

外部溶液 
外部溶液中の各イオン量(mmol/L) 

Ca OH Cl Na 

イオン交換水 0.0 0.0001 564 564 

NaCl 溶液 0.0 0.0001 564 564 
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図－5.5 Ca溶脱予測解析の要素寸法依存性評価 

 

(2) 平衡時間 

M1.7 試験体を対象に，外部溶液の平衡条件のモデルの感度解析を行った．平衡条件のモ

デルの変数となる平衡時間を 5，30，1000 日とした条件と平衡を考慮しない条件の 4 つの

条件に対して Ca 溶脱予測解析を行った．感度解析の結果が明確にわかるよう浸漬 60 日後

の C-S-H 量の分布から比較・検討を行う．なお，解析モデルの要素寸法は 0.5mm で，上下

左右の 4面が外部溶液と接する条件とし，溶液交換は 30日ごとに外部溶液を初期値にする

ことで再現した．その他の解析条件は表－5.1および表－5.2に記載のとおりである． 

図－5.6に Ca溶脱予測解析により算出した浸漬 60日後の断面内の C-S-H 分布を示す．ま

ず，外部溶液の平衡を考慮しない，すなわち，外部溶液が常にフレッシュな条件の解析結

果をみると，浸漬 60 日の時点で，表面から 1mm 程度の領域の C-S-H が完全に溶解してい

ることがわかる．次に，外部溶液の平衡を考慮し，平衡時間を 5，30，1000 日間とした条

件の解析結果をみると，平衡時間が 5日および 30日では，平衡を考慮しない場合と比較し

て，C-S-H 量の分布が均一になっていることがわかる．これは，解析開始時（もしくは，溶

液交換の 30日経過直後）から平衡時間までの間では外部溶液とのイオン濃度差が徐々に小

さくなり，平衡時間経過後から溶液交換までの間では解析モデル内部の Caイオン濃度差に

起因した Ca イオンの移動とそれに伴う CH と C-S-H の可逆反応が生じているためである．

一方で，平衡時間が 1000日の場合では，平衡を考慮しない場合と類似した傾向を示してい
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ることが確認できる．M1.0試験体による結果ではあるが，EPMAの測定結果（図－2.5）か

らもわかるように，比較的浸漬期間の早い時点（解析結果では浸漬 60日の時点）で外部溶

液と接する表層の C-S-H が消失するといったことは考えにくいということと，外部溶液の

pH の実測値が 5 日ほどで変化しなくなるということを踏まえると，外部溶液の平衡を考慮

し，かつ，平衡時間を 5 日と設定した際の解析値が実現象をより表現できているものと考

えられる． 

 

 
図－5.6 Ca溶脱予測解析の平衡条件のモデル感度解析結果 

 

(3) 複合材料モデルにおける骨材界面の骨材隣接要素の要素数と物理化学的性質 

骨材の存在が物質移動と水和物の溶解反応に及ぼす影響を評価することを目的として，

以下の変数を設けた感度解析を行った．すなわち，骨材界面の骨材隣接要素の分割数を 1

倍，2 倍としたものと，骨材隣接要素の物理化学的性質を M1.0 試験体のものをそのまま代

入したもの（以下，遷移帯の影響を考慮しない解析モデル）と，5.1.2で前述したように解

析モデル全体としての物理化学的性質の平均値がM1.7試験体のそれと一致するように骨材

隣接要素を設定したもの（以下，遷移帯の影響を考慮した解析モデル）である．骨材の影

響をより明確に評価するために，単一の骨材をモデル化した解析モデルにて検討を行った．

なお，境界条件は上面のみ外部溶液と接するとし，Ca 溶脱により劣化した領域が骨材の影

響を受ける領域まで進展した時点の物理化学的性質の分布から考察する． 

それぞれの解析変数の下，算出された CH，C-S-H，空隙率の断面内の分布を図－5.7 に

示す．これによると，骨材隣接要素の要素数が 1 倍と 2 倍の場合では，特に差異は見受け

られなかった．これに関しては，(1)要素依存性の感度解析の結果と一致する．また，遷移

帯の影響の考慮の有無に着目すると，骨材隣接要素の要素数に依らず，骨材隣接要素の Ca

溶脱が多少早いことが確認できる．このことから，遷移帯などを含めた物質移動を本質的

に評価可能であるとは言い難いが，本解析のように遷移帯の影響を考慮することで，骨材

を含む場合の物質移動を簡便に評価することができる． 
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図－5.7 骨材隣接要素の寸法依存性と遷移帯の影響の考慮の有無 

 

5.1.3.3 硫酸による劣化予測解析 

硫酸による劣化は，硫酸イオンが時間軸上で内部へと拡散し，CH や C-S-H といった水和

物と硫酸イオンとの化学反応により，セメント水和組織の脆弱化が発生する硫酸による劣

化や，エトリンガイトや二水セッコウが空隙中に生成して膨張ひび割れが発生する硫酸塩

劣化が生じる．したがって，硫酸による劣化では，これらの現象を同時に評価する必要が

ある．既往の研究[5-16 ~ 5-22]によれば，硫酸による劣化を，硫酸イオンの拡散および硫酸イオ

ンとセメント水和物との一次反応によりモデル化したものが多い．本研究では，蔵重の研

究[5-18]を参考にし，イオン移動と反応論に基づく硫酸イオンの質量保存則を有限体積法によ

り離散化した．また，解析は，図－5.8に示す解析フローに基づいて，①硫酸イオンの拡散，

②硫酸イオンと水和物の反応，③液相中の硫酸イオン量の再計算，④pH の推定，⑤析出物

量の計算，⑥空隙率の計算，によって構成されている． 
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図－5.8 硫酸による劣化予測解析の解析フロー 

 

(1) 硫酸イオンに関する質量保存則 

硫酸による劣化に関する数値シミュレーションでは，次式に示す硫酸イオンに関する質

量保存則[5-16]に基づき，液相および固相の硫酸イオンの拡散挙動およびセメント水和物との

反応を表現した． 

 

   
t

C

x

Cp
D

xt

Cp
ssolliqpliqp


























         (5.13) 

 

ここで，Cliq：液相中の硫酸イオン濃度（mol/L），Cssol：固相中の硫酸イオン濃度（mol/L），

pp：セメントペースト中の空隙率（mL/mL），D：硫酸イオンの拡散係数（mm
2
/sec）である． 

 

(2) 硫酸イオンの拡散挙動の定式化 

本研究では，硫酸イオンの拡散現象が空隙構造の影響を受けながらセメントペースト中

を移動すると仮定し，Ca 溶脱に関する横関らの既往の研究[5-15]を参考にして，以下の式

(5.14)および式(5.15)によって定式化した． 

 

  0DpfPD vol               (5.14) 

 

   22 18.07.107.0001.0  pHppf          (5.15) 
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ここで，D0：硫酸イオンの基本拡散係数（mm
2
/sec），Pvol：ペーストへの換算定数（=0.43），

f(p)：空隙構造関数，H(x)：Heaviside 関数（x>0 のとき 1，その他は 0となる関数）である． 

硫酸イオンの基本拡散係数：D0は，Einstein の関係式（式(5.16)および式(5.17)）を用い

て水溶液中の理論的な拡散係数を算出した．式中の（）内の項は，Debye-Hückel の補正項

であり，式 5.18によって表現することができる． 
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          (5.16) 
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           (5.17) 

 

 
liq

CZI 2

2

1
            (5.18) 

 

ここで，k：ボルツマン定数（J/K），T：絶対温度（K），λ：当量イオン電導度（Acm
2
/V equiv. 

25℃），e：電気素量（C），F：ファラデー定数（C/mol），Z：イオン価数，I：イオン強度，

a：イオンサイズパラメータ（m）である． 

 

(3) 硫酸とセメント水和物の反応の定式化 

CH および C-S-H と硫酸イオンとの反応は，蔵重らの研究[5-16]を参考にして一次反応であ

るとし，CH および C-S-H のそれぞれに硫酸イオンとの反応速度定数を設けて，硫酸イオン

との反応を表現した（式(5.19)）．これらの反応速度定数は，実験値の水和物量から回帰的

に算出した． 

 

 
liqpCSHliqpCH

sol CCSHKCCHK
t

C





         (5.19) 

 

ここで，KCH，KCSH：CH，C-S-H と硫酸イオンの反応速度定数（cm
3
/g/sec），CHp：セメント

ペースト中の CH 量（g/cm
3），CSHp：セメントペースト中の C-S-H 量（g/cm

3）である． 

 

(4) pHの計算  

本研究では，アルカリ性を呈する CH から，pH の値を推定することとした．すなわち，

外部溶液の pH と未劣化部のモルタルの pH とを CH 量を変数とした一次直線を仮定し，劣

化部の pH の概算値を算出した（式 5.20）． 
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0p

p

outinout
CH

CH
pHpHpHpH            (5.20) 

 

ここで，pH：細孔溶液の pH，pHout：外部溶液の pH（=5.0），pHin：未劣化部の pH（=12.5），

CHp0：セメントペースト中の初期の CH量（g/cm
3）である． 

 

(5) 析出物量の計算  

本研究では，Gabrisova の研究[5-23]を基に，硫酸イオンとの反応により消費された CH およ

び C-S-H の全量が，pH が 10.7 以下であれば二水セッコウとして，それ以上であればエトリ

ンガイトとして析出するとした（図－5.9）．なお，これらの化学反応は以下の化学反応式

（式(5.21)および式(5.22)）に基づいて生じるものとした． 

 

  OH2CaSOSOHOHCa
24422

           (5.21) 

 

   OH2SiO2OH2CaSO3SOH3OH3SiO2CaO3
22244222

        (5.22) 

 

  OH32CaSO3OAlCaO3OH20OH2CaSO3OH6OAlCaO3
2432224232

 　      (5.23) 

 

 
図－5.9 pHを閾値としたエトリンガイトと二水セッコウの析出条件 

 

(6) 空隙率の計算  

実験値の空隙率は剥落した部分を含まない空隙率であることから，解析における全要素

の空隙率の平均値は，要素の剥落を仮定する必要がある．そこで，本研究では，CHおよび

C-S-H が消失した要素は化学的な結合力を喪失して剥落すると仮定した．したがって，解析

値の空隙率は，CHもしくは C-S-H が残存する全要素の空隙率の平均値を解析値の空隙率と

定義した．また，本研究では，析出物による緻密化および膨張ひび割れを支配する変数を

特定できなかった．そこで，膨張ひび割れに至る閾値として，解析値の空隙率と初期の実

験値の空隙率の比（以下，p値）を定義し，パラメトリック解析により p 値を導出した（次

節参照）． 
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解析値の空隙率の計算は，水和物の減少に伴う固相体積減少量と析出物の生成に伴う固

体体積増加量によって算出（式 5.24）し，p値を下回った場合は，C-S-H 減少量から算出さ

れる空隙率（式(5.25)）として，以下のように表現できるとした． 

 

ETTGypCSHCHpp VVVVpp  0  
        (5.24) 

 

CSHpp Vpp  0
             (5.25) 

 

ここで pp0：ペースト中の初期の空隙率（mL/mL），VCH：CH 減少量に伴う固体体積減少量

（mL/mL），VCSH：C-S-H 減少量に伴う固体体積減少量（mL/mL），VGyp：二水セッコウの析

出に伴う固体体積増加量（mL/mL），VETT：エトリンガイトの析出に伴う固体体積増加量

（mL/mL）である． 

 

5.1.3.4 硫酸による劣化予測解析の感度解析 

硫酸による劣化に関する数値シミュレーションの要素依存性・p値に関する感度解析を行

った．なお，硫酸による劣化予測解析に使用した初期条件の一覧を表－5.3に示す． 

(1) 要素依存性 

50×100mmの 2 次元の断面の M1.7試験体の物理化学的性質（表－5.1）を有する解析対

象により，要素寸法を 0.7，1.0，1.5mmと変化させたときの，硫酸による劣化予測解析の要

素依存性を検証した．境界条件は，左右の 2 面が外部溶液と接し，それ以外は，物質移動

が生じないものとし，浸漬期間を 60日と設定した． 

それぞれの要素寸法における要素分割図，CH，C-S-H，空隙率，二水セッコウ，エトリ

ンガイト，液相中の硫酸イオン量の同一時間における分布を図－5.10 に示す．なお，図中

の Gypmax，Ettmax，SO4max は，それぞれ解析値の二水セッコウ，エトリンガイト，硫酸イオ

ン濃度の最大値である．これをみると，Ca 溶脱予測解析と同様に，要素寸法に依らずに物

理化学的性質の断面内の分布がほぼ一致している． 

 

表－5.3 硫酸による劣化予測解析の初期条件一覧 

p値 
CH 

(g/g) 

C-S-H 

(g/g) 
空隙率 

(mL/mL) 

D
0
SO4 

(mm
2
/sec) 

KCH 

(cm
2
/g/sec) 

KCSH 

(cm
2
/g/sec) 

0 

0.343 0.793 0.1333 3.93×10
-4

 

0.32 0.045 

0.25 0.32 0.045 

0.5 0.30 0.040 

0.75 0.28 0.038 

1.0 0.25 0.035 
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図－5.10 硫酸による劣化予測解析の要素寸法依存性評価 

 

(2) p値 

M1.7 試験体を対象に p 値を膨張破壊に至るときの閾値として，0，0.25，0.5，0.75，1.0

の 5 段階を設けて，そのそれぞれについて KCHと KCSHを変化させて算出される解析値の空

隙率の経時変化と実験値とを比較した． 

図－5.11 に，実験値の空隙率の経時変化（黒色のプロット）と各 p 値の時に算出される

空隙率の経時変化を示す．これをみると，p値は小さくなるほど空隙率が低下する緻密化現

象を表すようになり，さらに，p 値が 0.25 以下になるとその傾向は収束し概ね一定になる

ことがわかる．p値が 0，すなわち，析出物により空隙が完全に満たされた後に膨張ひび割

れが生じるということは考えにくいことから，本解析における析出物の生成に起因する緻

密化から膨張ひび割れの発生の閾値は p 値が 0.25 のときであるとした．なお，第 4 章の析

出物－力学モデル（式(4.9)および式(4.20)）においても，硫酸による劣化予測解析におけ

る閾値と同様の意味を持つ閾値を空隙率によって定義している．析出物－力学モデル上の

閾値と硫酸による劣化予測解析における閾値の p値は一致している． 
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図－5.11 p値の感度解析結果 

