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　現状の再生骨材のJIS規格では、乾燥収縮の影響を受ける構造部材にM骨材とL骨材は使用すること
ができないため、再生骨材の利用拡大を図るには、乾燥収縮を抑制するための対策が必要である。そ
こで、再生粗骨材を用いる際の乾燥収縮対策として、L骨材と普通骨材を混合使用したコンクリート
の乾燥収縮抑制効果の検証を行った。さらに、M骨材を100％使用した時の乾燥収縮対策の一つとし
て、収縮低減剤を用いた再生コンクリートの乾燥収縮抑制効果と耐凍害性を検討した。その結果、普
通骨材と再生粗骨材の混合使用や収縮低減剤の使用によって乾燥収縮が低減できることを確認した。 
《キーワード：再生骨材；乾燥収縮；混合使用；収縮低減剤；耐凍害性》

　According to the current criteria of JIS, recycled aggregate class M and L cannot be used for the 
structural members affected by drying shrinkage. In order to expand the use of recycled aggregate, 
it is necessary to take measures to reduce drying shrinkage. Therefore, for the purpose of 
examining measures to reduce drying shrinkage when using recycled coarse aggregate, it was 
verified the effect of reducing drying shrinkage of concrete using a mixture of aggregate class L 
and normal aggregate. Furthermore, as one of the measures against drying shrinkage when 100％ 
of aggregate class M is used, the effect of reducing drying shrinkage and frost damage resistance of 
concrete by recycled aggregate using a shrinkage reducing agent were examined. As a result, it 
was confirmed that drying shrinkage can be reduced by using a mixed use of normal aggregate 
and recycled aggregate, or the use of a shrinkage reducing agent. 
《Keywords：Recycled Aggregate；Drying Shrinkage；Mixed Aggregate；Shrinkage Reducing 
Agent；Frost Damage Resistance》
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１．はじめに

　解体された建設物のコンクリート塊は、破砕して建
設材料に再利用され、その再資源化率は平成30年に約
99.3％に達している1）。建設材料への再資源化に際し、
その用途の多くは路盤材が占めており、他の用途への
再利用化は活発ではない。今後、路盤材としての需要
が減少した場合でも、コンクリート塊の高い再資源化
率を保つには、路盤材以外への積極的な利用拡大が求
められる。
　路盤材以外には、コンクリート材料の骨材として再
利用する方法がある。再生骨材は、解体元となる構造
物に使用されたコンクリートのモルタルと原骨材が一
体化した材料である。その原骨材に付着するモルタル
分の多少によって再生骨材としての品質が異なり、コ
ンクリート用再生骨材は吸水率と絶乾密度によりJIS
（日本産業規格）で表－1のように規定されている。
この規定によって、H骨材は普通骨材と同様に使用可
能だが、製造コストが高いことやコンクリート塊の発
生量に対して使用できるH骨材の量が比較的少なく、
研磨するモルタル分の再利用に課題が残ることを考慮
するとM骨材とL骨材の利用拡大が望まれる。
　一般的にM骨材とL骨材をコンクリートに使用した
場合、原骨材に付着するモルタル分が多いほど耐凍害
性の低下、乾燥収縮増大などの影響がある。そのた
め、現状のJIS規格やコンクリート副産物の再利用に
関する再生骨材の用途別品質基準2）では、再生骨材コ
ンクリートの標準的な使用範囲や適用可能箇所の例が
示されている。例えば、捨てコンクリートなど高い強
度や高い耐久性が求められない構造体でない部位につ
いてはM骨材とL骨材のいずれも使用可能だが、構造
体についてはL骨材の使用は認められていない。M骨
材は構造体への使用も可能だが、現場打ちコンクリー
トの場合、重力式擁壁や道路付属物基礎などの無筋コ
ンクリート部材には適用可能なものの、鉄筋コンクリ

