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§1．はじめに

一般的に土木分野で使用されているコンクリート補強
用合成短繊維は，その形状と用途から大別して 2種類あ
る（図―1）．1つは直径 0.2 mm以下で長さ 20 mm以下，
アスペクト比 80以上の細径で，主な用途はひび割れ抑制
である．もう 1つは，直径 0.6～1.0 mm程度で長さ 30～
50 mm程度，アスペクト比は 30～70程度の太径で，高
いはく落防止性能を付与することができる．これら両方
の特性を兼備した繊維として開発したのが中細径のポリ
プロピレン短繊維シムロック SXである．
シムロック SXは，過去に当社らがコンクリートのは
く落防止用途に開発した太径合成短繊維1）の技術を活か
して開発したものである．
本論では，シムロック SXの材料特性およびフレッシ
ュ性状や硬化体特性などの確認実験の結果について報告
する．なお，本製品は戸田建設㈱および宇部日東化成㈱
と共同開発した技術である．

§2．シムロック SX

2―1　繊維の形状
シムロック SXは，X字型の断面と表面への凹凸加工

により，コンクリートとの付着による引抜き抵抗性を高
めたポリプロピレン短繊維である（写真―1）．
繊維の換算直径 0.37 mm，長さ 20 mm，繊度 1,000 dtex

で，繊維にタルク（主としてマグネシウムと珪素からな 
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　シムロック SXは，コンクリートのひび割れ抑制とはく落防止の両性能を兼備した X字型断面のポリ
プロピレン短繊維である．水溶性風袋で梱包した繊維をコンクリート 1 m3当たり 455 g添加すること
で，繊維を添加していないコンクリートに比べ，ブリーディング量は約 4割減少し，収縮ひび割れの発
生量は面積比で約 60％抑制することを実験により確認した．また，かぶりコンクリートの打撃による
はく落防止効果確認試験では，JR東日本の性能基準を満足する結果を得られた．
　本論では，シムロック SXの材料特性や使用方法について述べ，さらにフレッシュ性状や硬化体特性
といった短繊維補強コンクリートとしての性能確認実験の結果について報告する． 

図―1　既存繊維とシムロック SX との形状比較

写真―1　シムロック SX
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る含水珪酸塩鉱物．滑石とも言う）を添加することで繊
維硬度を上げ， X字型断面での細径加工を可能とした．

2―2　引抜き試験結果
繊維断面の 4 本のフィン状突起部に刻印ローラーにて
施した凹凸部による引抜き抵抗性向上効果を確認した．
また繊維に添加するタルク量の選定もあわせて実施した．
試験体の寸法は L10 mm×W35 mm×H35 mmで，速

硬型普通セメントモルタルW/C＝54％を使用し，繊維を
15 mm埋め込み，材齢 7 日で引抜き試験を実施した．試
験では毎分 2.0 mmの速度で繊維を引き抜いた．

表―1と写真―2に試験結果および試験時の繊維表面
状況を示す．同表より，凹凸加工を施したことで単位付
着面積当りの引抜強度（＝最大引抜荷重／繊維付着面積）
は未成形の 3倍以上の 2.0 N/mm2となり，高い引抜き抵
抗性を発揮した．また，タルクを 3％添加することでさ
らに 10％向上することを確認した．同写真から，タルク
の添加によって繊維硬度が向上したため，繊維を引き抜
いた際のフィン部のはく離を防止できた．

2―3　使用方法
⑴　 繊維投入方法
シムロック SXはコンクリート 1 m3当りの標準添加
量が 455 gと少量で，繊維自体は水溶性風袋で梱包され
ており（写真―3），1 m3 に対して 1袋をアジテータ車ド
ラム内に作業員が直接投入し，高速攪拌にて混練する（写
真―4）．このため，専用の繊維投入機を必要としない．
⑵　水溶性風袋
繊維を梱包する水溶性風袋は，作業中に手元で袋が破
れることのない強度と，ミキサ内部での繊維分散性を阻
害しない早期溶解性が求められる．そこで，水溶性風袋
の目付量を調整し，風袋重量が 60 g/m2と 120 g/m2の 2