 

5.1.4 準微視的構造解析の概要 

5.1.4.1 RBSMの概要 

RBSM は，川井ら[5-24]によって 1977年に開発され，斉藤[5-25]と Bolander
[5-26]らによってコ

ンクリート構造部材への適用が果たされた離散化手法の一つである．これは，図－5.12 に

示すように，要素を剛体とし要素間の境界面においてバネで連結される．要素境界面の法

線方向に垂直バネを，水平方向にせん断バネを，要素の回転方向に回転バネを設けること

で，破壊を表現するモデルである．RBSM は，FEM で表現することが困難なひび割れ幅や

ひび割れの進展挙動を直接評価できるところに利点がある．なお，ひび割れが境界面上で

発生するため，Voronoi分割法により要素形状が破壊性状に及ぼす影響を低減させる手法[5-26]

を取ることが主流である． 

 

  
図－5.12 Voronoi要素と垂直バネ・せん断バネの概念図 

 

また，RBSM は，準微視的構造解析であることから，実験値のマクロな引張強度や破壊エ

ネルギーなどの力学的な情報をそのまま適用することはできない．山本ら[5-27]は，圧縮強度

から関連付けた引張強度，破壊エネルギー，せん断強度などの力学パラメータに圧縮試験

から得られるお応力ひずみ関係を表現できるような係数を付加することで，RBSM に適用

するメソスケールの構成則を解析上でパラメトリックに導出している．長井ら[5-28]は，マク

ロスケールのポアソン比および弾性係数とメソスケールのポアソン比および弾性係数の関
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係式をそれぞれ定義し，圧縮域は弾性挙動をとり，せん断強度は引張強度との関係として，

また，せん断剛性はポアソン比および弾性係数の関数として定式化することでメソスケー

ルの構成則を導いた．また，両者は回転バネを定義せずに破壊を表現している．山本ら[5-27]

は，3次元で定式化しているため要素同士の回転変形に伴って生じる曲げの影響が無視でき

ないことから，要素境界面にガウス積分点を設けて，境界面の節点数を増やすことで回転

バネを用いずに垂直バネとせん断バネによって破壊を表現した．一方で，長井ら[5-28]は 2次

元で定式化を行っているため，要素寸法を回転変形の影響が無視できる程度まで小さくす

ることで回転バネを用いずに定式化を行った．ポストピーク挙動を適切に再現することは

コンクリートの圧縮破壊現象を再現するにあたり未だ議論を要するところであるが，本研

究では長井ら[5-28]のように要素寸法を小さくすることで回転バネを定式化せずにプレピー

クまでの挙動を垂直バネとせん断バネで評価した． 

本研究では，M1.0試験体およびM1.7試験体を用いた曲げ試験およびせん断試験により，

弾性係数，引張強度，破壊エネルギー，せん断強度を同定し，さらに，M1.0 試験体とM1.7

試験体の圧縮強度を同定することを目的としてそれぞれの同一材料によるφ50×100mm の

円柱試験体による圧縮試験を行った．これらの実験結果を基に，長井らと山本らの開発し

たモデルを参考にして，メソスケールの構成則をパラメトリックに導出した． 

 

5.1.4.2 メソスケールの構成則 

図－5.13 に垂直バネとせん断バネに導入した構成則を示す．垂直バネの構成則（図－

5.13(a)）は，長井ら[5-1, 5-28]の考えに従い，圧縮域は常に弾性挙動を，引張域は引張強度ま

で弾性係数に従って線形挙動を取り，引張軟化域は Hordijkの軟化式[5-29]に従うものとした．

このとき，実験値の破壊エネルギーと Hordijk の軟化式の積分値とが一致するような最大ひ

び割れ幅を設定した．また，引張域の除荷経路は原点指向型とした．次に，山本らの研究[5-27]

を参考に，せん断挙動はモールクーロン型の破壊規準（図－5.13(b)）に従うものとした．

また，せん断強度は，垂直バネのひび割れ幅の影響を受けるものとし，ひび割れ幅と最大

ひび割れ幅の比に応じて，ひび割れの開口幅に伴ってせん断強度が低下するように定式化

することで，間接的にせん断軟化挙動（図－5.13(c)）を導入した． 

また，弾性係数とせん断剛性は式(5.26)および式(5.27)により計算されるものとした．

RBSM では，弾性係数とせん断剛性の比が，マクロスケールのポアソン効果に多大な影響

を与えることが分かっている．長井ら[5-28]はメソスケールのポアソン比をマクロスケールの

ポアソン比の関数として定式化することで，山本ら[5-29]はせん断剛性に低減係数を乗じるこ

とでマクロなポアソン効果を表現した．本研究では，山本らの研究を参考にして，式(5.26)

および式(5.27)により垂直バネのバネ定数およびせん断バネのバネ定数を定義し，せん断

バネのバネ定数を理論値の半分とすることでマクロなポアソン効果を表現することとした． 
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ここで，kn：垂直バネのバネ定数(MPa)，ks：せん断バネのバネ定数(MPa)，Eele：メソスケー

ルの弾性係数(MPa)，ν：ポアソン比である． 

 

 
(a) 垂直バネの構成則  (b) モールクーロンの破壊規準 (c)せん断バネの構成則 

図－5.13 メソスケールの構成則とせん断の破壊規準 

 

表－5.4 メソスケール構成則と骨材の力学的性質の一覧 

実験値の平均値 E (MPa) ft (MPa) Gf (N/mm) τmax (MPa) 

M1.0試験体 35800 3.96 0.062 10.94 

M1.7試験体 25840 4.81 0.047 12.08 

単一材料モデル Eele (MPa) ft ele (MPa) Gf ele (N/mm) τmax ele (MPa) 

M1.0試験体 1.0 E 1.0 ft 0.5 Gf 0.6 τmax 

M1.7試験体 1.0 E 0.8 ft 0.3 Gf 0.7 τmax 

複合材料モデル Eagg (MPa) ft agg (MPa) Gf agg (N/mm) τmax agg (MPa) 

骨材 50000 300 1.0 300 

モルタル 

（M1.0試験体） 

Eele (MPa) ft ele (MPa) Gf ele (N/mm) τmax ele (MPa) 

1.0 E 1.0 ft 0.5 Gf 0.6 τmax 

 

ここで，Eele：メソスケール構成則の弾性係数，ftele：メソスケール構成則の引張強度，Gfele：

メソスケール構成則の破壊エネルギー，τmaxele：メソスケール構成則のせん断強度，Eagg：骨

材の弾性係数，ft agg：骨材の引張強度，Gf agg：骨材の破壊エネルギー，τmax agg：骨材のせん

断強度である． 

 

以上のように定式化したメソスケール構成則および骨材の力学的性質を表－5.4 に示す．

以降の RBSMの解析には表－5.4中の値を用いている． 

 

5.1.4.3 RBSMの感度解析 

RBSMの要素依存性・骨材界面要素・骨材界面バネに関する感度解析を行った． 
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(1) 要素依存性 

M1.7試験体の圧縮強度を同定することを目的として行われたφ50×100mmを解析対象と

して，単一材料モデルで構築した 50×100mmの二次元の解析モデルにおいて，要素寸法を

0.7，1.0，1.5mmと変化させたときの，応力－ひずみ関係と破壊性状から比較・検討を行っ

た．図－5.14および図－5.15に応力－ひずみ関係の実験値と解析値の比較と圧縮破壊時の

各要素寸法の解析モデル断面の応力分布を示す． 

応力ひずみの実験値と解析値の比較（図－5.14）をみると，要素寸法が小さいほど圧縮

強度は増加する傾向がうかがえる．しかしながら，いずれの要素寸法においても，実験値

の弾性係数と圧縮強度を概ね再現していることがわかる．また，圧縮破壊時の各要素寸法

の解析モデル断面の応力分布（図－5.15）をみると，いずれも同様な圧縮破壊性状を示し

ていることが確認できる．すなわち，要素寸法を 0.7～1.5mmと変化させた時の解析値は概

ね同様であり，かつ，実験値との再現性も高いことが確認できる． 

 

 
図－5.14 応力－ひずみ関係の実験値と解析値の比較 

 

 
図－5.15 圧縮破壊時の各要素寸法の解析モデル断面の垂直バネの応力分布 
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(2) 複合材料モデルの要素寸法依存性と骨材隣接要素の要素数 

M1.7試験体の圧縮強度を同定することを目的として行われたφ50×100mmを解析対象と

して，これを，「モルタル要素＋骨材要素＋骨材隣接要素」で構成される複合材料モデルに

よって 50×100mmの 2次元の解析モデルを構築し，要素寸法依存性と骨材隣接要素の要素

数が力学的に影響を及ぼすか否かを検討した．解析モデルの要素寸法を 1.5，2.0mmと設定

して要素寸法依存性を検討するとともに，骨材隣接要素の要素数を他の要素寸法と同様に

作成した場合を 1倍，骨材隣接要素のみを他の要素寸法の半分のサイズで作成した場合を 2

倍とし，骨材隣接要素の要素依存性を評価した．なお，本解析では，圧縮試験は，上下部

にそれぞれ載荷板と支持板を設け，載荷板を変位制御にて各ステップにおいて 0.01mmずつ

強制変位させた．境界条件は，上部の載荷板は水平方向と鉛直方向は自由とし，下部の支

持板は水平方向は自由で鉛直方向は固定とした． 

表－5.5に各解析モデルの要素数，骨材隣接要素数，モルタル要素数と骨材隣接要素の力

学的性質を示す．これによると，要素寸法 2mmの 2ケースの解析モデルでは，圧倒的にモ

ルタル要素数が少ないことがわかる．この場合，圧縮強度は骨材隣接要素の力学的性質に

大きく依存することが推察される．一方で，要素寸法 1.5mm の 2 ケースでは，骨材隣接要

素数 1倍ではモルタル要素は全体の 7%程度，骨材隣接要素数 2倍では全体の 10%程度とそ

の割合が多くなったことから，モルタル要素が与える圧縮強度への寄与度が増加するもの

と考えられる． 

 

表－5.5 骨材隣接要素数とモルタル要素数および骨材隣接要素の力学的性質 

注：（）内は全要素数中の割合を，[]内は実験値のM1.0試験体の力学的性質との割合を示す． 

 

また，すべての変数の解析モデルを図－5.16に示す．これをみると，要素寸法 2mm・骨

材隣接要素数 1 倍の解析モデルは，骨材近傍の節点数が少ないことから，骨材が円形では

なくいびつな形状となっている．これ以外の解析モデルに関しては，骨材は概ね円形の形

状を取っていることが確認できる． 

 

 
全要素

数 

骨材隣接

要素数 

モルタル 

要素数 

E  

(MPa) 

ft 

(MPa) 

Gf  

(N/mm) 

τmax 

(MPa) 

1.5mm 

1倍 
5311 

2773 

(52%) 

363 

(6.8%) 

27000 

[75%] 

3.48 

[88%] 

0.055 

[89%] 

9.87 

[90%] 

1.5mm 

2倍 
9744 

4387 

(45%) 

942 

(9.7%) 

25300 

[71%] 

3.38 

[85%] 

0.053 

[85%] 

9.64 

[88%] 

2.0mm 

1倍 
3163 

1580 

(50%) 

21 

(0.7%) 

27900 

[78%] 

3.54 

[89%] 

0.055 

[89%] 

9.99 

[91%] 

2.0mm 

2倍 
7432 

3582 

(48%) 

163 

(2.2%) 

27300 

[76%] 

3.50 

[88%] 

0.055 

[89%] 

9.91 

[91%] 
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図－5.16 各解析変数の解析モデル 

 

これらのことを踏まえて，応力変位関係および破壊時の断面の垂直バネの応力分布を図

－5.17および図－5.18に示す．なお，黒色のプロットとして印字している実験値は，φ50

×100mmのM1.7試験体と同一配合の円柱試験体による圧縮試験結果である． 

要素寸法2mmの 2ケースの解析モデルに着目すると，骨材隣接要素数1倍のモデルでは，

剛性と最大応力が実験値のそれより高くなり，骨材隣接要素数 2 倍のモデルでは剛性は実

験値を再現しているものの，最大応力は実験値を大きく下回った．これは，要素寸法 2mm・

骨材隣接要素数 1 倍の解析モデルでは，前述の通り，骨材がいびつな形状であったことか

ら高い力学的性質を有する骨材の影響が過度に出たことで最大応力は実験値の 2 倍程度に

達したと考えられる．また，要素寸法 2mm・骨材隣接要素数 2 倍の解析モデルでは，骨材

の形状はいびつではないが，モルタル要素数が非常に少なく，力学的性質の低い骨材隣接

要素が解析モデル中の大多数を占めたことで，最大応力は実験値の 70%程度となったと考

えられる．要素寸法 2mmの 2ケースの断面の応力分布をみると，その破壊性状は圧縮破壊

が生じているものと推察される．一方で，要素寸法 1.5mm の 2 ケースの解析モデルでは，

いずれも剛性および最大応力の値は実験値を良く再現している．しかしながら，断面の応

力分布をみると，要素寸法 1.5mm・骨材隣接要素数 1 倍の解析モデルでは，断面内の骨材

から破壊に至っており，骨材形状の影響を多分に受けたものと推察される．これは，本編

では記述しないが同一条件で骨材の配置を変えた解析モデルにおいても同様の現象が生じ

た．要素寸法 1.5mm・骨材隣接要素数 2 倍の解析モデルにおいては，そのような現象は生

じず，破壊性状も圧縮破壊が生じているようにみえる． 

以上のことから，骨材をモデル化した解析モデルは，要素寸法が 1.5mm 以下で骨材界面

の骨材隣接要素数が 2倍の条件が適切であると判断できる． 
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図－5.17 応力－ひずみ関係の実験値と解析値の比較 

 

 
図－5.18 各解析変数における圧縮破壊時の垂直バネの応力分布 

 

5.2 メゾレベルの試験体による連成解析システムの検証 

 

