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コンクリート構造物の耐久性向上を目的に、これまで、初期ひび割れ低減対策としての収縮
低減剤の有用性について確認してきた。一方、最近では、コンクリート用化学混和剤のＪＩＳ
規格を満たしながら収縮低減成分を配合した高性能、高機能収縮低減型混和剤の使用実績がみ
られる。本研究では、収縮低減型混和剤を用いたコンクリートの乾燥収縮抑制効果と耐凍害性
を確認するとともに、積雪寒冷地で用いるための留意事項を整理した。
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1. はじめに

2. 実験概要

コンクリート構造物に発生するひび割れは、水や塩分
の内部への侵入を容易にし、凍害、塩害、アルカリ骨材
反応などによる劣化を促進してコンクリートの耐久性低
下の原因となる。特に、設計段階では発生しないことを
前提としている初期ひび割れが施工段階で発生した場合
に、その後のコンクリート構造物の劣化促進への影響が
懸念され、想定した構造物の耐久性を確保できない恐れ
がある。したがって、コンクリート構造物の劣化防止の
観点から、初期ひび割れ発生を抑制する必要がある。
著者らは、これまで収縮ひび割れ抑制対策の一つとし
て、コンクリートの収縮そのものを小さくする収縮低減
剤の活用に関する検討1-3)を進めてきた。検討の結果から、
収縮低減剤を用いたコンクリートの耐凍害性を確保する
ためには、消泡剤の併用等によるAE剤の適切な量の添
加によって、良質な空気量を確保する必要があることを
使用時の留意点として示した。
他方、コンクリート用化学混和剤のJIS規格を満たし
た高機能・収縮低減タイプのAE減水剤（以下、高機能
AE減水剤と記述）がある。高機能AE減水剤に含まれる
収縮低減成分自体は、これまで検討してきた従来型の収
縮低減剤と同様の効果があるが、一般的な使用量の範囲
内では、収縮低減成分の量が収縮低減剤に比べると少な
く乾燥収縮抑制効果や耐凍害性への影響について不明な
点が多い。
そこで本研究では、高機能AE減水剤を用いたコンク
リートの乾燥収縮抑制効果と耐凍害性を確認するととも
に、積雪寒冷地で用いるための留意事項を整理した。

(1) 使用材料および配合
セメントは、土木で一般的に使用されている普通ポ
ルトランドセメント（密度3.16 g/cm3、比表面積3,280
cm2/g、以下、普通セメント（記号N）と記述）と、高炉
セメントB種（密度3.05 g/cm3、比表面積3,910 cm2/g、以下、
高炉セメント（記号B）と記述）を用いた。細骨材は苫
小牧樽前産の陸砂（密度2.67 g/cm3、吸水率1.41 %）を、
粗骨材は小樽市見晴産の砕石（密度2.68 g/cm3、吸水率
1.77 %、粗骨材最大寸法20 mm）を使用した。
高機能AE減水剤は、ポリカルボン酸エーテル系化合
物とポリグリコール誘導体の複合体成分からなるもの
(記号 a)と、変性リグニンスルホン酸化合物とポリカル
ボン酸コポリマーとポリエーテル誘導体の複合物成分か
らなるもの (記号 b)、ポリカルボン酸系化合物とグリコ
ールエーテル系誘導体成分からなるもの (記号 c)の3種類
を乾燥初期の収縮が大きい高炉セメントを中心に用いた。
なお、高機能AE減水剤は三種類全てに消泡剤を含有し
ている。比較として用いた収縮低減剤は、既報2)で検討
したものの中から、従来型アルコール系の主成分がポリ
エーテル誘導体 (記号 SR)のもの1種類を用いた。
コンクリートの配合を表－1に示す。比較するパラメ
ータの絞り込みのため、水セメント比は55 %の1水準と
し、単位水量は全配合155 kg/m3に統一した。目標空気量
は4.5 ± 1.0 %、目標スランプは12.0 ± 2.5 cmとした。表には
実測のスランプと空気量も示している。
高機能AE減水剤の添加量は、単位水量が一定のため、
目標スランプ値の範囲内に収まる添加量で調整した結果、
標準添加量範囲のほぼ下限の添加量となった。収縮低減
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表－1 コンクリートの配合
配合記号
N
N
N
N
B
B
B
B
B
B