種類を作製し混練試験を実施した．
試験の結果，目付量 60 g/m2でも袋の耐久性や親和性
および繊維の分散性を阻害しないことを確認した（写
真―5）．なお本風袋は水質や土壌を汚染しない木材パル
プを原料としている．
⑶　混練仕様
繊維の混練仕様（ドラム回転速度，混練時間）を選定
するため，4 m3積アジテータ車を用いて繊維の洗い分析
試験と目視観察により繊維の均一分散性を確認した．
試験の結果，繊維を 1袋ずつ連続的に投入した後，高

速攪拌（推奨回転数 16 rpm以上）にて混練時間を 3分以
上確保することで繊維がムラなく分散することを確認し
た．なお，混練時間の延長は巻込みエアによる性状変化
や施工性の低下を招くため，注意を要する．

§3．性能確認実験

3―1　実験概要
シムロック SXをコンクリートに添加した時のフレッ

シュ性状や硬化体特性への影響を確認するため，配合性
状の異なる 2配合（①硬練り，②軟練り）を用いた試験
を実施した（表―2）．配合①は強制二軸型ミキサを使用
した室内試験，配合②はアジテータ車を用いた実機試験
で実施した．なお，試験では既製の連糸状細径ポリプ
ロピレン短繊維 2種類（繊維 A，B）（表―3，写真―6）
をそれぞれ標準仕様量添加した場合と比較して検討した．

表―1　引抜き試験結果

写真―2　引抜き試験時の繊維表面状況

写真―3　繊維荷姿

写真―4　繊維投入状況

写真―5　水溶性風袋の溶解状況（アジテータ車ドラム内）
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3―2　実験結果
⑴　フレッシュ性状

表―4と表―5に配合①および配合②におけるフレッ
シュ試験の結果を示す．また，図―2に繊維添加前後で
のスランプと空気量の増減量を示す．なお，図中の項目
名は（繊維呼称）_（添加量）を表している．
同図表より，スランプについて，BCと CBは配合の違

いによらず，繊維の添加によって 2～3 cm程度スランプ
ロスした．一方，SL（シムロック SX）は繊維添加によ
る影響はごく小さく，±1 cm内の変動差で良好な結果で
あった（写真―7）．通常，比較的繊度の大きい繊維は特
にスランプの小さい硬練り配合において性状に対して鋭
敏に作用するが，本試験では SL添加による大きな影響
はみられなかった．
空気量について，配合①ではすべての繊維で空気量が
低下する消泡傾向がみられた．この原因については，繊
維の形状や添加量，繊維表面の界面活性剤，混練方法な
どの種々の影響が考えられるが，本結果のみでは明確で
はない．配合②では SLは添加量 0.05および 0.10 vol.％
ともに 0.5％未満のわずかな増加であったが，CBは
1.6％増加する結果となった．
連糸状の繊維は，コンクリート添加後，繊維がセメン
トペーストと絡み合い，骨材などと擦れあいながら単糸
状にほどけていく．この時，繊維表面にペースト中の水
分や巻き込んだ空気が吸着することで，コンクリートが
もったりとした粘性の高い状態となり，結果としてスラ

ンプが大きくロスし，空気量が増大したと考える．この
傾向は添加量の多い連糸状短繊維 CBで特に顕著となっ
た．一方，SLはモノフィラメント（単繊維）つまり 1本
の糸でできていることや，CBと同じ添加量 0.1 vol.％で
も繊維本数は約 5分の 1と少ないことなどが関係し，混
練によるスランプのロスや巻き込みエアの影響が小さか
ったと推定される（写真―8）．
⑵　繊維分散性
コンクリート中での繊維分散性を目視観察により確認

表―2　コンクリート配合

表―3　PP 繊維の仕様

写真―6　試験繊維の外観

表―4　フレッシュ試験結果（配合①）

表―5　フレッシュ試験結果（配合②）

図―2　繊維添加前後でのスランプと空気量の増減

写真―7　使用繊維の違いによるスランプ性状
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した．なお SLについては，アジテータ車（4.5 m3積）を
用いた洗い分析試験による確認も配合①にて実施した．
目視観察の結果，SLと BCは配合①および②ともに繊
維の分散性に問題はなかった．一方，CBは連糸状のま
まの繊維が一部で観察された．この原因として，今回の
試験ではすべての繊維で混練時間を統一（室内：30秒，
実機：180秒）したため，混練時間の不足が考えられ，追
い練りなどが必要であったと考える．

写真―9にアジテータ車を用いた SLの洗い分析試験
状況，表―6に洗い分析試験の結果を示す．なお洗い分
析試験では，アジテータから最初に排出された部分を前
半部，約 2 m3排出された時の部分を中間部，最後の 1 m3