本節では，第 2章および第 3章において前述した Ca溶脱および硫酸により劣化したメゾ

レベルの試験体を対象として，本連成解析システムの検証を行った．なお，本連成解析シ

ステムは 2 次元解析であることから，下記の仮定をすることで物理化学的性質および力学

的性質を算出した． 

① 劣化領域は試験体断面において 3 次元的に分布することから，試験体断面中央部を解

析対象として，Ca溶脱予測解析および硫酸による劣化予測解析を行う 

② 本実験では浸漬後に試験体の載荷部に幅を減らすように切欠きを設けたため，RBSMに

おいては，切欠き部では幅方向の劣化領域は一様であるとする 
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5.2.1  Ca溶脱により劣化した M1.0試験体による連成解析システムの検証 

図－5.1の連成解析システムのフローに従って，Ca溶脱により劣化した M1.0試験体の力

学性能予測を行った．なお，前述のとおり，M1.0 試験体による実験において力学モデルの

構築が可能であった Ca溶脱の実験のみを対象とする． 

5.2.1.1 Ca溶脱予測解析による M1.0試験体の物理化学的性質の予測 

表－5.1 および表－5.2 に示した M1.0 試験体の物理化学的性質の初期値と外部溶液の初

期値を用いて，図－5.19 に示す解析モデルと境界条件にて外部溶液をイオン交換水および

NaCl溶液とした Ca溶脱予測解析を行った．なお，境界条件としては，断面の上下左右面が

外部溶液との接触面とし，物質移動を考慮した．図－5.20に，Ca溶脱予測解析により得ら

れた断面内の CH 量，C-S-H 量，空隙率の平均値の経時変化を，図－5.21に浸漬 0，56，112，

168日の断面の CH量，C-S-H 量，空隙率の分布を示す． 

図－5.20 をみると，イオン交換水および NaCl 溶液に浸漬した場合において，Ca 溶脱に

よる水和物の減少速度が NaCl溶液に浸漬した場合の方が速いことが確認できる．図－5.21

の断面内の物理化学的性質の分布からも同様の傾向が確認できる．また，いずれの外部溶

液に浸漬した場合においても，水和物量の経時変化は実験値を概ね再現していることがわ

かる．しかしながら，空隙率に関しては，両溶液において，実験値と解析値との差が，浸

漬前の空隙率を基準とすると 2倍程度解析値の方が小さいことがわかる． 

 

 
図－5.19 M1.0試験体の Ca溶脱予測解析の解析モデルと境界条件 

 

 
(a) CH         (b) C-S-H         (c) 空隙率 

図－5.20 M1.0試験体の Ca溶脱予測解析による物理化学的性質の経時変化 



 第 5章 準微視的化学－力学連成解析システムの開発 

                                          

89 

 
図－5.21 Ca溶脱予測解析による M1.0試験体断面の物理化学的性質の分布の経時変化 

 

5.2.1.2 RBSMによる Ca溶脱により劣化した M1.0試験体の力学性能予測 

次に，M1.0試験体の空隙－力学モデルを用いて，Ca溶脱予測解析によって得られた断面

内の空隙率の時空間的な分布から各浸漬期間における力学的性質の分布を算出し，これを

RBSMの各バネに入力値として与えた．なお，3点曲げ試験においても同じ解析モデルを用

いた．図－5.22 に示すように，解析上の境界条件として，載荷点と支点に載荷板および支

持板を設け，載荷点を x，y方向を固定し y方向に 1ステップで 0.001mm強制変位させ，支

点は y方向を固定し x方向は自由とした．その他の入力値は前述のとおりである． 

図－5.23にイオン交換水および NaCl溶液に浸漬させた場合の浸漬 0，56，112，168日に

おける解析値の応力変位曲線と実験値の平均値のそれとの対応を示す．これによると，Ca

溶脱予測解析にて算出された空隙率の経時変化（図－5.20(c)）からわかるように，いずれ

の溶液に浸漬した場合においても実験値より 2 倍程度小さい結果となったことから，解析

値の応力変位曲線は実験値より曲げ剛性および最大曲げ応力は大きい結果となった． 

M1.0 試験体における Ca 溶脱に関する連成解析システムを用いた力学性能予測を試みた

結果，Ca 溶脱予測解析の空隙率の計算において改善の余地はあるが，一連の連成解析シス

テムを構築できたことが確認できる． 
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図－5.22 M1.0試験体の RBSMの解析モデルと境界条件 

 

  
(a) イオン交換水             (b) NaCl溶液 

図－5.23 M1.0試験体の曲げ応力変位関係の解析値と実験値の平均値の対応 

 

5.2.2  Ca溶脱により劣化した M1.7試験体による連成解析システムの検証 

図－5.1の連成解析システムのフローにしたがって，Ca溶脱により劣化したM1.7試験体

の力学性能評価を行った． 

5.2.2.1 Ca溶脱予測解析による M1.7試験体の物理化学的性質の予測 

5.2.1.1 と同様に，表－5.1 に示した M1.7 試験体の物理化学的性質の初期値を用いて，

図－5.24に示す解析モデルおよび境界条件にて，外部溶液をイオン交換水と NaCl溶液の場

合の Ca溶脱予測解析を行った．図－5.25に，Ca溶脱予測解析により得られた断面内の CH

量，C-S-H 量，空隙率の平均値の経時変化を，図－5.26に浸漬 0，180，270，360日の断面

の CH量，C-S-H 量，空隙率の分布を示す． 

イオン交換水および NaCl溶液に浸漬した場合において，実験値の水和物の減少速度より

非常に速く水和物が減少していることが確認できる．特に，イオン交換水に浸漬した場合

の実験値の C-S-H の経時変化においては，浸漬 360 日においてそれ以前の C-S-H 量より増

加したが，解析値では，浸漬 120 日の時点で C-S-H の消失が確認できる．しかしながら，

いずれの溶液に浸漬した場合の空隙率の経時変化をみると，解析値は実験値を捉えている

ことがわかる．これは，M1.0 試験体の Ca 溶脱予測解析において述べたように，水和物の

減少量に対して空隙率の増加を小さく見積もる傾向があることを踏まえると，CHと C-S-H

がほぼ全て溶出した際の空隙率が偶然にも実験値のそれと一致したと言わざるを得ない．

空隙率の計算に際し，溶脱によって Ca/Si比が随時変化する C-S-H の密度を一定値としてい
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ることや実験における空隙率の測定法から見直す必要があると考えられる． 

 

 
図－5.24 M1.7試験体の Ca溶脱予測解析の解析モデルと境界条件 

 

 
(a) CH         (b) C-S-H         (c) 空隙率 

図－5.25 M1.7試験体の Ca溶脱予測解析による物理化学的性質の経時変化 

 

 
図－5.26  Ca溶脱予測解析による M1.7試験体断面の物理化学的性質の分布の経時変化 

 

5.2.2.2 RBSMによる Ca溶脱により劣化した M1.7試験体の力学性能予測 

M1.7試験体の空隙－力学モデルを用いて，Ca溶脱予測解析によって得られた断面内の空

隙率の分布から力学的性質の分布を算出し，これを解析モデルの各バネ情報に与えること

で，RBSMによって 3 点曲げ試験を再現した．境界条件およびその他の入力値に関しては，

M1.0試験体の場合と同様である．なお，解析モデルと支点・載荷点条件は図－5.27に示す
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通りである．図－5.28 にイオン交換水および NaCl 溶液に浸漬させた場合の浸漬 0，180，

270，360日における解析値の応力変位曲線と実験値の平均値のそれとの対応を示す． 

これによると，イオン交換水の場合の応力変位曲線の経時変化は，空隙率が実験値のそ

れを概ね一致していることから，解析値の最大曲げ応力は実験値を精度良く再現している

ことが確認できる．また，NaCl 溶液に浸漬した場合では，浸漬 180 日における実験値の最

大曲げ応力の低下を再現することはできなかったが，これを除けば，イオン交換水の場合

と同様に，解析値の再現性が確認できる．M1.0 試験体の場合においても共通のことがいえ

るが，今後，Ca 溶脱予測解析の精度を向上していくことで，さらなる精度の向上を図るこ

とが必要である． 

 

  
図－5.27 M1.7試験体の RBSMの解析モデルと境界条件 

 

  
(a) イオン交換水             (b) NaCl溶液 

図－5.28 M1.7試験体の曲げ応力変位関係の解析値と実験値の平均値の対応 

 

5.2.3  硫酸により劣化した M1.7試験体による連成解析システムの検証 

図－5.1の連成解析システムのフローに従って，硫酸により劣化した M1.7 試験体の力学

性能評価を行った． 

5.2.3.1 硫酸による劣化予測解析による M1.7試験体の物理化学的性質の予測 

M1.7試験体の物理化学的性質の初期値を用いて，図－5.24に示した解析モデルと境界条

件にて実験値の硫酸イオン濃度の 2500mg/Lの硫酸溶液を外部溶液とした硫酸による劣化予

測解析を行った．なお，解析モデルおよび境界条件はCa溶脱予測解析のそれと同様である．

また，その他の解析条件は，表－5.3の p 値が 0.25 の場合の値を用いた．図－5.29に，硫
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酸による劣化予測解析により得られた断面内の CH 量，C-S-H 量，空隙率，液相中の硫酸イ

オン量の平均値の経時変化を，図－5.30に浸漬 0，180，270，360日の断面の CH量，C-S-H

量，二水セッコウ，エトリンガイト，空隙率，液相中の硫酸イオン量の分布を示す． 

本モデルでは，CHおよび C-S-H と硫酸イオンとの反応速度定数を設けて水和物量を実験

値と一致するように回帰的に算定していることから，解析値の妥当性を検討するにあたっ

て，このようなフィッティングを行っていない空隙率の実験値の経時変化と解析値との対

応を評価することが妥当である．そこで，空隙率の経時変化をみると，実験値にみられた

空隙率の減少から増加といった推移を，本劣化予測解析はある程度再現出来ていることが

確認できる．また，エトリンガイトと二水セッコウの経時変化をみると，浸漬 10日までエ

トリンガイトが析出しそれ以降は徐々に減少するということから，浸漬 10日を境にエトリ

ンガイトの溶解により発生した硫酸イオンに起因して二水セッコウの析出が生じるという

ことが再現されている．さらに，粉末試料中の固相の硫酸をイオン交換水に溶かして液体

イオンクロマトグラフィーによって測定した固相の硫酸イオン量と本解析において算出し

た液相中の硫酸イオン量およびエトリンガイトと二水セッコウ量から計算した固相中の硫

酸イオン量の関係図（図－5.29(e)）をみる．これによれば，解析値の固相硫酸イオン量は

実験値のそれを大きく下回る結果となった．実験値の硫酸イオン量の測定に際して，試験

体を硫酸溶液から取り出して，すぐに真空ポンプによって乾燥状態にさせているため，取

り出した直後の試験体中の液相中の硫酸溶液の水分が蒸発し三酸化硫黄（SO3）として存在

し，液体イオンクロマトグラフィーによる測定の際に再度硫酸イオンとして存在すること

で，実際の固相中の硫酸イオン量を過大評価している可能性がある．また，一般に，エト

リンガイトの析出には AFm相のモノサルフェートの存在が必要となる[5-6, 5-30]が，本解析で

はモノサルフェートが完全に消費されてエトリンガイトの析出が停滞するといったことを

考慮していない．ここでは，pH にエトリンガイトの溶解条件を設けることで，モノサルフ

ェート量に応じてエトリンガイトの析出が停滞する前に，エトリンガイトが溶解するとい

うことを仮定している．これらのことに起因して，実験値の固相中の硫酸イオン量より解

析値のそれが小さい結果となったと考えられる．  

ここで，断面内の各物理化学的性質の分布（図－5.30）をみると，CH量，C-S-H 量，液

相硫酸イオン量は，表面から硫酸イオンの浸透に伴い水和物量が減少する様子が確認でき

る．また，この水和物の減少領域の進展に伴って二水セッコウ量は表面から徐々に析出し

ていることがわかる．さらに，空隙率とエトリンガイトの浸漬 20日までの断面の分布（図

－5.31）を細かくみると，エトリンガイトが表面から析出し溶解するという現象が深さ方

向に連続的に生じていることがわかる．これらの水和物量と析出物量の推移を反映して複

雑に増減する空隙率の分布の変化が確認できる． 
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(a) CH         (b) C-S-H         (c) 空隙率 

 
(d) 析出物量    (e) 固相と液相の硫酸イオン量 

図－5.29 M1.7試験体の硫酸による劣化予測解析により算出した物理化学的性質 

 

 
   図－5.30 硫酸による劣化予測解析により算出した M1.7試験体断面の 

物理化学的性質の分布の経時変化 
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図－5.31 硫酸による劣化予測解析により算出した M1.7試験体断面の 

浸漬 0～20日における物理化学的性質の分布 

 

5.2.3.2 RBSMによる硫酸により劣化した M1.7試験体の力学性能予測 

析出物－力学モデルを用いて，本劣化予測解析によって得られた断面内の空隙率の分布

から力学的性質の分布を算出し，これを解析モデルの各バネ情報に与えることで，RBSMに

よって 3点曲げ試験を再現した．境界条件およびその他の入力値に関しては，表－5.3に示

すとおりである．なお，解析モデルと支点・載荷点条件は図－5.27に示したとおりである．

なお，浸漬 60日において，表層の水和物が消失した領域が存在するため，水和物が存在す

る領域，すなわち，実際には剥落が生じていない領域に支点と載荷点を再設定する必要が

ある．本研究では，支点部直上および載荷点直下の水和物が存在する要素の境界面に載荷

板と支持板を再設定することで 3 点曲げ試験を再現した．図－5.32 に，連成解析システム

により算出した各浸漬期間における曲げ応力変位関係の経時変化を示す． 

これによると，浸漬 60日の解析値は曲げ剛性が若干低いものの，いずれの浸漬期間にお

ける解析値の曲げ応力変位曲線は実験値のそれを精度よく再現していることが確認できる． 

以上のことから，M1.7 試験体における硫酸による劣化に関する連成解析システムを用い

た力学性能予測を試みた結果，本劣化予測解析の水和物の減少および析出物の生成・溶解

から算出される空隙率，ならびに，RBSM による曲げ試験は実験値との再現性が高いこと

が確認できた．すなわち，水和物の減少量および析出物の生成量から算出した空隙率に基

づいて構築した析出物－力学モデルの妥当性を確認できたとともに，同一環境条件であれ

ば十分に力学性能予測が可能であると示唆する結果を得た．今後，析出物量や固相と液相

中の硫酸イオン量の定量的な評価を行うとともに，様々な環境条件・配合条件に適応でき

るようにすることで，その汎用性の向上を図ることを考えている． 
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図－5.32 M1.7試験体の曲げ応力変位関係の硫酸による劣化に関する 