表－1　再生骨材のグレード7）

ート部材については、乾燥収縮の影響を受けにくい部
材のみに限定されている。また、製品寸法が小さい工
場製品の場合には、現場打ちコンクリートに比較して
乾燥収縮によるひび割れ発生の可能性が小さいことか
ら、製品寸法が2～3m程度までのJISの推奨仕様の範
囲では、乾燥の影響を受ける部位にも使用可能となっ
ている。なお、構造体で凍結融解作用を受ける部材に
は、凍結融解抵抗性をもつ耐凍害品を用いる必要があ
る。このように、M骨材とL骨材を用いたコンクリー
トの使用範囲は乾燥収縮の影響が小さい部位や製品に
限定されており、再生骨材の適用拡大を図るには、再
生骨材の使用が乾燥収縮に与える影響を明らかにする
とともに、乾燥収縮を抑制するための対策を考慮する
必要がある。
　以上の背景から、耐寒材料チームでは、これまでに、
再生骨材のコンクリートへの利用拡大を目的として、
乾燥収縮の影響を受けにくく、損傷が発生しても交換
等の対処が容易などの利点があるプレキャストコンク
リート（以下、PCaと記す）製品への再生粗骨材の利
用検討3，4）や再生粗骨材使用時の乾燥収縮を抑制する
対策について検討を進めてきた。具体的には、再生粗
骨材Mを使用したコンクリートに膨張材や収縮低減剤
などの収縮低減型混和剤の利用3，4）や再生粗骨材と普
通粗骨材の混合使用時の乾燥収縮に関する検討5～7）を
実施し、収縮低減型混和剤の使用や再生粗骨材と普通
粗骨材の混合使用が、再生粗骨材使用時の乾燥収縮抑
制対策として有効なことを示してきた。一方、再生骨
材プラントには様々な構造物の解体材が持ち込まれる
だけでなく、プラントの製造設備や製造方法も異なる
ため、製造された再生骨材の品質はJIS規格の範囲内
でも吸水率や密度が異なる。このため、乾燥収縮抑制
対策の効果を検証するには、骨材品質のばらつきの影
響も考慮する必要がある。
　そこで、本研究では、再生粗骨材を用いたコンクリ
ートの乾燥収縮対策を提案するために、再生粗骨材と
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表－2　使用材料

表－3　コンクリートの配合およびフレッシュ性状（混合なし）

普通粗骨材の混合使用および収縮低減型混和剤利用に
よる収縮抑制対策の効果について、既報の結果3，6）に新
たな試験データを加えて評価したのでここに報告する。

２．再生粗骨材が乾燥収縮に与える影響

　最初に、再生粗骨材がコンクリートの乾燥収縮に与
える影響を把握するため、粗骨材として再生粗骨材を
100％用いたコンクリートの乾燥収縮を調べた。な
お、既報6）においても再生粗骨材を用いたコンクリー
トの乾燥収縮を調べているが、本研究では再生粗骨材
の種類を追加して、既報の結果と合わせて評価した。

２．１　使用材料と配合

　使用した材料を表－2に示す。普通粗骨材は、安山
岩と石灰石についてロット（年度）が異なる材料も合

わせて計4種類を使用した。再生粗骨材は、既報6）で
検討した仙台産と石狩産に高槻産を追加し、計3箇所
で製造された計11種類を使用した。再生粗骨材の原構
造物は製造箇所毎に同一であり、破砕回数などの加工
工程が異なっている。内訳は、仙台産はM規格、L規
格、L規格外の吸水率が各1、石狩産はM規格1、L規
格2、高槻産はM規格2、L規格1、さらに再生粗骨材
に含まれる微粒分の有無による影響検討を目的に微粒
分をカットした1試料（RLXT）とした。なお、石狩産
L骨材は破砕のみのものと破砕後研磨したものを2種
類、高槻産M骨材は使用年度が異なる2種類を使用し
た。細骨材は既報3，6）と同様に苫小牧市錦多峰産の除
塩海砂をロットが異なる3種類、セメントは高炉セメ
ントB種（密度3.05g/cm3，比表面積3.770cm2/g）を使
用した。
　表－3に試験に使用したコンクリートの配合および
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図－1　乾燥収縮試験結果（混合なし、左：乾燥収縮ひずみ、右：乾燥による質量減少率）

フレッシュ性状を示す。目標空気量とスランプはそれ
ぞれ5.0±1.0％、12±2.5cmとして、AE減水剤（リグ
ニンスルホン酸塩系）とAE剤（変性ロジン酸化合物
系）を適宜用いて調整した。