a
SR-3
SR-8.5
a
b
c
SR-3
SR-8.5

セメント
の種類

W/C s/a 目標
目標
(%) (%) スランプ 空気量

W

配合(kg/m3 )
C
S
G

普通

848 1046

55
高炉

45

12.0cm
±
2.5cm

4.5%
±
1.0%

155 282
844 1042

AE減水剤
の種類

n
a
n
n
n
a
b
c
n
n

AE減水剤

(C%)
0.24
1.20
0.12
0.12
0.22
1.00
1.00
1.00
0.15
0.15

剤の添加量については、既報2)で検討した3 kg/m3に加え
添加量を高めた8.5 kg/m3(C × 3 %)の2水準にした。ベース
配合と収縮低減剤を用いた配合では、一般的なAE減水
剤（リグニンスルホン酸塩系 記号 n）を適宜用いた。
空気量の調整について、消泡剤を含む高機能AE減水
剤に対してはベース配合と同じAE剤（変性ロジン酸化
合物系）を用いた。収縮低減剤に関しては、既報2)同様
に、空気量を適切に確保する観点から、同じメーカーの
消泡剤（ポリエーテル系）とAE剤（特殊界面活性剤系）
を併用した。
(2) 実験項目と供試体
a) 圧縮強度試験および静弾性係数の測定
高機能 AE 減水剤が圧縮強度と静弾性係数に及ぼす影
響を把握するため、20 ℃で水中養生を行った φ 10×20 cm
円柱供試体を用いて、材齢 7、28、91 日に試験を実施し
た。なお、静弾性係数の測定にはコンプレッソメーター
を用いた。
b) 乾燥収縮試験と拘束ひび割れ試験
乾燥収縮試験は、JIS A 1129-3 に準拠したダイヤルゲー
ジ法で行った。供試体は、100×100×400 mm の角柱供試
体を用い、供試体両端面の中央にゲージプラグが配置さ
れるようにあらかじめゲージプラグを型枠に設置し、コ
ンクリートを打ち込んで成形した。材齢 1 日で脱型した
後、材齢 7 日まで 20 ℃水中養生を行った後に基長を測
定した。温度 20 ± 2 ℃、相対湿度 60 ± 5 %の恒温恒湿室
に静置し、乾燥開始後 7、14、28、56、91、182 日にひず
みと質量を測定した。
また、収縮によるコンクリートのひび割れ抵抗性を把
握するために、鉄筋拘束によるひび割れ試験を行った。
図－1 に供試体の概要を示す。試験は、日本コンクリー
ト工学会の JCI-SAS2 コンクリートの自己収縮応力試験
方法（案）4)に準拠し、旋盤部に防水型ひずみゲージを
貼り付けた鉄筋を型枠内に配置してコンクリートを打ち
込み、供試体を作製した。なお、供試体を設置する場所
の関係から、コンクリートと鉄筋との定着を図る異形鉄
筋部分の長さを 300 mmと JCI の試験法で示されている供
試体寸法より短く設定して実施した。
供試体は、材齢 7 日まで型枠のまま温度 20 ± 2 ℃、相
対湿度 60 ± 5 %の恒温恒湿室内で封緘養生を行い、脱型

収縮低減剤
(kg/m3)
－
－
3.0
8.5
－
－
－
－
3.0
8.5

AE剤
の種類
N
N
D
D
N
N
N
N
D
D

AE剤
(C%)
0.00200
0.00175
0.00500
0.00600
0.00500
0.00225
0.00225
0.00450
0.00700
0.00600

消泡剤
(C%)
－
－
0.0020
0.0020
－
－
－
－
0.0020
0.0020

スランプ
(cm)
12.5
14.0
8.6
9.5
13.5
11.2
13.6
11.5
11.5
11.0

空気量
(%)
4.7
4.5
4.6
4.5
5.1
4.0
4.6
4.9
4.8
4.0

図－1 鉄筋拘束試験用供試体の概要
後、そのまま恒温恒湿室に静置した。なお、ひずみはデ
ータロガーによりコンクリート打込み直後より計測を行
った。
c) 耐凍害性試験
本研究では、一般的な JIS A 1148 A 法による水中凍結
融解試験と、ASTM C672 に準じたスケーリング試験を
実施した。
JIS A 1148 A法に準じた水中凍結融解試験は、100×100
×400 mm の角柱供試体を用い、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により
評価を行った。
スケーリング試験は、-18 ℃を 16 時間、23 ℃を 8 時間
の 1 日 1 サイクルで凍結融解作用を与えた。供試体は、
220×220×100 mm の角柱供試体を用い、1 配合当たり 3
供試体で評価した。供試体の養生は、材齢 7 日まで水中
養生後、材齢 28 日まで温度 20 ± 2 ℃、相対湿度 60 ± 5 %
の恒温恒湿室内で気中養生を行い、材齢 28 日から試験
を開始した。試験面は打設面（220×220 mm）とし、試
験面には土手を設けて 3 % NaCl 水溶液を湛水した。
d) 気泡分布測定
硬化コンクリートの気泡組織の把握するため、ASTM
C457 に準じてリニアトラバース法による気泡分布測定
を行った。気泡分布測定用の試料は、水中養生材齢 28
日の 100×100×400 mm 角柱供試体より採取し測定した。