部分を後半部として 3箇所から各 3個の試料（ 10 cm×
H20 cm：容積約 1.6 L）を採取し，専用の洗い試験装置
にて繊維を 1回当り 3～5分程度で全量回収した．
試験の結果，前半部，中間部，後半部の値は全て設計
添加量 0.05 vol.％の 80％以上（≧0.04 vol.％）であり，3箇
所の平均値は 0.049 vol.％で設計添加量の 98％であった．
⑶　ブリーディング量
シムロック SXの添加によるブリーディング量への影
響を試験にて確認した．試験ケースは，繊維無混入の他，
繊維添加量 0.05および 0.10 vol.％を加えた 3ケースで
ある．なお，通常ブリーディング試験は室温 20±3℃の
室内環境で実施することが規定されているが，本試験で
は比較的ブリーディング量が長時間にわたって多量に発

生する冬期環境を模擬し，室温 10℃の室内で実施した．
図―3に配合②でのブリーディング試験の結果を示す．
試験の結果，試験時の室温が低いために通常よりもブ
リーディングの終結時間が 2～3時間遅延しているが，ブ
リーディング量は繊維添加量の違いによらず，繊維無混
入に対して約 40％減少した．
繊維添加によるブリーディング抑制効果について，最
近の研究2）では，ブリーディング水の上昇過程で繊維表
面の界面活性剤が水を引き込むために減少することやブ
リーディング発生速度が緩和されるなどのメカニズムが
指摘されており，本試験でも同様の効果が少なからず作
用したと考える．
 ⑷　強度特性

表―7に材齢 28日での圧縮強度および曲げ強度の試
験結果を配合ごとに示す．
同表より，圧縮強度の値について，配合①では繊維無
混入（ベース）に対して±3％範囲内にあり，繊維の種類
や添加量の違いによる圧縮強度への影響はごく小さいも
のであった．一方，配合②では SLと BCはベースを上回
る結果であったが，CBは 15％小さい結果であった．こ
の原因として，繊維添加量が多いことやコンクリート中
での繊維攪拌が不十分であったために空気量が多かった
ことなどが影響したものと推定される．次に，曲げ強度
の値について，すべての繊維でベースと同等以上の値で
あり，SLでは繊維添加量に係わらず 20％程度高い結果
であった．
⑸　収縮ひび割れ抑制効果
シムロック SXの添加による収縮ひび割れ抑制効果を
室内試験にて確認した．実験ケースは，繊維無混入の他，
繊維添加量 0.05，0.10，0.30 vol.％の 3ケースを加えた全
4ケースとした．本試験で用いたコンクリートの配合は，

写真―8　シムロックＳＸの混練状況（0.05vol.％添加）

写真―9　洗い分析試験による繊維の回収状況

表―6　洗い分析試験による推定繊維混入率（配合①）

図―3　ブリーディング試験結果（配合②）

表―7　材齢 28 日強度試験結果
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既往文献を参考に，収縮ひび割れの発生を誘因する目的
で単位水量が 200 kg/m3以上の配合を作製した（表―8）．
試験体は，縦横 914 mmの鉄板に溶接金網φ 5 mmの
150 mmメッシュを溶接し，外周をバタ角にて囲い，そ
の内側に高さ 50 mmでコンクリートを打設した．1体当
たりのコンクリート容量は約 36 Lである．試験体の暴露
環境は，室温 37±1℃，湿度約 20％であり，写真―10に
暴露状況を示す．材齢 28日でのコンクリート圧縮強度は，
繊維無混入で 55.2 N/mm2，添加量 0.05，0.10，0.30 vol.％
の時，それぞれ 54.2 N/mm2，54.1 N/mm2，52.7 N/mm2

となり，0.30 vol.％では無混入に対して 5％小さいものの，
0.10 vol.％以下では同等の結果であった．表―9に収縮ひ
び割れの試験結果を示す．
試験の結果，シムロック SXを 0.05 vol.％添加した場合，
収縮ひび割れの発生を面積比で 63％抑制した．なお，添
加量 0.10と 0.30 vol.％ではひび割れは発生しなかった．
短繊維の添加による収縮ひび割れの抑制メカニズムに
ついては未だ明らかにはなっていないが，繊維がペース
ト中の水分を捕捉してペーストの体積変化が抑制される
ことや，繊維の架橋効果などが影響しているとの指摘も
ある3）．なお，ポリプロピレン繊維は疎水材料のため，コ
ンクリートとの親和性を確保するため表面に界面活性剤
を付着させており，これが捕水効果を発揮していると推
定される．