２．２　試験方法

　乾燥収縮試験は、100×100×400mmの角柱供試体
を材齢7日まで水中養生し、その後、温度20℃、相対
湿度60％の恒温恒湿室で乾燥材齢52週まで長さ変化を
測定した。長さ変化の測定は、JIS A 1129-1のコンパ
レータ法にて実施した。

２．３　乾燥収縮特性

　乾燥収縮試験によって得られた乾燥収縮ひずみと質
量減少率を図－1に示す。乾燥収縮ひずみ、質量減少
率ともに下向きを正として示している。なお凡例の記
号は用いた骨材の種類を示しており、表－2の記号を
表している。石灰石を使用したコンクリートの乾燥収
縮ひずみが、普通粗骨材の安山岩を使用したコンクリ
ートと比較すると最大で200 μ程 度小さかった。使用
した材料のロットが異なるNAとNBの乾燥収縮ひず
みの差、およびNCとNDの乾燥収縮ひずみの差はいず
れも40 μ程度と小さかった。
　JIS規格のM骨材に相当するRMTAの乾燥収縮ひず
みはNA、NBと同程度だったが、RMS、RMKは、
100 μ程度大きかった。RMTAが普通粗骨材と同程度
だったのは、RMTAの吸水率が3.08とH骨材規格に近
いためと考えられる。
　L規格相当の骨材を使用したコンクリートは、普通
粗骨材のNA、NBと比べ26週で30～100 μ、52週で100
～200 μ程度乾燥収縮ひずみが大きくなった。再生粗
骨材を使用したコンクリートの乾燥収縮ひずみの増加
勾配が、普通粗骨材を使用したコンクリートに比べ大

きく長期的に差が拡大している。また、再生粗骨材の
製造箇所が同じ場合には、吸水率が大きいほど乾燥収
縮ひずみが大きくなった。
　図－1の質量減少率に着目すると、石灰石が最も小
さく、安山岩、再生粗骨材の順に大きくなる傾向は乾
燥収縮と概ね同様の傾向であり、再生粗骨材の吸水率
が大きいほど質量減少率が大きい傾向を確認した。ま
た、質量減少率が大きいほど乾燥収縮ひずみが大きい
傾向が確認できた。
　以上から、粗骨材として再生粗骨材を100％使用し
た場合、普通粗骨材を使用したコンクリートよりも、
乾燥収縮ひずみが大きくなることを確認した。

３．普通粗骨材と混合使用した場合の乾燥収縮量

　2018年に行われた再生骨材に関するJISの4回目の改
正において、再生粗骨材Lと普通粗骨材を混合した混
合骨材を再生骨材コンクリートMとして出荷できるこ
とが示された。その場合には、再生骨材Mと同じ検査
頻度および試験項目で骨材品質を管理し、普通粗骨材
に対する再生粗骨材Lの容積混合率を50％以下とし、
その混合骨材の混合率を考慮した吸水率の平均値が再
生粗骨材Mの吸水率の規格値を満たす必要がある。こ
れを考慮し、耐寒材料チームでは、再生粗骨材Lと普
通粗骨材を混合使用したコンクリートの諸特性を確認
するための各種試験を実施し、乾燥収縮に対しては普
通粗骨材と混合使用することで乾燥収縮の抑制対策と
なる可能性があることを確認している6）。
　ここでは、再生粗骨材の種類と混合率を新たに追加
し、既報の結果と合わせて普通粗骨材と混合使用した
場合の乾燥収縮特性を評価した。
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３．１　使用材料と配合

　新たに行った検討では、粗骨材は、２．１の表－2

に示したNBとNDの2種類の普通粗骨材と、RLT、
RLXTの2種類の再生粗骨材を使用した。細骨材は表－

2のS2を、セメントは２．１と同じ高炉B種を用いた。
　普通粗骨材と再生粗骨材の混合率は、式（1）に示
すようにそれぞれの粗骨材吸水率と混合率を乗じて加
算した粗骨材の相対吸水率が、M骨材の規格範囲以下
となるように設定した。表－4に試験に使用したコン
クリートの配合およびフレッシュ性状を示す。