3. 試験結果および考察
(1) 圧縮強度および静弾性係数
図－2 に各コンクリートの圧縮強度を、図－3 にベー
ス配合に対する圧縮強度比を示す。なお、凡例の記号は、
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セメントの種類(N, B)、高機能 AE 減水剤と収縮低減剤の
種類（a、b、c、SR）、ハイフンの後の数値は収縮低減
剤添加量（3、8.5 kg/m3）を表している。
各コンクリートの圧縮強度は、いずれも材齢の経過に
伴い増加し、セメント種別では、材齢 28 日までは普通
セメントの方が高炉セメントよりも高かったが、材齢
91 日で逆転した。
普通セメントでは、高機能 AE 減水剤を用いた N a の
圧縮強度は材齢 91 日でベース配合と N SR-3 を上回った。
収縮低減剤を用いた N SR-3 の圧縮強度は、材齢 7 日で
ベース配合を上回ったが、材齢 28 日で下回り材齢 91 日
では同程度だった。N SR-8.5 の圧縮強度は各材齢を通し
て最も強度が低かった。
一方、高炉セメントでは、高機能 AE 減水剤を用いた
配合の圧縮強度はベース配合に対して、B a は材齢 28 日
まで上回ったが B c 同様に材齢 91 日で同程度となり、B
b は材齢 28 日以降上回った。B SR-3 に対しては、B a が
材齢 28 日で、B b が各材齢において上回った。
収縮低減剤を用いた B SR-3 は材齢 28 日以降ベース配
合を上回り、B SR-8.5 の圧縮強度は各材齢で他の配合に
対して同等以下となった。
本試験の結果から、高機能 AE 減水剤を用いた際、初
期材齢における強度はベース配合と比較して低くなる場
合が有るが、圧縮強度の低下割合は最大でも 6 %程度で
あり、材齢 91 日ではベース配合と同等以上となること
がわかった。他方、収縮低減剤を用いた場合には、添加
量が多くなると、既報 2)の傾向と同様にいずれの材齢に
おいてもベース配合の強度を下回る可能性が確認された。
圧縮強度と静弾性係数の関係を図－4 に示す。圧縮強
度と静弾性係数の関係は、いずれも土木学会式 5)より算
出した値よりも上側にあり、高機能 AE 減水剤と収縮低
減剤を添加したコンクリートは、通常の設計と同様に扱
えることを確認した。

図－2 コンクリートの圧縮強度

図－3 ベース配合に対する圧縮強度比

図－4 圧縮強度-静弾性係数の関係
(2) 乾燥収縮特性
図－5 に乾燥期間とひずみの関係を示す。マイナスは
収縮ひずみを意味する。なお収縮低減剤(SR-3)を添加し
た供試体については乾燥材齢が半年未満であり91日目の
結果まで記載している。
高機能AE減水剤を用いたコンクリートは、ベース配
合より普通・高炉セメントとも特に乾燥56日程度までは
概ね抑制される傾向が有るものの、最大でも50 μm程度
とその差は小さかった。一方、収縮低減剤を用いたコン
クリートは、ベース配合に比べ約100 μm以上ひずみが抑
制された。SR-8.5は初期の乾燥収縮量がより抑制されて
いたが、乾燥材齢50日以降はSR-3 とほぼ同程度だった。
高機能AE減水剤を用いた場合の収縮抑制効果が小さ
いのは、本研究では、目標スランプの範囲内で調整を行
う必要から、高機能AE減水剤の添加量がメーカー標準
添加量範囲の下限値程度となり、添加量が少なかったこ