連成解析システムの解析値と実験値の平均値の対応 
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5.3 まとめ 

 

M1.0 試験体および M1.7 試験体によるイオン交換水，NaCl 溶液，硫酸溶液を用いた浸漬

実験および力学試験を対象とし，Ca 溶脱劣化予測解析および硫酸による劣化予測解析と

RBSM とを連成した化学‐力学連成解析システムによる力学性能予測を行ったところ，以

下の知見が得られた． 

【Ca溶脱により劣化したモルタルの力学性能予測のまとめ】 

 M1.0 試験体のように供試体寸法が小さいと Ca 溶脱予測解析によって CH 量と C-S-H

量の予測は精度のよいもであったが，M1.7 試験体程度に供試体寸法が大きいと Ca 溶

脱による水和物の減少速度より未水和セメントの水和による水和物の増加速度の方が

上回り，物理化学的性質の経時変化を予測する精度が低下した．現段階では，セメン

ト水和物の水和を考慮していないことから，RBSM によって力学性能を精度よく評価

することはできなかった． 

【硫酸により劣化したモルタルの力学性能予測のまとめ】 

 硫酸による劣化予測解析によって，試験体断面の CH 量，C-S-H 量，エトリンガイト析

出量，二水セッコウ析出量，硫酸イオン量，pH の経時変化を算出することができ，実

験結果とのある程度の再現性を確認することができた．硫酸による劣化予測解析から

得られた物理化学的性質の分布から RBSM による力学性能予測を試みたところ，その

再現性が確認された．  
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第６章 化学的劣化により劣化したモルタルによる準微視的化学－ 

力学連成解析システムの適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 緒言 

本章では，M1.7 試験体と同配合のセミマクロ試験体を対象として本連成解析システムの

適用を試みた．具体的には，セミマクロ試験体を，M1.7 試験体から成る構成材料とみなし

た単一材料モデルと，セミマクロ試験体を「M1.0試験体・1.0～1.7mmの骨材・骨材隣接要

素」で構成される複合材料モデルの 2 種類の手法でモデル化して，本連成解析システムに

より，Ca 溶脱および硫酸による劣化による力学性能の変化を評価するとともに，実験の適

用範囲を超える長期的な力学性能の評価を行った．セミマクロ試験体は，劣化が 3 次元的

に生じるようにした圧縮試験体と 2 次元的に生じるようにした曲げ試験体を設定した．な

お，本連成解析は 2 次元解析であることから，圧縮試験体のように 3 次元的な劣化の影響

を評価することはできないが，圧縮試験体の中央断面を抽出することで，Ca 溶脱および硫

酸による劣化に伴う力学性能の推移を定性的に評価した． 

 

6.2 セミマクロ試験体の実験概要 

セミマクロの試験体による実験は，図－6.1の実験フローに基づいて行った．以下に実験

の詳細を説明する． 

 

6.2.1 セミマクロ試験体の作製 

本実験では，50×100×100mm，40×40×160mmのセミマクロ試験体を用いて，それぞれ

圧縮試験および 3 点曲げ試験を行った．圧縮試験用角柱試験体（以下，圧縮試験体）は，

湿式コンクリートカッターを用いて 100×100×400mmの角柱のモルタルを 50mmごとに切

り出して，50×100×100mmの圧縮試験体を作製した．また，曲げ試験用角柱試験体（以下，
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曲げ試験体）は，40×40×160mm の鋼製型枠を用いて打設し，作製した．この他の供試体

の作製条件については，使用材料，配合条件，養生条件，最大骨材寸法は，M1.7 試験体と

同様であるため，詳細は第 2章を参照されたい． 

 

 
図－6.1 セミマクロ試験体による実験のフロー 

 

6.2.2 浸漬条件 

浸漬実験の前処理として 2 つの処理を行った．一つは，力学試験時に載荷面となる面を

研磨した．具体的には，いずれの試験体においても打設面を載荷面としたため，載荷面が

平坦になるまで研磨した．2つ目は，耐酸性のシリコンを用いて浸漬面を制御した．浸透面

に関しては，図－6.1 に示すように，圧縮試験体では載荷面と支持面を，曲げ試験体では，

支点面以外の 5 つの面を外部溶液とは接触しないようにした．また，Ca 溶脱および硫酸に

よる劣化の浸漬実験に使用した溶液はM1.7試験体の場合と同様であり，液固比は外部溶液

と接触する表面積と溶液量の比が M1.7 試験体の場合と一致するようにした．浸漬期間は，

Ca溶脱および硫酸による劣化の場合のそれぞれに対して 0，360，540日と 0，60，180日と

し，温度が 20℃と一定の環境にて浸漬した．なお，Ca 溶脱を対象とした浸漬実験では溶液

を 30日間ごとに全量交換した． 

 

6.2.3 圧縮試験・曲げ試験条件 

浸漬期間終了後，セミマクロ試験体をそれぞれ 3 体ずつ取り出し，試験体からはがすよ

うにシリコンを除去した．圧縮試験の測定項目としては，圧縮強度，弾性係数，ポアソン

比，応力－ひずみ関係である．縦横ひずみの測定に関しては，写真－6.1(a)に示すように，

圧縮試験体の両側面の載荷軸方向と載荷軸直交方向に 2 点のひずみゲージによって測定す

ることに加えて，鋼製治具と LVDT 変位センサーとを組み合わせて作製したコンプレッソ

メータにより標点間の変位から縦横ひずみを同定した．なお，横方向の LVDT 変位センサ
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ーを設置するにあたり，マグネットの固定具を載荷装置に据え置き，LVDT変位センサーを

マグネットに取り付けて試験体の横方向変位を測定した．また，使用したひずみゲージは

検長が 50mm であり，コンプレッソメータの縦方向変位は 50mm 程度を標点とした．圧縮

試験においては，写真－6.1(a)に示すように，載荷治具と載荷台と試験体の間にテフロン

シートを 2 枚ずつ挿入することで，摩擦による力学試験への影響を低減させた．曲げ試験

の測定項目は，曲げ強度，弾性係数，曲げ応力－変位関係である．変位の測定に関しては，

写真－6.1(b)に示すように，曲げ試験体の両側面の支点直上の中央部と載荷点直下に，そ

れぞれ留め具と L 字金具を接着剤を用いて取り付け，留め具に LVDT 変位センサーを取り

付ける治具を設置し，LVDT 変位センサーを L字金具に当たるように取り付けることで載荷

点の変位を測定した．なお，硫酸による劣化においては，表層の劣化部をブラシにより取

り除いた．それに伴って，圧縮試験体においては表面の凹凸が著しく通常のひずみゲージ

の接着剤では貼付することが不可能であることから，常温硬化型の接着剤を用いて，表面

の凹凸の影響を可能な限り低減して平滑にした断面にてひずみの測定を行った．載荷試験

は，最大荷重用容量が 250kN のオートグラフを使用し，載荷速度は 0.001mm/sec とし，変

位制御にて圧縮強度ならびに曲げ強度の測定を行った．なお，力学試験に供じる前処理と

して，試験体内の水分条件を整えるために減圧した真空デシケータ内に 2 日間以上静置し

力学試験まで保管した． 

 

     
(a)圧縮試験体                        (b) 曲げ試験体 

写真－6.1 セミマクロ試験体の力学試験条件 

 

6.3 セミマクロ試験体による実験結果 

 

6.3.1 Ca溶脱により劣化したセミマクロ試験体による実験結果 

(1) Ca溶脱により劣化したセミマクロ試験体断面の経時変化 

写真－6.2に曲げ試験後の曲げ試験体の破断面を示す．浸漬 360日では浸透面から 5.1mm

程度，浸漬 540 日では 5.8mm 程度の領域で若干白く変色した領域が浸漬時間とともに深さ

方向に広がる様子が確認できる（写真－6.2 の黒色の破線部内）．著者らが過去に行ったセ
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メントペーストの試験体を対象に NaCl 溶液に 60日間浸漬した実験[6-1]において，本実験と

同様に曲げ試験後の破断面の様子を確認したところ，表面から 1.5mm 程度の領域において

白色化した領域が確認され，この領域の占める割合は CH減尐割合と概ね一致したという実

験結果が得られている．これを踏まえると，本実験においても同様の現象が生じているも

のと考えられる． 

 

  
写真－6.2 Ca溶脱を対象とした曲げ試験体破断面の経時変化 

 

(2) Ca溶脱により劣化した圧縮試験体の実験結果 

イオン交換水およびNaCl溶液に浸漬した場合のひずみゲージおよび LVDT変位センサー

により測定した応力－ひずみ関係の経時変化を図－6.2～6.5 に示す．図－6.3 および図－

6.5 をみると，いずれの溶液に浸漬した場合においても，ひずみゲージで測定した場合と

LVDT 変位センサーで測定した場合とでは，縦ひずみの傾向は両者共に同程度の値を示して

いるものの横ひずみの傾向が異なることがわかる．LVDT 変位センサーによって測定した横

ひずみは弾性領域において下に凸の挙動を示しており，LVDT変位センサーによる横ひずみ

の測定は困難であったことがわかる．以上のことから，これ以降の応力－ひずみ関係，弾

性係数およびポアソン比はひずみゲージによって測定した結果を用いて考察を進めること

とする． 
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(a) 0日 

 

 
(b) イオン交換水 360日 

 

 
(c) イオン交換水 540日 

 

図－6.2 Ca溶脱により劣化した圧縮試験 

体の応力－ひずみ関係の経時変化 

 (ひずみゲージ) 

  
(a) 0日 

 

  
(b) イオン交換水 360日 

 

  
(c) イオン交換水 540日 

 

図－6.3 Ca溶脱により劣化した圧縮試験 

体の応力－ひずみ関係の経時変化 

(LVDT変位センサー) 
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(a) 0日 

 

 
(b) NaCl溶液 360日 

 

 
(c)  NaCl溶液 540日 

 

図－6.4 Ca溶脱により劣化した圧縮試験 

体の応力－ひずみ関係の経時変化 

 (ひずみゲージ) 

  
(a) 0日 

 

  
(b)  NaCl溶液 360日 

 

  
(c)  NaCl溶液 540日 

 

図－6.5 Ca溶脱により劣化した圧縮試験 

体の応力－ひずみ関係の経時変化 

 (LVDT変位センサー) 
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イオン交換水に浸漬した場合に着目すると，圧縮強度（図－6.2，図－6.6(a)）は，浸漬

期間を通じて大きな変化はうかがえない．また，弾性係数（図－6.6(b)）においては，浸

漬 540 日において浸漬前より弾性係数が向上していることがわかる．これは，M1.7 試験体

においてみられたように，Ca 溶脱による水和物の減尐と水和反応による水和物の増加の程

度が同程度であった可能性が考えられる．一方で，ポアソン比（図－6.6(c)）は，浸漬 360

日まで変化がみられなかったが，浸漬 540日において，浸漬前と比して 22%程度増加した． 

NaCl溶液に浸漬した場合について議論する．圧縮強度の経時変化（図－6.4，図－6.6(a)）

をみると，浸漬 540 日において明らかに低下していることがわかる．また，弾性係数（図

－6.6(b)）に関しては，浸漬時間の経過に伴って徐々に低下していることが確認できる．

一方で，ポアソン比の経時変化（図－6.6(c)）をみると，イオン交換水に浸漬した場合と

同様に，浸漬 540日の時点で 30%程度増加した．既往の研究[6-8, 6-9]により，骨材の影響を多

分に受けるものの一般的には圧縮強度が高くなるにつれてポアソン比が大きくなるとされ

ていることから，本実験においても同様の現象が生じた可能性がある． 

 

 

(a) 圧縮強度       (b) 弾性係数      (c) ポアソン比 

図－6.6 Ca溶脱により劣化した圧縮試験体の力学特性の経時変化 

 

(3) Ca溶脱により劣化した曲げ試験体の実験結果 

イオン交換水および NaCl 溶液に浸漬した場合の曲げ応力－変位関係の経時変化を図－

6.7に，曲げ強度，弾性係数の経時変化を図－6.8に示す．なお，浸漬前の試験体の 3体中

2 体，NaCl 溶液に 540 日浸漬した場合の 1 体の曲げ試験体において，変位の測定ができな

かったことから，曲げ応力－変位関係についてはそれを除外した結果を載せることとする． 

図－6.7(a)～(c)および図－6.8 によると，曲げ強度は浸漬期間内において大きな変化は

みられなかったが，曲げ試験から算出した弾性係数は浸漬 360 日において大きく低下し，

それ以降は浸漬前と同程度まで向上した．これに関しては，現状では適切な説明をするこ

とができない．一方で，NaCl 溶液に浸漬した場合の曲げ応力－変位関係の経時変化（図－

6.7(a)，(d)，(e)）および曲げ強度，弾性係数の経時変化（図－6.8）によれば，イオン交

換水の結果と異なり明確な傾向がみられた．すなわち，NaCl 溶液に浸漬した場合では，曲

げ強度と弾性係数は経時的に低下し，浸漬 540日では浸漬前と比して 80%程度となった． 
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圧縮試験により測定した弾性係数と曲げ試験から算出した弾性係数とを比較すると，浸

漬前の弾性係数はそれぞれ同程度であったが，その経時変化が曲げ試験体の方が弾性係数

の低下が顕著であった．これは外部溶液との浸透面が引張縁であることから，曲げ試験体

の方がより Ca溶脱による劣化の影響を反映したものと考えられる． 

 

   

(a) 0日     (b) イオン交換水 360日  (c) イオン交換水 540日 

   

(d) NaCl溶液 360日    (e) NaCl溶液 540日 

図－6.7 Ca溶脱により劣化した曲げ試験体の曲げ応力－変位関係の経時変化 

 

  

(a) 曲げ強度              (b) 弾性係数 

図－6.8 Ca溶脱により劣化した曲げ試験体の力学特性の経時変化 
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6.3.2 硫酸により劣化したセミマクロ試験体による実験結果 