（1）　　　　

ここに、
Q t：粗骨材の相対吸水率（％）
Q v：普通粗骨材の吸水率（％）
Q r：再生粗骨材の吸水率（％）
a：使用した再生粗骨材の混合率（％）

３．２　試験方法

　再生粗骨材と普通粗骨材の混合率を変えた場合のコ
ンクリートの乾燥収縮ひずみに加え、混合使用したコ
ンクリートの圧縮強度および静弾性係数も確認した。

　乾燥収縮試験は２．２と同様の手法で行い、乾燥材
齢26週（182日）まで測定した。
　圧縮強度試験はJIS A 1108に準拠し、φ100×200
mmの円柱供試体を作製して水中養生材齢28、91日経
過後に実施した。また、静弾性係数は、JIS A 1149に
準拠してコンプレッソメーターを用いて測定した。

３．３　試験結果

３．３．１　混合使用した場合の圧縮強度と静弾性係数

　図－2に普通粗骨材と再生粗骨材を混合した供試体
の材齢28、91日の圧縮強度と静弾性係数を示す。な
お、参考として表－2に示したRMTAの値も示してい
る。図の凡例の記号の後に併記した数値は骨材の混合
割合を示し、＋は混合使用を示している。
　粗骨材100％配合の圧縮強度は、普通粗骨材では石
灰石（ND100）が安山岩（NB100）より高く、再生粗
骨材Lを使用したコンクリートは、いずれの材齢にお
いてもNB 100より低かった。RLTから5mm以下の微
粒分を除去した骨材を用いたRLXT 100の強度はRLT 
100の強度を上回り、材齢28日ではNB 100やRMTA 
100と同程度となったが、材齢91日では、NB 100や
RMTA 100より低かった。このことから、本試験で

表－4　コンクリートの配合およびフレッシュ性状（混合使用）

図－2　圧縮強度試験結果（左：圧縮強度、右：静弾性係数）

= × (100 - a) + × a
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は粗骨材に含まれる微粒分の有無が強度に与える影響
は小さいことを確認した。
　普通粗骨材と再生粗骨材の混合使用では、概ね再生
粗骨材の混合率が大きいほど強度が低下する傾向を確
認した。さらに、NBとNDの混合使用した結果から、
混合使用する普通粗骨材100％使用時の強度が高けれ
ば、混合率が同程度でも強度が高いことを確認した。
　次に静弾性係数に着目すると再生粗骨材を100％使
用したコンクリートの静弾性係数は、材齢28、91日と
もに普通粗骨材を使用したコンクリートに比べ低く、
圧縮強度の大小傾向と概ね同様の傾向を示した。普通
粗骨材と再生粗骨材を混合使用した場合、圧縮強度の
場合と同様に、普通粗骨材の混合率が大きくなるほど
静弾性係数は高くなった。
　図－3に再生粗骨材混合率と材齢28日の圧縮強度の
関係を示す。上述のように、再生粗骨材の混合率が大
きくなると、ベースの普通粗骨材のみ使用した場合の
圧縮強度から概ね比例的に減少することが確認できる。
　以上から、再生粗骨材の混合率が大きいほど、ベー
スとなる普通粗骨材を100％使用したコンクリートと
比べ圧縮強度と静弾性係数は低下した。また、同じ混
合率でも使用する普通粗骨材の圧縮強度と静弾性係数
が大きいほど、混合使用時の圧縮強度と静弾性係数は
大きくなることを確認した。このことから、強度特性
を把握している普通粗骨材をベースとして、再生粗骨
材との混合率によって圧縮強度を予測できるようにな
り、強度管理が可能となると考えられる。
３．３．２　乾燥収縮

　図－4に乾燥材齢と乾燥収縮ひずみの関係を示す。
　普通粗骨材100％と再生粗骨材100％使用したコンク
リートの乾燥収縮を比較すると、安山岩または石灰岩
と再生粗骨材の混合使用では、再生粗骨材100％使用