とに加え、ベース配合の乾燥収縮量がそれ程大きくなく、
効果が明確にならなかったことが考えられる。一方、収
縮低減剤の場合、高機能AE減水剤よりも収縮低減成分
の量が多いため収縮抑制効果が高かったと考えられる。
なお、収縮低減剤の添加量を増加しても収縮抑制効果が
小さかったのは、単位セメント量が比較的少ないため、
効果が頭打ちになっていることが推察される。
図－6 に乾燥期間と質量変化率の関係を示す。
高機能AE減水剤を用いたコンクリートの質量変化率
は、ベース配合と同程度であり、質量減少率当たりの乾
燥収縮量はベース配合と同程度だった。
一方、収縮低減剤を用いた場合も、他の配合との質量
変化率の差は最大0.3 %程度と小さいことから、収縮低
減剤を用いたコンクリートは質量減少率当たりの収縮量
が小さいことを確認した。

Yamauchi Ryo、Yoshida Susumu、Shimata Akinori
－ 650 －

図－5 乾燥期間とひずみの関係

図－6 乾燥期間と質量変化率の関係
以上から、本研究では配合条件の制約から高機能AE
減水剤の添加量が少なく、高機能AE減水剤の収縮抑制
効果は小さかった。また、収縮低減剤による収縮抑制効
果を確認できたが、単位セメント量などにより、添加量
を増加した場合でも、効果が頭打ちになる可能性が示唆
された。
(3) 乾燥収縮によるひび割れ抵抗性
図－7に鉄筋拘束供試体による拘束ひずみの経時変化
を示す。マイナス側は収縮ひずみである。急激にひずみ
がプラス側に転じた点は、供試体にひび割れが生じたこ
とを意味している。試験は、1 配合につき供試体3 個で
実施したが、ひび割れの発生は確率的に生じるため、ひ
び割れ発生日数にばらつきがみられる。
高機能AE減水剤を用いたコンクリートについては、3
供試体中1供試体のみひび割れ発生日数が長いものもみ
られるが、全体としてひび割れが生じた日数はベース配
合と差が無かった。ひび割れ抑制効果が発揮されなかっ
た理由として、図－5の考察で述べたように高機能AE減
水剤の添加量が少ないことに起因してベース配合に対す
る乾燥収縮量の差が小さく、鉄筋比が大きい拘束ひび割
れ試験では、ひび割れ発生日数に差が生じなかったこと
が考えられる。
他方、収縮低減剤を添加した供試体では、ベース配合
と比べて、ひび割れ発生までの日数が延びた。また、添
加量の多いSR-8.5はSR-3と乾燥収縮量は同程度だったも
ののひび割れ発生日数は長くなる傾向があった。
以上から、高機能AE減水剤を用いたコンクリートに
ついては、乾燥収縮試験の結果と同様に添加量が少ない
ため、抑制効果が小さい可能性を確認した。なお、ひび
割れ抑制効果を定量的に評価するには、ひび割れ発生時
の応力とコンクリートの強度、弾性係数を併せ詳細な検
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図－7 拘束ひび割れ試験結果

証を行う必要がある。
(4) 耐凍害性
a) 水中凍結融解試験による耐凍害性の評価
図－8、図－9 に真水による水中凍結融解試験結果を
示す。図－8 は相対動弾性係数を、図－9 は凍結融解に
よる供試体の質量変化率を示している。
高機能 AE 減水剤を用いたコンクリートは、減水剤の
種類によって差はあるものの、いずれのセメントにおい
ても 300 サイクル時点で相対動弾性係数が 90 %を下回り、
ベース配合より耐凍害性が低下した。また、質量変化率
も概ね同様の傾向だった。300 サイクル時点の相対動弾
性係数は、N a は 56%、B a は 72%、B b は 48%、B c は
86%だった。相対動弾性係数の低下が大きい B aや B b は
実測空気量がベース配合より少なく、B c は同程度であ
った。したがって、収縮低減成分が含まれている状態で
あっても微細な空気量が確保されていれば、耐凍害性は
保たれる可能性がある。
一方、収縮低減剤を用いた場合、添加量が少ない SR3 はベース配合と同様、高い耐凍害性を示したが、SR8.5 はベース配合や SR-3 と比較して相対動弾性係数が低
下しており、収縮低減剤の添加量が増加した場合、耐凍
害性に悪影響を及ぼす可能性を確認した。なお、耐凍害
性については既報 3)で示したように硬化コンクリートの
空気量と合わせて考察する必要がある。
b) 塩水凍結融解によるスケーリング抵抗性
図－10 に塩水によるスケーリング試験結果を示す。
高機能 AE 減水剤を用いたコンクリートは、普通セメン
トではベース配合と同程度で少なかったが、高炉セメン
トでは高機能 AE 減水剤を用いたコンクリートはスケー
リング量が増加し、B a、B b に比べ B c のスケーリング
量は比較的少なく、B c の実測空気量が他二種と比べ多
いことが影響した可能性がある。
一方、収縮低減剤を用いたコンクリートは、いずれの
セメントにおいてもスケーリング量が多かった。また、
添加量が少ない SR-3 の方が SR-8.5 よりスケーリング量
は多く、図－8 で示された真水による水中凍結融解試験
結果と逆の傾向を示した。SR-3 の実測空気量は他配合
と同程度のことから、硬化コンクリートに含まれた微細
な空気量や細孔構造が影響していることが考えられる。
以上から、高機能 AE 減水剤を用いた場合、セメント
の種類によっては、スケーリング抵抗性が低下すること
が示唆された。なお、スケーリング抵抗性については、
水中凍結融解試験の結果と同様に、微細な気泡の量が影
響していると考えられ、硬化コンクリートの空気量と合
わせて考察する必要がある。
(5) 硬化コンクリートの空気量と耐凍害性
図－11 に気泡径分布の測定結果から算出した硬化コ
ンクリートの空気量とフレッシュコンクリートの空気量