(1) 硫酸により劣化したセミマクロ試験体の外観変化 

写真－6.3に各浸漬期間終了後の圧縮試験体の外観を示す．これによると，表面から白色

の領域，褐色の領域，健全なモルタルの領域が存在することが確認できる．また，圧縮試

験体の健全なモルタルの領域において，接線方向にひび割れが生じていることが確認でき，

既往の研究[6-2 ~ 6-4]においても同様のひび割れが生じていることが分かっている．表層部の変

質した領域（白色の領域と褐色の領域）が全て膨張すると考えると，接線方向に引張力が

発生するため法線方向にひび割れが生じると考えられるが，実際の現象はこれとは異なる．

すなわち，写真－6.3に示すようなひび割れが生じた領域において局所的に膨張し，法線方

向に引張力が作用することで接線方向のひび割れが生じたものと考えられる．エトリンガ

イトの析出する領域は pH が 10.7 以上であること[6-5]を踏まえると，このひび割れはエトリ

ンガイトの生成による膨張ひび割れによるものと考えられる．なお，このような現象は，

地盤中の水分が凍結した際に生じるアイスレンズ[6-6]と呼ばれる現象に近いメカニズムであ

ると思われる． 

 

  

(a) 浸漬 60日            (b) 浸漬 180日 

写真－6.3 硫酸溶液に浸漬した圧縮試験体の断面の様子 

 

(2) 硫酸により劣化した圧縮試験体の実験結果 

硫酸溶液に浸漬した圧縮試験体による圧縮試験結果について述べる．なお，硫酸溶液に

浸漬した場合においては，3体の試験体中その全てを力学試験に供じたため，これ以降の実

験結果は全浸漬期間において 3 体の実験結果を示す．ひずみゲージによって測定したひず

みによる応力ひずみ関係の経時変化と圧縮強度，弾性係数，ポアソン比の経時変化を図－

6.9および図－6.10に示す． 

応力－ひずみ関係の推移（図－6.9）をみると，浸漬 180日において試験体間のバラつき

が大きくなっていることが確認できる．また，浸漬 60日および 180日において，ひずみが

圧縮強度付近で小さくなったり，応力が急激に低下したりすることが確認できる．これら

は，試験体表面の変質した領域と健全なモルタルの領域の境界において剥離したためと考

えられる．圧縮強度の経時変化（図－6.10(a)）をみると，浸漬 60 日において同程度まで

低下し，それ以降は変化しなかった．弾性係数の推移（図－6.10(b)）においても同様に浸
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漬 180日の時点で低下が確認できる．ポアソン比の経時変化（図－6.10(c)）をみると，浸

漬期間に伴い若干増減した． 

 

   

(a) 0日        (b)  60日        (c)  180日 

図－6.9 硫酸により劣化した圧縮試験体の応力－ひずみ関係の経時変化 

 

 

(a) 圧縮強度      (b) 弾性係数      (c) ポアソン比 

図－6.10 硫酸により劣化した圧縮試験体の力学特性の経時変化 

 

(3) 曲げ試験体 

硫酸溶液に浸漬した曲げ試験用角柱試験体の曲げ応力－変位関係の経時変化と曲げ強度

と弾性係数の経時変化を図－6.11および図－6.12に示す．なお，浸漬前の試験体の 3体中

2 体，浸漬 60 日，180 日において 1 体ずつの曲げ試験において，変位の測定ができなかっ

たことから，曲げ応力－変位関係についてはそれを除外した結果を示す． 

図－6.11および図－6.12(a)をみると，曲げ強度は浸漬 60 日において 22%程度増加し，

浸漬 180日では浸漬前のそれと同程度まで低下した．一方で，弾性係数（図－6.12(b)）に

おいては，経時的に徐々に低下していることが確認できる．M1.7 試験体の場合と比較する

と，曲げ強度が増加するといった現象が確認できたから，次のような考察を行った．過去

に行った硫酸イオン濃度が 750mg/L の実験[6-9]では，溶液中の pH が比較的高いことからエ

トリンガイトによる析出が支配的で，外観上変質が生じてはいるものの，曲げ強度は変化

しないことが確認された．したがって，本実験においてみられたように曲げ強度が向上す
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る場合はエトリンガイトの析出が多いということが推察できる．曲げ試験体用角柱試験体

の浸漬条件を踏まえると，容器の底部に 6 体の試験体を浸漬させたため，硫酸と水和物と

の反応が進むにつれて試験体周辺の硫酸イオン濃度が低下し pH が上昇したことで，エトリ

ンガイトが析出しやすい環境[6-5]であった可能性がある． 

 

   

(a) 0日        (b)  60日        (c)  180日 

図－6.11 硫酸により劣化した曲げ試験体の曲げ応力－変位関係の経時変化 

 

   

(a) 圧縮強度              (b) 弾性係数 

図－6.12 硫酸により劣化した曲げ試験体の力学特性の経時変化 

 

6.4 セミマクロ試験体による連成解析システムの適用 

6.3 において述べたイオン交換水・NaCl 溶液・硫酸溶液に浸漬したセミマクロ試験体を

対象として，本連成解析システムによる力学性能評価を行った．なお，本章の冒頭におい

て前述した通り，本連成解析システムは 2 次元解析であることから，圧縮試験体のように

劣化が 3 次元的に進展する場合には適用することができないため，下記の仮定を基に，Ca

溶脱および硫酸による劣化に伴う力学性能の変化を定性的に評価した． 

① セミマクロ試験体においては，劣化領域が試験体断面において 3 次元的に分布するこ

とから，試験体断面中央部（図－6.13）を解析対象とすることで，3次元的に分布する

劣化領域の推移を 2次元の解析モデルによって評価する 

② 試験体断面中央部（図－6.13）の Ca溶脱予測解析および硫酸による劣化予測解析結果
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を幅方向に一様であるとして，RBSMによって力学性能の推移を定性的に評価する 

③ 複合材料モデルでは，粒度分布から算出した 1.0mm より大きい骨材の体積率を基に，

骨材が 2次元平面にランダムに分布し，かつ，幅方向に一様であるとする 

 

    

(a) 圧縮試験体           (b) 曲げ試験体 

図－6.13 解析対象とする試験体断面中央部 

 

本連成解析システムに用いた解析モデルと RBSM におけるひずみの定義，破壊前後の垂

直バネの応力分布とひび割れ分布の定義といった本節全体を通して共通する事項を下記に

まとめる．本連成解析システムに用いた圧縮試験体と曲げ試験体の単一材料モデルと複合

材料モデルの解析モデルを図－6.14および図－6.15にそれぞれ示す．Ca溶脱および硫酸に

よる劣化のいずれを対象とした場合においても解析モデルは同様である．また，いずれの

解析モデルにおいても要素寸法は 1.5mmとした．また，縦横ひずみは，図－6.16に示すよ

うに定義した．縦ひずみ（図中の青丸）は中央部・両側面近傍の 3 箇所，横ひずみ（図中

の赤丸）は中央部・載荷点近傍・支持板近傍の 3箇所において，50mm程度離れた要素間の

変位量からひずみを算出し，それらを平均したものをそれぞれ縦横ひずみとした．垂直バ

ネの応力分布とひび割れ性状の破壊前後は次のように定義した．すなわち，破壊前は最大

荷重時の変位の半分の点，破壊後は最大荷重時の点であるとし，垂直バネの-30～4 MPa の

領域の応力を可視化した．また，ひび割れ性状におけるひび割れ判定の基準は，これらの

時点において圧縮試験体ではひび割れ幅が 0.05mmより大きい場合，曲げ試験体ではひび割

れが発生した場合において，その境界面が赤く表示されるように可視化した．  
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(a) 単一材料モデル            (b)複合材料モデル 

図－6.14 圧縮試験体の解析モデル 

 

  

(a) 単一材料モデル            (b)複合材料モデル 

図－6.15 曲げ試験体の解析モデル 

 

 

図－6.16 圧縮試験体のひずみの測定位置 

 

6.4.1 Ca溶脱により劣化したモルタルを対象とした連成解析システムの適用 

Ca 溶脱により劣化した圧縮試験体と曲げ試験体を対象として，単一材料モデルと複合材

料モデルの 2 つの解析モデルを用いて本連成解析システムによる力学性能評価を行った．

圧縮試験体を対象とした場合においては，解析上で設定した浸漬期間は，0，360，540 日，
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10 年とし，実験で設けた浸漬期間を超える長期的な力学性能評価を行った．なお，複合材

料モデルの解析条件は上述の 5.1.3.2 および 5.1.4.3 の感度解析によって決定したパラメ

ータを使用し，表－5.1，5.2に示した Ca溶脱予測解析のパラメータおよび表－5.4に示し

たメソスケールの構成則を用いて解析を行った． 

 

6.4.1.1 Ca溶脱により劣化した圧縮試験体による連成解析システムの適用 

A) Ca溶脱予測解析による圧縮試験体の物理化学的性質の予測 

単一材料モデルおよび複合材料モデルによる各浸漬期間の物理化学的性質の断面の分布

性状を，外部溶液をイオン交換水と NaCl溶液とした場合をそれぞれ図－6.17に示す． 

 

 

図－6.17 物理化学的性質の分布性状の経時変化（圧縮試験体） 
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外部溶液をイオン交換水とした場合をみると，単一材料モデルにおける変質領域（CHも

しくは C-S-H が減尐した領域）は 7.6mm程度，複合材料モデルでは 5.7mm程度であること

が確認できる．これは，骨材の存在によって Caイオンの溶出経路が制限されたことによる

ものと考えられる．また，外部溶液を NaCl 溶液とした場合においても同様な傾向を示し，

単一材料モデルにおける変質領域は表面から 10.3mm 程度，複合材料モデルでは 8.0mm 程

度であった． 

ここで，溶脱を考慮しなければならない構造物の設計において用いられる照査式[6-2]を用

いて，解析値の変質領域の経時変化の妥当性を定性的に検証した．この照査式は，√t則に

より水和物が溶解している領域の最深部までの深さ（本論文の変質領域の定義と同じ）を

簡易に予測するものであり，以下の式により表される． 

 

tCC
vvsff
             (6.1) 

 

ここで，Cf：水和物が溶解している領域の最深部までの深さ（mm），γvsf：溶脱速度定数の

ばらつきを考慮した安全係数（=1とする），Cv：溶脱速度定数（mm/√年），t：時間である． 

セミマクロ試験体を用いた実験では，試験体断面内の変質領域を特定するまでに至って

いないことから，第 2章で示した M1.0試験体を対象とした EPMAによる面分析結果（図－

2.5）から，溶脱速度定数 Cvを決定した．なお，材料や試験体厚さの差異を踏まえた上で定

性的な評価であることに留意されたい．図－2.5によれば，イオン交換水に浸漬した場合で

は，浸漬 112日において，ほぼ試験体内部の中央位置の薄い層に Caが存在し表面に近づく

につれて Ca 量が低下していることがわかる．また，NaCl 溶液に浸漬した場合では，浸漬

56 日の時点で試験体内部の Ca量が低下していることが確認できる．そこで，それぞれの変

質領域を次のように決定した．イオン交換水の場合では浸漬 112 日で 1.5mm の深さ（M1.0

試験体の半分）まで変質し，他方で，NaCl 溶液に浸漬した場合では浸漬 56 日で 1.5mm の

深さまで変質したと仮定した．したがって，溶脱速度定数 Cvは，イオン交換水の場合では

4.89（mm/√年），NaCl溶液の場合では 9.78（mm/√年）と算出される． 

単一材料モデルと複合材料モデルの変質領域の解析値と照査式から算出した変質領域の

予測値の経時変化を図－6.18 に示す．今回の評価方法では定量的な考察はできないため解

析値と予測値の経時変化に着目して議論を進める．これをみると，いずれの溶液に浸漬し

た場合においても単一材料モデルと複合材料モデルの解析値は予測値と概ね同様に推移し

ていることがわかる． 
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図－6.18 Ca溶脱による変質領域の解析値と予測値の対応 

 
 

B) RBSMによる Ca溶脱により劣化した圧縮試験体の力学性能予測 

本連成解析システムにおいて，各浸漬期間における断面内の物理化学的性質の分布から，

単一材料モデルはM1.7試験体により構築した空隙－力学モデルを，複合材料モデルはM1.0

試験体により構築した空隙－力学モデルを用いてモルタル要素の力学的性質に変換し，そ

の情報を RBSMにおける各バネに与えることで力学性能予測を行った．本解析においては，

実験値との定量的な比較をすることができないことから，圧縮強度，弾性係数，ポアソン

比をそれぞれ初期の値で除して正規化した値の経時変化によって力学性能の経時変化を定

性的に評価した．なお，参考までに，図中には実験値の圧縮強度，弾性係数，ポアソン比

をそれぞれ初期の値で除して正規化した値を併せて記載する． 

外部溶液をイオン交換水とした場合の単一材料モデルおよび複合材料モデルにおける圧

縮強度の経時変化（図－6.19(a)）をみると，いずれの解析モデルにおいても経時的に低下

し，比較的単一材料モデルの方がその低下割合が多いことがわかる．浸漬 10年後の圧縮強

度は，浸漬前と比較して単一材料モデルでは 88%程度，複合材料モデルでは 96%程度であ

った．解析モデルによる圧縮強度の差異は，Ca 溶脱予測解析により算出した変質領域が複

合材料モデルの方が小さかったことに起因するものと考えられる．弾性係数の経時変化（図

－6.19(b)）をみると，経時的に低下する傾向が確認できるが，圧縮強度の場合と異なって

解析モデルによる差異は小さいものであった．浸漬 10年後の弾性係数は，浸漬前と比較し

て，単一材料モデルでは 90%程度，複合材料モデルでは 92%程度と，解析モデルによらず

同程度であった．また，ポアソン比（図－6.19(c)）は浸漬期間が増加しても大きな変化は

みられなかった．なお，実験の浸漬 540 日において圧縮強度，弾性係数，ポアソン比が向

上するような挙動は，未水和セメントの水和による圧縮強度の増大に起因するものと考え

られる[6-8, 6-9]ため，本解析ではこのような挙動は表現することはできない．これには，Ca

溶脱予測解析において水和反応モデルを組み込むことで材料の時間依存挙動を評価する必

要がある． 
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(a) 圧縮強度       (b) 弾性係数      (c) ポアソン比 

図－6.19 圧縮試験体の力学性能の解析値と実験値の対応（イオン交換水） 

 