時の乾燥収縮ひずみに対して普通粗骨材の混合使用時
の乾燥収縮ひずみは小さくなった。このことから、再
生粗骨材の混合率が大きくなるほど乾燥収縮ひずみが
大きくなることを確認した。また、RLT 100とRLXT 
100の乾燥収縮は同程度であり、本試験では粗骨材に
含まれる微粒分の有無が乾燥収縮に与える影響は小さ
いことを確認した。
　図－5に図－4で示した結果に既報6）の混合試験結果
を加えた乾燥材齢26週（182日）までの乾燥収縮の比
較を示す。
　使用する再生粗骨材によって乾燥収縮ひずみの絶対
量は異なるものの、再生粗骨材の混合率が大きくなる
と、乾燥収縮ひずみが大きくなる傾向は既報6）の試験
結果と同様であることを確認した。なお、２．３にて
再生粗骨材を使用したコンクリートは、普通粗骨材を
使用した場合に比べ乾燥収縮ひずみの増加勾配が大き
く、長期的に乾燥収縮ひずみが増大することを確認し
ており、再生粗骨材を使用する場合には留意が必要で
ある。また、既報6）の結果では、混合使用した場合に
も52週までの長期的な乾燥収縮ひずみの増加が示され

図－4　乾燥収縮試験結果（混合率を変化、乾燥収縮ひずみ）

（安山岩混合）　　　   　 　　　　（石灰石混合）　　　（石灰石と5mm以下除去再生粗骨材）

図－3　再生粗骨材混合率と圧縮強度
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ているが、本検討の26週までの検討結果と同様に、再
生粗骨材100％使用時に比べ乾燥収縮ひずみの絶対量
が抑制されることを確認している。
３．３．３　混合使用時の粗骨材混合率と乾燥収縮の

　　　　　　関係

　既報6）の再生粗骨材の混合使用の結果を合わせて、
図－6に再生粗骨材混合率と乾燥材齢26週（182日）後
の乾燥収縮の関係を示す。図－6の記号は混合する再
生粗骨材名とハイフンのあとに普通粗骨材名を示して
いる。
　再生粗骨材混合率と収縮ひずみの関係から、再生粗
骨材100％使用時の乾燥収縮ひずみを上限、普通粗骨
材100％使用時の乾燥収縮ひずみを下限として、混合
率に応じて比例的に乾燥収縮ひずみが変化することを
確認した。このことから、使用する粗骨材の100％使
用時の乾燥収縮ひずみを把握していれば、普通粗骨材
と再生粗骨材の混合使用により、目標となるひずみ量
に合わせて乾燥収縮量を低減できると考えられる。
３．３．４　粗骨材吸水率と乾燥収縮の関係

　既報7）にて、文献調査をもとに粗骨材の吸水率と乾
燥収縮について整理した結果、粗骨材の吸水率が増加

図－6　再生粗骨材混合率と乾燥収縮

図－5　過年度の混合試験結果との比較

図－7　粗骨材の相対吸水率と乾燥収縮

するとコンクリートの乾燥収縮が増加する傾向を確認
している。そこで、本試験に使用した混合骨材を含む
粗骨材の相対吸水率とコンクリートの乾燥材齢26週の
乾燥収縮ひずみの関係を図－7に示す。
　混合骨材も含め粗骨材の相対吸水率の増加に応じて
乾燥収縮ひずみが直線的に増加する傾向があり、既報
7）と同様の傾向を確認できた。このことから、粗骨材
以外の使用材料が同じで配合条件が同様の場合には、
使用する粗骨材の吸水率からコンクリートの乾燥収縮
が推定できる可能性がある。

４．収縮低減型混和剤による乾燥収縮対策の検討

　前章では、乾燥収縮対策として、普通粗骨材とL規
格相当再生粗骨材の混合使用について検討した。L骨
材と同様に、M骨材も普通粗骨材と混合使用すること
によって、乾燥収縮抑制が可能となると考えられる。
しかし、再生骨材のコンクリート骨材としての利用率
を高めるにはM骨材100％利用が望ましい。
　一方、本研究においてM骨材を100％使用したコン
クリートの乾燥収縮ひずみは図－1に示したように吸

8 寒地土木研究所月報　№827　2022年２月



カーのAE剤（特殊界面活性剤系）を使用した。消泡
剤は、添加する収縮低減剤と同メーカー製のものを併
用し、収縮低減剤Bに対してはポリエーテル系消泡剤
を、Cに対してはノニオン系界面活性剤系を使用した。