§4．打撃試験

4―1　試験概要
⑴　試験方法
シムロック SXの添加によるコンクリート片のはく落
防止効果を JR東日本の打撃試験4）に準じて確認した．打
撃試験とは，鉄筋腐食に起因したコンクリート片のはく
落に対する抵抗性能を評価する試験方法5）である．寸法
150×150×600 mmの供試体のかぶり 20 mm位置に設
けた 5孔に静的破砕材を充填し，膨張圧でひび割れを発
生させた後，ハンマー（重量 770 g）による打撃でかぶ
りコンクリートをはく落させる（図―4）．はく落に至る
打撃回数と繊維無混入時の打撃回数（基本回数：50回未
満）の比（打撃回数比）を算出し，この値が 8倍以上と
なることを確認する．
⑵　コンクリート配合

表―10に供試体の作製に用いたコンクリートの配合
を示す．当該配合は JR東日本の配合基準に準拠したも
のであり，練混ぜには強制二軸練りミキサを使用し，ベ
ースコンクリート練り上がり後，ミキサ内に繊維を投入
し，30秒間追い練りをおこなって製造した．
試験ケースは，繊維添加量の異なる 4 ケース（0，0.04，

0.05，0.10 vol.％）であり，供試体数は各ケース 3体で平
均値を試験値とした．打撃試験は同一試験者が実施した．
⑶　膨張材配合
供試体に充填した膨張材は，JIS A 6202 に適合した材
料を使用した．一般に膨張材には石灰系やエトリンガイ
ト・石灰複合系があるが，本試験では事前の試験練りに
よる膨張量の確認試験の結果，石灰系の太平洋ハイパー
エクスパンM（構造用）を選定し，水膨張材比 40％で混
練した．なお，膨張材の膨張効果は温度依存性が高く，温
度が低い場合は所定の膨張効果が得られず，逆に温度が
高い場合は過剰な膨張反応を起こすため，本試験では室
温 20℃の安定した環境下で膨張材を充填管理した．

表―8　コンクリート配合

写真―10　試験体の室内暴露状況

表―9　収縮ひび割れ試験効果

図―4　打撃試験体

表―10　コンクリート配合
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4―2　試験結果
⑴　圧縮強度試験結果

表―11に膨張材充填日（材齢 5日）での圧縮強度試験
の結果を示す．規定では 27 N/mm2を超え，35 N/mm2

未満の時に膨張材を充填する仕様となっているが，本試
験での圧縮強度は同規定を満足する結果であった．なお，
繊維を添加したケースの圧縮強度の値は，無混入時と同
等の値であった．
⑵　打撃試験結果

写真―11に打撃試験状況，写真―12に打撃試験前後
での供試体の状況を示す．また表―12に打撃試験結果を
示す．打撃試験は材齢 9日目に実施した．
試験の結果，基準となる繊維無混入時の打撃回数は平
均 9.5回であり，繊維を添加したすべてのケースにおい
て打撃回数比が JR東日本のはく落防止効果基準（打撃
回数比の値が 8倍以上）を満する結果を得られた．なお，
実施工での繊維の均一な分散や試験結果のばらつきなど
を考慮して，シムロック SXの標準添加量を安全側に
0.05 vol.％（455 g/m3）とした．

§5．おわりに

本論では，新たに開発したシムロック SXの材料特性
や使用方法，また短繊維補強コンクリートとしてのフレ
ッシュ性状や硬化体特性について実験結果を報告した．
本繊維は，既存の連糸状細径繊維に比べてフレッシュ
性状への影響が小さく，強度特性も繊維無混入と同等の
結果を得られた．また，ひび割れ抑制効果やはく落抵抗
性も実験により確認することができた．使用にあたって
は，ベース配合を大きく修正することなく繊維を添加し
て用いることができるが，導入時には事前の試験練りに
よる性状確認を必ず実施すべきである．

表―13にシムロック製品シリーズの材料特性を比較

して示す．表中の型名 LXとは当社が過去に共同開発し
た太径短繊維であり，SXは LXと比較して，少ない添加
量で多くの本数を混入し，ひび割れに対する抵抗性やは
く落防止効果を発揮する．
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