次に，設定した各浸漬期間における破壊前後の垂直バネの応力分布・ひび割れ性状につ

いて考察を進める．図－6.20および図－6.21に，各解析モデルにおける垂直ばねの応力分

布とひび割れ図を示す．破壊前の応力分布に着目すると，いずれの解析モデルにおいても，

浸漬期間の増加に伴い Ca溶脱予測解析により算出した変質領域が拡大することで，応力負

担が比較的小さい領域が内部方向に進展することが確認できる．圧縮強度時の応力分布と

ひび割れ図をみると，いずれの解析モデルにおいても浸漬期間を通して大きな変化はみら

れない．このように応力負担が小さい領域は存在するものの，本解析で対象とした範囲に

おいては Ca溶脱による劣化の影響が小さく破壊性状に影響を与えるほどではなかった．  

 

図－6.20 破壊前後の垂直バネの応力分布・ひび割れ性状（イオン交換水-単一材料モデル） 
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図－6.21 破壊前後の垂直バネの応力分布・ひび割れ性状（イオン交換水-複合材料モデル） 

 

外部溶液を NaCl 溶液とした場合においては，圧縮強度および弾性係数（図－6.22(a)，

(b)）は，外部溶液をイオン交換水にした場合と同様に経時的に低下し，その低下割合は比

較的は若干大きかった．浸漬 10年の解析結果においては，圧縮強度と弾性係数はそれぞれ

の初期値から，単一材料モデルでは 85%，94%程度低下することが確認できる．なお，解析

値のポアソン比の経時変化（図－6.22(c)）をみると，イオン交換水の場合と同様に，本解

析において設定した浸漬期間内では大きな変化はみられなかった． 

各浸漬期間における破壊前後の垂直バネの応力分布・ひび割れ性状を，図－6.23 および

図－6.24 に示す．イオン交換水の場合と同様に，浸漬期間の増加に伴って変質領域が拡大

することで，応力負担が比較的小さい領域が内部方向に進展し，加えて，圧縮強度時の応

力分布とひび割れ図からは浸漬期間が最大 10 年の範囲では大きな変化はみられなかった． 

 

(a) 圧縮強度       (b) 弾性係数       (c) ポアソン比 

図－6.22 圧縮試験体の力学性能の解析値と実験値の対応（NaCl溶液） 
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図－6.23 破壊前後の垂直バネの応力分布・ひび割れ性状（NaCl溶液-単一材料モデル） 

 

 

図－6.24 破壊前後の垂直バネの応力分布・ひび割れ性状（NaCl溶液-複合材料モデル） 

 

6.4.1.2 Ca溶脱により劣化した曲げ試験体による連成解析システムの適用 

Ca 溶脱により劣化した曲げ試験体の力学性能予測結果を行った．外部溶液との接触面は
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支点部の面のみとし，実験に用いたイオン交換水とNaCl溶液を模擬した境界条件において，

連成解析システムによる力学性能予測を行った．なお，前述のとおり，曲げ試験体を対象

とした解析値においては，劣化領域が 2次元的に進展することから，2次元解析である本連

成解析システムによる解析値と実験値との対応を評価した. 

A) Ca溶脱予測解析による曲げ試験体の物理化学的性質の予測 

曲げ試験体を対象として，単一材料モデルおよび複合材料モデルによる外部溶液をイオ

ン交換水およびNaCl溶液とした場合の各浸漬期間の物理化学的性質の断面の分布性状を図

－6.25 および図－6.26 に示す．これをみると，イオン交換水の場合（図－6.25），単一材

料モデルではその変質領域はおよそ 7.2mm程度，複合材料モデルでは 6.5mm程度であった．

また，NaCl溶液の場合（図－6.26）では，単一材料モデルによる変質領域は表面から 10mm

程度，複合材料モデルでは 8.4mm程度であった．写真－6.1で示した NaCl溶液に浸漬した

場合の曲げ試験体にみられた若干白く変色した領域との対応（変質領域は，浸漬 360 日で

は 5.1mm程度，浸漬 540日では 5.8mm程度）を検討すると，単一材料モデルと複合材料モ

デルのいずれの場合においても，解析結果は実現象より Ca溶脱による影響を過大に評価し

ていることがわかる．これは，M1.7 試験体を対象とした Ca 溶脱予測解析では水和物の減

尐が実験より早いことと一致する．今後，水和反応モデルを導入することで，より実現象

に近づくものと考えられる． 

 

 

図－6.25 物理化学的性質の分布性状の経時変化（曲げ試験体－イオン交換水） 
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図－6.26 物理化学的性質の分布性状の経時変化（曲げ試験体－NaCl溶液） 

 

B) RBSMによる Ca溶脱により劣化した曲げ試験体の力学性能予測 

曲げ試験体を対象とした Ca溶脱予測解析から得られた物理化学的性質の分布から，本連

成解析システムを用いて，荷重変位曲線，曲げ強度，弾性係数の経時変化（図－6.27，図

－6.28，図－6.30，図－6.31）と各浸漬期間における破壊前後の垂直バネの応力分布・ひ

び割れ性状（図－6.29，図－6.32）によって解析値と実験値との比較を行った． 

まず，外部溶液をイオン交換水とした場合の単一材料モデルの曲げ強度の経時変化（図

－6.30(a)）によると，浸漬前の値で解析値は実験値の 75%程度であり，浸漬期間が増加し

ても曲げ強度に大きな変化はみられなかった．このような傾向は弾性係数の経時変化（図

－6.30(b)）においても確認できる．複合材料モデルの場合では，単一材料モデルの場合よ

り，曲げ強度は若干高く実験値の 85%程度であった．弾性係数の経時変化も同様に，単一

材料モデルより若干高い傾向を示した．このような単一材料モデルと複合材料モデルの差

異は，骨材の弾性係数がモルタル要素のそれと比して高く仮定したことに起因するものと

推察される． 

次に，各浸漬期間における破壊前後の垂直バネの応力分布・ひび割れ性状（図－6.29）

について考察を進める．単一材料モデルと複合材料モデルのいずれの場合においても，Ca

溶脱による劣化の影響により破壊性状が変化するといったことはみられなかった．ここで，

ひび割れ後の応力分布をみると，複合材料モデルの方が応力が生じている領域が大きく，
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この傾向はひび割れ図においても明確に現れている．したがって，曲げ試験では，ひび割

れ後のポストピーク挙動に骨材の影響が明確に現れたものと考えられる．すなわち，複合

材料モデルではひび割れが骨材を迂回して進展することでより大きい領域において応力が

生じる．解析値の荷重－変位関係（図－6.27）をみると，この影響を受けて軟化勾配が緩

やかであることが確認できる． 

他方で，外部溶液が NaCl 溶液の場合の荷重変位関係，曲げ強度，弾性係数の経時変化お

よび各浸漬期間における破壊前後の垂直バネの応力分布・ひび割れ性状（図－6.30，図－

6.31，図－6.32）をみると，変質領域は 2～3mm 程度内部方向に進展しているものの，外

部溶液をイオン交換水とした場合のいずれの力学的性質と概ね同様であった． 

 

 

(a) 浸漬 0日       (b) 浸漬 360日      (c)浸漬 540日 

図－6.27 曲げ試験体の荷重変位関係の解析値と実験値の対応（イオン交換水） 

 

    

(a) 曲げ強度             (b) 弾性係数 

図－6.28 曲げ試験体の力学的性質の解析値と実験値の対応（イオン交換水） 
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(a) 単一材料モデル 

 
(b) 複合材料モデル 

図－6.29 破壊前後の垂直バネの応力分布・ひび割れ性状（イオン交換水） 

 

 
(a) 浸漬 0日       (b) 浸漬 360日      (c)浸漬 540日 

図－6.30 曲げ試験体の荷重変位関係の解析値と実験値の対応（NaCl溶液） 
 

       
(a) 曲げ強度              (b) 弾性係数 

図－6.31 曲げ試験体の力学的性質の解析値と実験値の対応（NaCl溶液） 
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(a) 単一材料モデル 

 
(b) 複合材料モデル 

図－6.32 破壊前後の垂直バネの応力分布・ひび割れ性状（NaCl溶液） 

 

6.4.2 硫酸により劣化したモルタルを対象とした連成解析システムの適用 

硫酸による劣化した圧縮試験体と曲げ試験体を対象とした本連成解析システムによる力

学性能予測を行った．なお，硫酸による劣化に関しては解析対象を単一材料モデルによっ

てのみモデル化を図った．また，硫酸による劣化を対象とした場合においても，圧縮試験

体においては，解析上で設定した浸漬期間を 0，60，180日，1，3，5，7年とし，実験で設

けた浸漬期間を超える長期的な力学性能評価を行った． 

 

6.4.2.1 硫酸により劣化した圧縮試験体による連成解析システムの適用 

A) 硫酸による劣化予測解析による圧縮試験体の物理化学的性質の予測 

硫酸による劣化した圧縮試験体の断面の各浸漬期間における物理化学的性質（CH，C-S-H，

二水セッコウ，エトリンガイト，空隙率，pH，液相中の硫酸イオン量）の分布を図－6.33

に示す．これによると，浸漬 180日における CHの消失した領域は表面から 6.4 mm程度，

C-S-H の消失した領域は 5.3 mm程度，二水セッコウの析出領域は 9.6 mm程度であり，エト

リンガイトは表面から二水セッコウの析出領域より深い位置から 11.2 mm 程度の領域で析

出した．さらに，浸漬期間が 7年の場合では，CH，C-S-H の消失した領域はそれぞれ 45.6 mm

程度，43.6mm程度であり，二水セッコウの析出した領域は解析モデル全域となり，エトリ

ンガイトは現れない結果となった．水和物量と析出物量に応じて算出される空隙率の分布

をみると，二水セッコウ析出領域では空隙率の増加が，エトリンガイトの析出領域では空

隙率の低下が確認できる．また，pH は CH 量の関数としてモデル化したことから，CH の

消失した領域では外部溶液と同じ値に，CHが減尐していない領域では pHは 12.5 となって
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おり，pHの分布が算出できていることがわかる．また，液相中の硫酸イオン濃度の分布は，

表面からその浸透が確認でき，水和物の減尐が生じている領域まで進展した． 

 

 

図－6.33 物理化学的性質の分布性状の経時変化（圧縮試験体－硫酸溶液） 

 

ここで，下水道処理施設におけるコンクリートの浸食深さの予測式[6-2]を用いて，解析値

の変質領域の経時変化を検証した．硫酸による劣化を対象とした浸食深さと時間の関係を

予測する手法は種々あるが，その関係は√t則や線形式が提案されている．前者は，劣化領

域が脱離せずに拡散律速となる場合，後者は流水などの作用により劣化領域が残らない場



第 6章 化学的劣化により劣化したモルタルによる準微視的化学－力学連成解析システムの適用 

                                          

 126 

合に用いられる．そこで，本実験条件を考慮して，√t則により硫酸イオンの浸透深さを予

測する以下の式を用いることとした．なお，この予測式の適用範囲は pH=1～3程度であり，

本実験で使用した硫酸溶液（pH=5程度）は適用の範囲外ではあるが，それを踏まえた上で

解析値と予測値の検証を行うものとする． 

 

tby             (6.2) 

 

ここで，y：硫酸イオンの浸透深さ（mm），b：硫酸イオンの浸透速度係数（=20.9 mm/√年），

t：時間である． 

硫酸による劣化に伴う変質領域の解析値と予測値の経時変化を図－6.34 に示す．解析値

の変質領域は予測式と同様の傾向を有していることが確認できる．予測式では，劣化領域

の脱離を考慮せずに拡散律速となる場合の硫酸イオンの浸透深さの推移を示すことから，

本解析においても析出物の生成に伴う硫酸イオンの拡散が律速状態となることが表現され

ているものと判断できる． 

 

 

図－6.34 硫酸による劣化に伴う変質領域の解析値と予測値の対応 

 

B) RBSMによる硫酸により劣化した圧縮試験体の力学性能予測 

図－6.33 に示す物理化学的性質の分布の情報から RBSM による力学性能予測を行った．

なお，Ca 溶脱を対象とした圧縮試験体による力学性能予測と同様に，本連成解析システム

は 2 次元解析であるため，圧縮強度，弾性係数，ポアソン比をそれぞれ初期の値で除して

正規化した値の経時変化によって，力学性能の経時変化を評価した（図－6.35参照）．なお，

参考までに，実験値の圧縮強度，弾性係数，ポアソン比をそれぞれ初期の値で除して正規

化した値を図中に記載することとする．また，各浸漬期間における破壊前後の垂直バネの

応力分布・ひび割れ性状を図－6.36に示す． 

圧縮強度の経時変化（図－6.34(a)）によると，経時的に低下することが確認でき，浸漬

7 年後では初期値と比較して 4%程度まで低下した．弾性係数の経時変化（図－6.35(b)）を
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みると，圧縮強度の経時変化と同様に低下し浸漬 7年後では初期値から 3%程度まで低下し

た．また，ポアソン比の経時変化（図－6.35(c)）をみると浸漬 5年後以降において若干低

下していることが確認できる．既往の研究[6-8, 6-9]によると，低圧縮強度のコンクリートのポ

アソン比は比較的低い値（文献値[6-8]では，圧縮強度が 36 MPa以下ではポアソン比は 0.167）

を示すことが知られていることから，硫酸による劣化により大きく圧縮強度が低下した場

合においても本解析による解析値のようにポアソン比が低下する可能性がある． 

また，図－6.36 をみると，浸漬後の破壊性状は浸漬前のそれと比較して明らかに異なる

ことが確認できる．具体的には，浸漬前の破壊性状は断面全体にひび割れが生じているが，

一方で，硫酸による劣化による変質領域が存在する場合では，浸漬期間の増加に伴って減

尐する内部の未変質領域においてひび割れが生じていることがわかる．すなわち，力学的

性質が大きく低下した変質領域は力学的に寄与していないということが確認できる． 

 

 
(a) 圧縮強度       (b) 弾性係数       (c) ポアソン比 

図－6.35 圧縮試験体の力学性能の解析値と実験値の対応（硫酸溶液） 

 

図－6.36 破壊前後の変形図・垂直バネの応力分布・ひび割れ性状（硫酸溶液） 

 