４．２　試験方法

　収縮低減剤の使用による強度への影響、乾燥収縮抑
制効果および耐凍害性を調べるために、各種試験を実
施した。
　圧縮強度試験および静弾性係数試験は３．２と同様
であるが、測定は水中養生材齢7、28日経過後に実施
した。乾燥収縮試験は、２．２と同様である。なお、
乾燥収縮は、乾燥材齢52週（364日）まで測定した。
　耐凍害性の評価は、JIS A 1148 A法に準じた水中凍
結融解試験により行い、100×100×400mmの角柱供
試体を用いて、28日間の20℃水中養生の後試験を開始
し、相対動弾性係数と質量変化率を測定した。

４．３　試験結果

４．３．１　収縮低減剤を使用したコンクリートの圧

　　　　　　縮強度

　図－8に圧縮強度試験結果を示す。材齢7、28日とも
に各配合の圧縮強度に大きな差は見られなかった。既
往の研究によると収縮低減剤を添加すると強度が低下
する場合があることが報告10，11）されている。しかし、

水率が3.08とH骨材の規格に近いRMTAは普通粗骨材
と同程度だったが、同じM規格のRMSやRMKを使用
したコンクリートは乾燥収縮ひずみが大きい。このよ
うに、M規格の再生粗骨材でも吸水率に幅があり、乾
燥収縮も増加する可能性があるため、100％使用する
には乾燥収縮の抑制対策が必要となる場合もある。
　そこで、コンクリートの乾燥収縮対策の1つである
収縮低減剤の利用について検討した。
　これまでの検討3）では、M骨材のPCa製品への適用
を念頭に収縮低減剤を添加し、蒸気養生したコンクリ
ートについて検証しているが、本研究では、現場打ち
コンクリートを想定し水中養生した結果について評価
した。なお、再生粗骨材を用いたコンクリートや収縮
低減剤を用いたコンクリートは、耐凍害性が低下する
との報告8，9）もあるため、再生粗骨材と収縮低減剤を
併用したときの収縮低減効果に加え耐凍害性への影響
も検証した。

４．１　使用材料と配合

　粗骨材は、表－2に示した高槻産のRMTBを使用し
た。細骨材は表－2のS3を使用し、セメントは２．１

と同じ高炉B種を用いた。表－5に試験に使用したコ
ンクリートの配合およびフレッシュ性状を示す。
　収縮低減剤は、市販の代表的なアルコール系の主成
分がアルキレンオキシド付加物（A）、ポリエーテル
誘導体（B）の2種類と、耐凍害性を改善した炭化水
素系化合物とグリコールエーテル系誘導体を主成分と
する鉱物油系収縮低減剤（C）の計3種類を用いた。
なお、収縮低減剤の使用量については、基本的な性質
の把握を目的として、収縮低減効果と凍結融解抵抗性
確保の観点から混和剤メーカーが推奨する量とした。
　空気量の調整は、良質な空気を確保することを目的
として、消泡剤とAE剤を併用した。なお、収縮低減
剤Aは消泡剤が添加されたものを使用したため別途消
泡剤は用いなかった。AE剤については、収縮低減剤
A、Cとベース配合は同じAE剤（変性ロジン酸化合物
系）を使用し、収縮低減剤Bは、収縮低減剤と同メー

表－5　コンクリートの配合およびフレッシュ性状

図－8　圧縮強度
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た。
　なお、図－9には既報3）でPCa製品への適用を念頭
に収縮低減剤を添加し、蒸気養生したコンクリートに
ついて検証した結果も併記している。凡例の蒸気（無
添加）とは、再生骨材Mを使用し蒸気養生したコンク
リートを、凡例の蒸気（C添加）は、蒸気（無添加）
の配合に本検討でも用いた収縮低減剤Cを添加したコ
ンクリートを示している。蒸気養生を行った既報3）の
結果を見ると、質量減少率は蒸気（無添加）と蒸気
（C添加）においていずれも小さく差は無いが、蒸気
（C添加）の乾燥収縮ひずみは、蒸気（無添加）より
も抑制され、両者の差は水中養生で検討した場合の差
と同程度であり、養生方法によらず収縮低減剤による
収縮抑制の効果に差は無かった。
４．３．３　収縮低減剤を使用したコンクリートの耐