図－8 凍結融解サイクルと相対動弾性係数の関係

図－9 凍結融解サイクルと質量変化率の関係

(a) 普通セメント

(b) 高炉セメント
図－10 スケーリング試験結果
の関係を示す。なお、図には既報 3)で示したベース配合
を含む収縮低減剤を用いたコンクリートのデータを併記
している。硬化コンクリートの空気量はフレッシュコン
クリートの空気量よりも 1～2 %程度減少しており、既
往の結果と同様の傾向であることを確認した。
図－12 に耐久性指数と気泡間隔係数の関係を示す。
一般に、微細な空気量が多く混入するほど気泡間隔係数
は小さくなり耐凍害性の向上に寄与する。
気泡間隔係数が小さくなると耐久性指数は高くなる傾
向が概ねみられ、微細な空気量が耐凍害性の確保に重要
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なことがわかる。
図－13に凍結融解75サイクル後のスケーリング量と気
泡間隔係数の関係を既報3)の試験結果とともに示す。気
泡間隔係数が小さくなるとスケーリング量が減少する傾
向が概ねみられ、耐久性指数と同様に微細な空気量がス
ケーリング抵抗性の確保に重要なことを確認した。なお、
SR-3は気泡間隔係数が比較的小さいが、スケーリング量
は多くなっており、気泡間隔係数だけでは説明すること
ができないため、細孔構造等の影響についても今後検討
する必要がある。
他方、本試験結果と既報3)の気泡間隔係数の絶対値が
大きく異なっていた。これについては、使用した測定機
器が変わったことが影響している可能性があり、別途検
討の必要性がある。
図－14に気泡間隔係数とAE剤の添加量の関係を既報3)
の試験結果とともに示す。上述のように気泡間隔係数の
絶対値が既報の結果と比べて大きいため、統一的に評価
することは難しい。しかし、本試験においてもAE剤の
添加量が少ない場合には、気泡間隔係数が大きくなる危
険性は高まる傾向があった。したがって、良質な空気量
を確保するには、一定量以上のAE剤の添加量を確保す
る必要があると考えられる。

図－11 硬化とフレッシュコンクリートの
空気量の関係

図－12 耐久性指数と気泡間隔係数の関係

4. まとめ
本研究では、収縮低減型混和剤を用いたコンクリート
の乾燥収縮抑制効果と耐凍害性を確認するとともに、積
雪寒冷地で用いるための留意事項を整理した。本研究で
得た知見を以下にまとめる。
1） 高機能AE減水剤を用いた場合でも、通常のコンク
リートと同程度の強度を発揮することは可能である
ことを確認した。
2） 高機能AE減水剤の添加量が少ないと乾燥収縮とひ
び割れに対する抑制効果は小さいため、想定する収
縮抑制量に応じた適切な添加量について混和剤メー
カーと協議して混和剤のタイプや添加量を決める必
要がある。
3） 高機能AE減水剤の使用により耐凍害性が低下する
可能性があるため、微細な空気を適量確保する必要
がある。そのためには、消泡剤があらかじめ添加さ
れている場合は目標空気量の設定を高くしたり、消
泡剤を別添加する場合はAE剤と併用することなどに
よりAE剤添加量を確保する必要がある。

図－13 スケーリング量と気泡間隔係数の関係

図－14 気泡間隔係数とAE剤添加量の関係
北海道開発技術研究発表会、管 5（道）、2019.2
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