6.4.2.2 硫酸により劣化した曲げ試験体による連成解析システムの適用 

A) 硫酸による劣化予測解析による曲げ試験体の物理化学的性質の予測 

硫酸による劣化した曲げ試験用角柱試験体の断面の各浸漬期間における物理化学的性質

（CH，C-S-H，二水セッコウ，エトリンガイト，空隙率，pH，液相中の硫酸イオン量）の
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分布を図－6.37に示す． 

これによると，硫酸により変質した領域は，圧縮試験体の場合と同様の物理化学的性質

の分布性状であることが確認できた．すなわち，浸漬 180日における CH の消失した領域は

表面から 6.3 mm程度，C-S-H の消失した領域は 4.8 mm程度，二水セッコウの析出領域は

9.0 mm程度であり，エトリンガイトは表面から二水セッコウの析出領域より深い位置から

9.8 mm程度の領域で析出した．これらの水和物および析出物に伴って，空隙率の増減が表

現されていることが確認できる． 

 

 
図－6.37 物理化学的性質の分布性状の経時変化（曲げ試験体－硫酸溶液） 

 

B) RBSMによる硫酸により劣化した曲げ試験体の力学性能予測 

これらの物理化学的性質の分布の情報から RBSM によって計算した荷重変位曲線，圧縮

強度，弾性係数の経時変化を図－6.38および図－6.39に，各浸漬期間における破壊前後の

応力分布とひび割れ性状を図－6.40に示す．なお，5.2.2.2において浸漬 60 日の M1.7 試

験体の曲げ試験を RBSMで再現した際に支点と載荷点を再設定した場合と同様に，浸漬 180

日においても表層の水和物が消失した領域が存在するため，支点部直上および載荷点直下

の水和物が存在する要素の境界面に載荷板と支持板を再設定して 3点曲げ試験を再現した． 

セミマクロ試験体による実験では，浸漬 60日において曲げ強度の増加が確認され，本研

究ではこれを外部溶液中の pH が試験体近傍とそれ以外では異なるため，エトリンガイトの

析出が多いことで緻密化したためであると推察した．本連成解析システムでは，このよう

な外部溶液中の変化を考慮していないため，実験でみられた力学特性の推移を表現するこ

とはできない．今後，本論文において提案した析出物－力学モデルを基に，硫酸イオン濃

度や pHを変化させた様々な実験変数を設けて，提案モデルならびに硫酸による劣化予測解

析の適用範囲の拡張を図る必要がある． 
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(a) 浸漬 0日       (b) 浸漬 60日       (c)浸漬 180日 

図－6.38 曲げ試験体の荷重変位関係の解析値と実験値の対応（硫酸溶液） 

 

   
(a) 曲げ強度              (b) 弾性係数 

図－6.39 曲げ試験体の力学性能の解析値と実験値の対応（硫酸溶液） 

 

 
図－6.40 破壊前後の垂直バネの応力分布・ひび割れ性状（硫酸溶液） 
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6.5 まとめ 

 

セミマクロ試験体によるイオン交換水，NaCl 溶液，硫酸溶液を用いた浸漬実験および各

種力学試験を対象とし，Ca 溶脱劣化予測解析および硫酸による劣化予測解析と RBSM とを

連成した化学‐力学連成解析システムによる力学性能予測を行ったところ，以下の知見が

得られた． 

【Ca溶脱により劣化したモルタルの力学性能予測のまとめ】 

 M1.7試験体の解析結果と同様に，セミマクロ試験体のように供試体寸法が大きいと Ca

溶脱による水和物の減尐速度より未水和セメントの水和による水和物の増加速度の方

が上回り，物理化学的性質の経時変化を予測する精度が低下した．現段階では，セメ

ント水和物の水和を考慮していないことから，RBSM によって力学性能を精度よく評

価することはできなかった． 

 また，解析対象を単一材料モデルおよび複合材料モデルによって構築することで，適

切なマルチスケールモデルリングの第一歩となる試みを行った．複合材料モデルのよ

うに骨材と骨材界面の領域を直接モデル化することで，スケールと材料が異なったと

しても空隙率や水和物量といった物理化学的性質の情報を基に，力学性能の予測が可

能であることを確認した． 

 以上のことから，経時的な水和反応を考慮する必要性があるが，Ca 溶脱を対象とした

化学‐力学連成解析システムによって，Ca 溶脱により劣化したモルタルの力学性能予

測が可能な解析手法を構築することができた． 

【硫酸により劣化したモルタルの力学性能予測のまとめ】 

 圧縮試験体を対象とした本連成解析システムを用いて力学性能予測を行ったところ，

硫酸による劣化によって変化する力学性能を再現可能であることが確認された．しか

しながら，曲げ試験体による実験では，劣化性状が異なったことからその再現性は低

いものであった． 

 以上のことから，硫酸による劣化を対象とした化学‐力学連成解析システムによって，

本実験条件における硫酸により劣化したモルタルの力学性能を予測することができる

ことが確認された． 
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7.1 Ca溶脱 

 

Ca 溶脱を対象とした物理化学的性質を考慮可能な力学モデルの構築を目的とした M1.0

試験体および M1.7 試験体を用いた実験的検討と，Ca 溶脱劣化予測解析と RBSM とを連成

した準微視的化学－力学連成解析システムによる解析的検討により得られた知見を下記に

述べる． 

 

7.1.1 メゾレベルの試験体による実験的検討 

3mm 厚および 5mm 厚のモルタルの M1.0 試験体および M1.7 試験体を，イオン交換水お

よび NaCl溶液に浸漬し，浸漬後の試験体の物理化学的性質と力学的性質を同定したところ

以下の知見が得られた． 

【M1.0試験体】 

 イオン交換水による浸漬実験では，経時的に CH 量と C-S-H 量が減尐し，それに伴っ

て空隙率が増加した．EPMA による試験体断面の成分分析を行ったところ，浸漬面と

なる試験体表面からの Ca，Siの溶出が確認された．この物理化学的性質（CH，C-S-H，

空隙率）の変化に伴って，力学的性質（弾性係数，引張強度，破壊エネルギー，せん

断強度）は経時的に減尐した．これらの物理化学的性質と力学的性質の関連性を評価

したところ，いずれの物理化学的性質においても力学的性質との強い関連性がうかが

えた．特筆すべき点として，CH および C-S-H の減尐に伴う力学的性質の変化の挙動は

異なった．すなわち，CH の減尐による力学的性質への影響は，弾性係数，引張強度，

破壊エネルギー，せん断強度の順に小さくなり，これに反比例する形で C-S-H のそれ

は弾性係数，引張強度，破壊エネルギー，せん断強度の順に大きくなった． 

 NaCl 溶液による浸漬実験では，イオン交換水に浸漬した場合の物理化学的性質と力学
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的性質の推移と同様の傾向を有しており，水和物量の減尐速度ならびに空隙率の増加

速度は比較的大きかった．これに伴って，力学的性質の経時変化においてもイオン交

換水に浸漬した場合よりその低下傾向は大きかった．このように，物理化学的性質と

力学的性質の減尐，もしくは，低下傾向は比較的早かったものの，その関連性は同様

の傾向であった． 

 イオン交換水および NaCl 溶液に浸漬した M1.0 試験体の力学的性質の関係を評価した

ところ，いずれの溶液に浸漬した M1.0試験体の fb/ftと h/lchの関係は，浸漬期間の増加

に伴って h/lchが大きくなり fb/ftが低下していることが確認できた．既往の知見により，

hが大きくなると曲げ強度が引張強度に漸近すること，また，lchが小さいほどより脆性

的な破壊を示すことが知られている．Ca 溶脱による劣化では h は変化しなかったこと

から，h/lchが大きくなることは lchが小さくなることに起因するものである．すなわち，

Ca溶脱の影響を受けてより脆性材料に変質したものと考えられる． 

【M1.7試験体】 

 イオン交換水による浸漬実験では，M1.0 試験体と比較して，概ね同様の推移を示した

が，C-S-H は浸漬 360 日において増加することが確認された．これは，Ca 溶脱による

C-S-H の減尐速度が，未水和セメントの水和による C-S-H の増加速度を上回ったものと

推察する．このような物理化学的性質の推移に伴って，引張強度，破壊エネルギー，

せん断強度は浸漬 180 日まで低下し，浸漬 360 日では増加した．弾性係数は，浸漬期

間を通して増減するといった挙動を示し，これに関する妥当な見解を示すには至らな

かった．物理化学的性質と力学的性質の関連性を評価したところ，弾性係数を除く力

学的性質と CH量，C-S-H 量，空隙率はいずれも非常に高い関連性を有していた．この

傾向は，M1.0試験体のそれと一致する傾向であった． 

 NaCl 溶液による浸漬実験では，経時的に CH および C-S-H は減尐した．力学的性質の

推移をみると，浸漬 180日までいずれも低下するが，それ以降は増加する傾向にあり，

この傾向は弾性係数が非常に顕著であった．物理化学的性質と力学的性質の関連性を

みると，イオン交換水に浸漬した場合と同様に，弾性係数を除く力学的性質は非常に

高い関連性を有していることが確認された． 

 イオン交換水および NaCl 溶液に浸漬した M1.7 試験体の力学的性質の関係を評価した

ところ，M1.0 試験体の場合と比較して，h/lch は大きく fb/ft は小さくなり，既往の推定

式と同程度であることがわかった．M1.0 試験体の場合においても同様の傾向が確認で

きたことから，本実験のように厚さが 3，5mm と比較的薄い断面を有する試験体にお

いても，fb/ftと h/lchの強い関係があることがわかった． 

 

7.1.2 物理化学的性質を考慮した力学モデル 

イオン交換水を用いたCa溶脱に関する実験的研究により得られた物理化学的性質と力学

的性質の関係から，強度と空隙の関係に基づいた水和物－力学モデルおよび空隙－力学モ
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デルを M1.0 試験体および M1.7 試験体のそれぞれにおいて構築した．いずれの力学モデル

においても，イオン交換水ならびに NaCl溶液に浸漬した場合の実験結果との再現性が確認

できた． 

 

7.1.3 Ca溶脱により劣化したモルタルの連成解析システムの検証 

M1.0 試験体および M1.7 試験体およびセミマクロ試験体によるイオン交換水および NaCl

溶液を用いた浸漬実験および各種力学試験を対象とし，Ca溶脱劣化予測解析と RBSMとを

連成した化学‐力学連成解析システムによる力学性能予測を行った． 

 M1.0 試験体のように供試体寸法が小さいと Ca 溶脱予測解析によって CH 量と C-S-H

量の予測は精度のよいもであったが，M1.7 試験体およびセミマクロ試験体のように供

試体寸法が大きいとCa溶脱による水和物の減尐速度より未水和セメントの水和による

水和物の増加速度の方が上回り，物理化学的性質の経時変化を予測する精度が低下し

た．現段階では，セメント水和物の水和を考慮していないことから，RBSM によって

力学性能を精度よく評価することはできなかった． 

 解析対象を単一材料モデルおよび複合材料モデルによって構築することで，適切なマ

ルチスケールモデルリングの第一歩となる試みを行った．複合材料モデルのように骨

材と骨材界面の領域を直接モデル化することで，スケールと材料が異なったとしても

空隙率や水和物量といった物理化学的性質の情報を基に，力学性能の予測が可能であ

ることを確認した． 

 以上のことから，経時的な水和反応を考慮する必要性があるが，Ca 溶脱を対象とした

準微視的化学‐力学連成解析システムによって，Ca 溶脱により劣化したモルタルの力

学性能予測が可能な解析手法を構築することができた． 

 

7.2 硫酸による劣化 

 

硫酸による劣化を対象とした物理化学的性質を考慮可能な力学モデルの構築を目的とし

たM1.0試験体およびM1.7試験体を用いた実験的検討と，硫酸による劣化予測解析とRBSM

とを連成した化学－力学連成解析システムによる解析的検討により得られた知見を下記に

述べる． 

 

7.2.1 メゾレベルの試験体による実験的検討 

3mm 厚および 5mm 厚のモルタルの M1.0 試験体および M1.7 試験体を，硫酸イオン濃度

2500mg/L の硫酸溶液にに浸漬し，浸漬後の試験体の物理化学的性質と力学的性質を同定し

たところ以下の知見が得られた． 

【M1.0試験体】 
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 浸漬終了後の試験体の劣化性状を確認したところ，試験体表面において硫酸による劣

化の分布性状が異なる結果となった．本研究では，試験体の物理化学的性質と力学的

性質とを同一領域において平均化し，その関連性から力学モデルを構築することを考

えているため，硫酸による劣化を対象としたM1.0試験体による実験では，その劣化性

状を平均化することができなかった． 

【M1.7試験体】 

 M1.0 試験体とは異なり M1.7 試験体を用いた場合では，物理化学的性質と力学的性質

とを平均化可能な硫酸による劣化の分布性状を得た．すなわち，浸漬期間に伴って試

験体表面の白色化ならびに断面減尐が進行し，CH 量と C-S-H 量は経時的に減尐した．

XRD による結果から浸漬 30 日の時点では，エトリンガイトと二水セッコウの析出が，

浸漬 60日では二水セッコウのみの析出が確認された．これに伴って，試験体の空隙率

は浸漬 30日まで低下し，それ以降は浸漬前より増加した． 

 このような物理化学的性質の変化に伴って，弾性係数，引張強度，破壊エネルギー，

せん断強度はそれぞれ異なる挙動を示した．弾性係数と引張強度は CH減尐量との関連

性が高いことが確認された．一方で，破壊エネルギーとせん断強度は空隙率との関連

性が高く，これは析出物の影響を反映したものと推察される．すなわち，破壊エネル

ギーとせん断強度は本実験において主に析出した二水セッコウの有する高い伸び能力

の影響を受ける可能性がある． 

 硫酸により劣化した M1.7 試験体の各力学的性質の関係を評価したところ，浸漬 15 日

では浸漬前より h/lchは大きく fb/ftは小さくなるが，それ以降は徐々に h/lchは小さく fb/ft

は大きくなることが確認できた．これは，弾性係数および引張強度は浸漬期間を通し

て一貫して低下するが，破壊エネルギーは浸漬 30日まで概ね変化なくそれ以降に低下

するというような傾向を反映したものである．さらに，硫酸による劣化においては断

面が減尐したことも踏まえると，力学的性質の変化に加えて，断面の減尐により h が

減尐することで h/lchが小さくなったものと考えられる．Ca 溶脱の場合をふまえると，

Ca 溶脱および硫酸による劣化によってセメント組織が変質したとしても，fb/ft と h/lch

の関係は既往の推定式と概ね同様の関連性を有して推移することがわかった． 

 