　　　　　　凍害性

　図－10に凍結融解サイクルと相対動弾性係数、質量
減少率の関係を示す。なお、質量減少率は下向きを正
として示している。また、参考としてNBとNDについ
て試験した結果も併記している。
　粗骨材が安山岩と石灰石の配合では、相対動弾性係

今回の試験結果では、収縮低減剤を添加したコンクリ
ートは収縮低減剤を添加していないRMTB-nと同程度
の強度となり、明確な強度低下は確認できなかった。
４．３．２　収縮低減剤を使用したコンクリートの乾

　　　　　　燥収縮

　図－9に乾燥材齢と乾燥収縮、質量減少率の関係を
示す。普通粗骨材を使用したコンクリートとの比較対
象として、図－1と図－2に示したNBとNDも併記した。
　収縮低減剤を添加していないRMTB-nの乾燥収縮ひ
ずみは、普通粗骨材として安山岩を用いたNBと同程
度、石灰石を用いたNDと比べ160 μ程 度大きかった。
　一方、収縮低減剤を添加した配合の乾燥収縮ひずみ
は、収縮低減剤の種類により異なるが、RMTB-A、
RMTB-Cを用いたものはNDと同程度とRMTB-nと比
べて小さくなり、最大160 μ程度低減できることを確認
した。
　質量減少率は、石灰石を用いたコンクリートは小さ
かったが、他の配合では同程度だった。収縮低減剤を
用いたコンクリートとNBの水分逸散割合は同程度に
もかかわらず乾燥収縮ひずみはNBより小さくなって
いることから、収縮低減剤による抑制効果が確認でき

図－10　水中凍結融解試験結果（左：相対動弾性係数、右：水中凍結融解による質量減少率）

図－9　乾燥収縮試験結果（左：乾燥収縮ひずみ、右：乾燥による質量減少率）
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で、骨材の性質と混合率からコンクリートの強度管理
や乾燥収縮の抑制が可能となると考えられる。
（3）混合使用した粗骨材も含めて粗骨材の相対吸水
率と乾燥収縮には良い相関があり、粗骨材以外の使用
材料が同じで配合条件が同様の場合には、使用する粗
骨材の相対吸水率からコンクリートの乾燥収縮が推定
できる可能性がある。
（4）収縮低減剤の添加により、再生粗骨材を使用し
た配合であっても乾燥収縮の抑制が可能であり、収縮
低減剤の種類を適切に選定したり、適切な空気量を確
保すれば、耐凍害性の確保も可能なことを確認した。
　今後は、再生粗骨材使用時の乾燥収縮の予測方法に
ついて検討を行い、普通粗骨材との混合使用における
単位水量などの配合条件の違いによる差について整理
し、乾燥収縮抑制対策として提案する予定である。
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る。また、別の報告10）では収縮低減剤を使用した場合
の耐凍害性確保には、AE剤添加量を一定程度確保す
るとともに、消泡剤を併用して空気量の調整が必要と
されている。ただし、消泡剤が内包されている場合に
は消泡剤の添加量は調整できないため目標空気量を高
めに設定することによりＡＥ剤添加量を十分確保する
必要がある。本研究においても内包される消泡剤の量
が不明な収縮低減剤で耐凍害性が低下しており、耐凍
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な空気量の確保によって耐凍害性を確保することが重
要である。

５．まとめ

　本研究では、再生粗骨材を用いたコンクリートの乾
燥収縮対策の提案を目的に、再生粗骨材と普通粗骨材
の混合使用および収縮低減型混和剤利用による収縮抑
制対策の効果について、再生粗骨材の種類を新たに加
え、既報3，6）の結果と合わせて評価した。その結果、
本研究の範囲内で、以下の知見が得られた。
（1）再生粗骨材を使用した場合、普通粗骨材を使用
したコンクリートよりも、乾燥収縮が大きくなること
を確認した。
（2）再生粗骨材と普通粗骨材を混合使用したコンク
リートの圧縮強度、静弾性係数および乾燥収縮は、再
生粗骨材の混合率に応じて変化し、普通粗骨材の割合
が多くなるほど改善されることを確認した。そのた
め、特性が明らかな普通粗骨材と混合使用すること
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