7.2.2 物理化学的性質を考慮した力学モデル 

硫酸による劣化に関する実験的研究により得られた物理化学的性質と力学的性質の関係

から，強度と空隙の関係と析出物の生成による損傷度の概念に基づいた析出物－力学モデ

ルを構築した．析出物の生成に伴う緻密化と膨張ひび割れの発生を考慮可能な本力学モデ

ルによって，硫酸による劣化を対象とした本実験結果を精度よく再現可能であることを確

認した． 
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7.2.3 硫酸により劣化したモルタルの連成解析システムの検証 

M1.7 試験体およびセミマクロ試験体による硫酸溶液を用いた浸漬実験および各種力学試

験を対象とし，硫酸による劣化予測解析と RBSM とを連成した化学‐力学連成解析システ

ムによる力学性能予測を行った． 

 硫酸による劣化予測解析によって，試験体断面の CH 量，C-S-H 量，エトリンガイト析

出量，二水セッコウ析出量，硫酸イオン量，pH の経時変化を算出することができ，実

験結果とのある程度の再現性を確認することができた．硫酸による劣化予測解析から

得られた物理化学的性質の分布から RBSMによる力学性能予測を試みたところ， M1.7

試験体による曲げ試験およびセミマクロ試験体の圧縮試験体による圧縮試験結果を再

現することが確認された．しかしながら，セミマクロ試験体の曲げ試験体による実験

では，劣化性状が異なったことからその再現性は低いものであった． 

 以上のことから，硫酸による劣化を対象とした化学‐力学連成解析システムによって，

本実験条件における硫酸により劣化したモルタルの力学性能を予測することができる

ことが確認された． 

 

7.3 今後の課題と展望 

 

7.3.1 Ca溶脱における今後の課題と展望 

Ca 溶脱に関する化学‐力学連成解析システムによるモルタルの力学性能予測に関して，

課題と今後の展望を整理する． 

 本実験結果から，CH および C-S-H が有する各力学的性質への寄与度は異なることが明

らかにされた．しかしながら，これは定性的な評価にとどまり，CHおよび C-S-H が具

体的にどのように各力学的性質に関与しているのかは判断することができなかった．

今後，様々な水和物の有する力学的性質を定量的に解明することで，水和による強度

発現から劣化による力学的性質の変化を説明することができるものと考える． 

 本実験において未水和セメントの水和により力学的性質が増進することが確認された．

しかしながら，水和反応モデルを導入するに至っていない本連成解析システムでは，

このような現象を再現することはできない．超長期的な力学性能の予測が望まれる Ca

溶脱に関して，水和反応と Ca溶脱を同時に考慮可能な解析システムの導入を念頭に入

れた解析システムの再構築を行う必要がある． 

 実現象の Ca 溶脱による劣化は三次元的に分布することから，本連成解析システムを 3

次元に拡張する必要がある． 

 

7.3.2 硫酸による劣化における今後の課題と展望 

硫酸による劣化に関する準微視的化学‐力学連成解析システムによるモルタルの力学性
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能予測に関して，課題と今後の展望を整理する． 

 本実験ならびに既往の研究により，硫酸による劣化は例えば W/C が異なるとその劣化

性状が大きく異なる．これは，セメント水和物との反応により生成する析出物の種類

と生成量，さらには，析出物が生成する空間的な情報に起因すると考えられる．加え

て，pH や温度などの環境条件によっても大きくその劣化性状が異なる．しかしながら，

本連成解析システムによって再現できる領域は限定的なものに留まる．今後，多種に

わたる材料と環境条件を再現できるような硫酸による劣化予測解析に発展させるとと

もに，エトリンガイトや二水セッコウなどの析出物の力学的性質もしくは析出圧を解

明することで，硫酸により劣化したセメント系材料の力学性能予測の適用領域を拡張

することを考えている． 

 本連成解析システムでは，硫酸による劣化の特徴である経時的な断面損失を再現する

ことはできていない．硫酸が存在する環境にあるコンクリート構造物の適切な劣化予

測を実現するには，経時的な断面損失に連動して境界条件も変化するような概念を導

入する必要がある． 

 実現象の硫酸による劣化は 3 次元的に分布することから，本連成解析システムを 3 次

元に拡張する必要がある． 

 

7.3.3 化学的劣化に関するマルチスケールモデリングの適用の展望 

本研究では，化学的劣化が危惧されるコンクリート構造物の構造性能評価を適切に実現

するには，メゾレベルの概念を導入する必要があることを根幹としている．その一つのア

プローチとして，物理化学的性質と力学的性質とを平均化可能なメゾレベルの最小領域を

設定して，ミクロレベル（材料）からマクロレベル（構造）までの事象を再現可能な化学

‐力学連成解析システムの構築を試みた．これは，Ca 溶脱，硫酸による劣化，細かく分類

される硫酸塩劣化が作用する構造物の力学性能の統一的な評価・予測に資するものと考え

ている． 

現段階では，環境条件と材料条件に制約があると言わざるを得ないが，今後，様々な条

件下における化学的劣化によるセメント系材料の力学性能予測を可能にする試みを行う予

定である． 
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1. 記号の定義 

 

Alig：リガメント断面積（mm
2） 

a：イオンサイズパラメータ（m） 

b：幅（mm） 

CaL0：液相中に溶出可能な Caイオン量（mol/L） 

CaL0’：塩化物イオンによる影響を反映した液相中に溶出可能な Caイオン量（mol/L） 

CaL1：固相中の Ca量が消失するときの液相中の Caイオン量（mol/L） 

Caout：外部溶液中の Caイオン量（mol/L） 

CaS0：固相中に存在する Ca量の初期値（mol/L） 

CaS1：C-S-H 中の Ca量の初期値（mol/L） 

Cato：解析モデル全体の液相中の Caイオン量の平均値（mol/L） 

CH：モルタル中の CH 量（g/g） 

CH0：浸漬前の試験体中の CH量（g/g） 

CHin：境界要素の CH 量（g/g） 

CHM1.0：M1.0試験体の CH 量（g/g） 

CHp：セメントペースト中の CH 量（g/mL） 

CHp0：セメントペースト中の初期の CH量（g/ mL） 

CHTH：空隙率が膨張ひび割れ発生の閾値の時（初期空隙率の 0.75倍）の CH 量（g/g） 

CHto：解析対象の M1.7試験体の CH量（g/g） 

CSH：モルタル中の C-S-H 量（g/g） 

CSH0：浸漬前の試験体中の C-S-H 量（g/g） 

CSHin：境界要素の C-S-H 量（g/g） 

CSHM1.0：M1.0試験体の C-S-H 量（g/g） 

CSHp：セメントペースト中の C-S-H 量（g/ mL） 

CSHp0：セメントペースト中の初期の C-S-H 量（g/cc） 

CSHTH：空隙率が膨張ひび割れ発生の閾値の時（初期空隙率の 0.75倍）の CSH（g/g） 

CSHto：解析対象のM1.7試験体の C-S-H 量（g/g） 

⊿CH：モルタル中の CHの減少量（g/g） 

⊿CSH：試験体中の C-S-H の減少量（g/g） 

Cl
-：液相中に存在する塩化物イオン量（mol/L） 

Cliq：液相中の硫酸イオン濃度（mol/L） 

Cliqi： 液相中の i番目のイオン量（mol/L） 

Csol： 固相中の Ca量（mol/L） 

Cssol：固相中の硫酸イオン濃度（mol/L） 

c：粘着力（MPa） 
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D：硫酸イオンの拡散係数（mm
2
/sec） 

D0：硫酸イオンの基本拡散係数（mm
2
/sec） 

D
0

j：j番目のイオンの基本拡散係数（mm
2
/sec） 

Dij
eff

 : j番目のイオンの影響を受ける i番目のイオンの実効拡散係数（mm
2
/sec） 

Dij ：j番目のイオンの影響を受ける i番目のイオンの拡散係数（mm
2
/sec） 

dE：弾性係数における緻密化過程の実験定数 

dft：引張強度における緻密化過程の実験定数） 

dGf：破壊エネルギーにおける緻密化過程の実験定数 

dτmax：せん断強度における緻密化過程の実験定数 

E：弾性係数（MPa） 

E0：浸漬前の弾性係数（MPa） 

Eagg：骨材の弾性係数（MPa） 

Eele：メソスケールの弾性係数（MPa） 

e：電気素量（C） 

F：ファラデー定数（C/mol） 

fc
’：圧縮強度（MPa） 

f(p)：空隙構造関数 

ft：引張強度（MPa） 

ft0：浸漬前の引張強度（MPa） 

ftagg：骨材の引張強度（MPa） 

ftele：メソスケールの引張強度（MPa） 

Gf：破壊エネルギー（N/mm） 

Gf0：浸漬前の破壊エネルギー（N/mm） 

Gfagg：骨材の破壊エネルギー（N/mm） 

Gfele：メソスケールの破壊エネルギー（N/mm） 

H(x)：Heaviside 関数（x>0のとき 1，その他は 0となる関数） 

h：厚さ（mm） 

I：イオン強度 

KCH：CH と硫酸イオンの反応速度定数（cm
3
/g/sec） 

KCSH：C-S-H と硫酸イオンの反応速度定数（cm
3
/g/sec） 

Ksp：CH の溶解度（mol
3
/L

3） 

Kspcl：塩化物イオン量に応じた CHの溶解度（mol
3
/L

3） 

k：ボルツマン定数（J/K） 

kE：イオン交換水に浸漬したモルタルの弾性係数の空隙－力学モデルの実験定数 

kft：イオン交換水に浸漬したモルタルの引張強度の空隙－力学モデルの実験定数 

kGf：イオン交換水に浸漬したモルタルの破壊エネルギーの空隙－力学モデルの実験定数 
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kτmax：イオン交換水に浸漬したモルタルのせん断強度の空隙－力学モデルの実験定数 

※ 各実験定数の添え字の後に，M1.0もしくは M1.7がついた場合は，M1.0試験体もし

くはM1.7試験体における実験定数である． 

kn：垂直バネのバネ定数（MPa） 

ks：せん断バネのバネ定数（MPa） 

L：スパン長（mm） 

Ls：試験体の全長（mm） 

m1：試験体の自重（g） 

m2：試験体に載っている治具の質量（30 g） 

N：重力加速度（m/s
2） 

n：イオン種類の総数 

P：荷重（N） 

P1/3：最大荷重の 3分の 1の荷重（N） 

Pvol：セメントペーストへの換算定数（=0.43） 

p：モルタル中の空隙率（mL / mL） 

p0：浸漬前のモルタル中の空隙率（mL / mL） 

pin：境界要素の空隙率（mL / mL） 

pM1.0：M1.0試験体の空隙率（mL / mL） 

pp：セメントペースト中の空隙率（mL / mL） 

pp0：セメントペースト中の初期の空隙率（mL / mL） 

ppcal：セメントペースト中の空隙率の算出値（mL / mL） 

pto：解析対象のM1.7 試験体の空隙率（mL / mL） 

⊿p：モルタル中の空隙率の増加量（mL / mL） 

pH：細孔溶液の pH  

pHin：未劣化部のモルタルの pH 

pHout：外部溶液の pH 

T：絶対温度（K） 

Td：溶液交換日数（日） 

Tdeq：外部溶液と細孔溶液中の Caイオンが平衡状態に至る日数（日） 

VCH：CH 減少量に伴う固体体積減少量（cm
3
/cm

3） 

VCSH：C-S-H 減少量に伴う固体体積減少量（cm
3
/cm

3） 

VETT：エトリンガイトの析出に伴う固体体積増加量（cm
3
/cm

3） 

VGyp：二水セッコウの析出に伴う固体体積増加量（cm
3
/cm

3） 

Vin：境界要素の体積（mL） 

VM1.0：M1.0試験体のモルタル要素の体積（mL） 

Vto：解析対象全体の体積（M1.7試験体の体積）（mL） 
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W0：荷重変位曲線下の面積（N/mm） 

W1：供試体の自重および試験機の治具がなす仕事（N/mm） 

w：ひび割れ幅（mm） 

wc：最大ひび割れ幅（mm） 

Z：イオン価数 

zj：j番目のイオンの価数 

αE：CHの減少に伴う弾性係数の低下を考慮するための実験定数 

αft：CH の減少に伴う引張強度の低下を考慮するための実験定数 

αGf：CH の減少に伴う破壊エネルギーの低下を考慮するための実験定数 

ατmax：CHの減少に伴うせん断強度の低下を考慮するための実験定数 

βE：C-S-H の減少に伴う弾性係数の低下を考慮するための実験定数 

βft：C-S-H の減少に伴う引張強度の低下を考慮するための実験定数 

βGf：C-S-H の減少に伴う破壊エネルギーの低下を考慮するための実験定数 

βτmax：C-S-H の減少に伴うせん断強度の低下を考慮するための実験定数 

※ 各実験定数の添え字の後に，M1.0もしくは M1.7がついた場合は，M1.0試験体もし

くはM1.7試験体における実験定数である． 

γi：Debye-Huckel theoryに基づく i番目のイオンの活量係数 

δ1/3：P1/3の時の変位（mm） 

δij：Kronecker delta function（i=j のとき 1，i≠j のとき 0となる関数） 

δtu：最大荷重後の荷重が 2Nになった時の変位（mm） 

εt：引張強度時の引張ひずみ 

εtu：ひび割れ後の引張応力負担が 0の時の引張ひずみ 

λ：当量イオン電導度（Scm
2
/equiv. 25℃） 

ν：ポアソン比 

ρCH：CHの密度（g/cm
3
) 

ρCSH ：C-S-H の密度（g/cm
3） 

σb：曲げ応力（MPa） 

τ：屈曲度（=√2） 

τmax：せん断強度（MPa） 

τmax0：浸漬前のせん断強度（MPa） 

τmaxagg：骨材のせん断強度（MPa） 

τmaxele：メソスケールのせん断強度（MPa） 

Φ：内部摩擦角（degree） 

ωd：緻密化過程の挙動を表す影響度係数 

ωe：膨張ひび割れ過程の挙動を表す損傷度 
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