
論文 再生骨材を用いたコンクリートのひび割れ進展挙動に関する研究 
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要旨：本研究では，様々な再生骨材を用いたコンクリートの引張応力下におけるひび割れ進展挙

動を把握することを試みた。供試体中央に 1 個の骨材を配置したモデルコンクリート供試体を用

いて割裂引張試験を行い，デジタルビデオを用いて供試体中のひび割れ進展挙動を高速撮影した。

本手法を用いて，再生骨材の品質，およびモルタル部と骨材の強度差がコンクリートのひび割れ

進展挙動に及ぼす影響について調べた。その結果，これらの要因がコンクリートの引張強度に影

響すること，ひび割れ進展経路を変化させることを明らかにした。 
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1. はじめに 

 近年，資源循環を目的とした構造物解体材の有

効利用が頻繁に行われている。建設業界において

もコンクリート構造物の解体時に発生したコンク

リート塊より製造される再生骨材の利用が進んで

いる。また，適切に付着モルタル分を除去するこ

とで，所定の吸水率，表乾密度を満たす再生骨材

を製造することも可能となり，鉄筋コンクリート

構造物へ適用することができるようになってきて

いる。このような再生骨材を用いたコンクリート

の耐久性ならびに力学特性に関する研究は数多く

行われてきている 1)。筆者らも，各種再生骨材を用

いたコンクリート部材の力学特性を明らかにして

きた 2)。 

再生骨材を用いたコンクリートでは，再生骨材

表面の付着モルタルが弱点となり，その力学特性

が低下するという報告がなされている 3)。そのため，

最近では，付着モルタルを多く有する低品質の再

生骨材のモルタル部を減少するための技術が開発

されている 4)。モルタル部を減少することにより，

高品質な再生骨材を製造することができる。この

再生骨材は，普通骨材と同等の性能を有すること

が確認されている 4)。 

普通骨材を用いたコンクリート中をひび割れが

進展する場合，骨材部とモルタル部の脆弱な界面

がひび割れの経路となっていることが指摘されて

いる 5)。一方，再生骨材は，骨材内部にも付着モル

タル部，骨材部，界面を有するため，再生骨材を

用いたコンクリートの破壊メカニズムは，従来の

コンクリートに比べ複雑となる。 

そこで，本研究では，再生骨材を用いたコンク

リートの引張応力下におけるひび割れ進展挙動を

明らかにしていく。具体的には，供試体中央に 1

個の骨材を埋め込んだモデルコンクリート供試体

を用いて割裂引張試験を行う。このとき，デジタ

ルビデオを用いて供試体を高速撮影し，割裂ひび

割れの発生位置ならびに進展経路について観察す

る。さらに，再生骨材の品質，モルタル部と骨材

の強度差がひび割れ進展挙動に及ぼす影響につい

て検討する。 

 

2. 実験概要 

2.1 使用材料 

 本研究で使用した材料を表－1に示す。モデルコ

ンクリート供試体にあらかじめ埋め込む骨材には，

普通砕石，高品質再生骨材および低品質再生骨材

を使用する。本研究で用いた普通砕石の強度に関

しては，骨材周辺のモルタルよりもかなり大きい
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ことが推測できるが，実強度は把握していない。

低品質再生骨材は，実際に供用されていたコンク

リート構造物を解体した際に排出されたものであ

る。高品質再生骨材は，最近開発されたスクリュ

ー磨砕装置によって，この低品質再生骨材の付着

モルタル部を減少させたものである。それぞれの

違いは，表乾密度，吸水率に着目すると確認でき

る。なお，本研究で用いた高品質再生骨材はJIS A 

5021「コンクリート用再生骨材H」を満足する。一

方，低品質再生骨材は吸水率が大きく，JIS A 5023

「再生骨材Lを用いたコンクリート」の規格に適合

していない。なお，本研究で使用した低品質再生

骨材中のモルタル強度は不明である。 

2.2 使用したモルタルの配合ならびに強度特性 

 本研究で作製したモルタルの示方配合ならびに

強度特性を表－2 に示す。すべての配合において単

位水量を 486kg/m3 で一定とした。W/C を 35，60，

65%の 3 水準としている。また，材齢 7 日まで，水

中養生を行い，圧縮強度，割裂引張強度および弾

性係数を測定した。また，モルタル部と骨材の強

度差がひび割れ進展挙動に及ぼす影響を明らかに

する目的で，上記の W/C=35%ならびに 60%の配合

を用いて，再生骨材に見立てた強度の既知な模擬

骨材を作製した。 

 

表－1 使用材料 
使用材料 物性または成分 

セメント 早強ポルトランド
セメント 密度 3.14 g/cm3，比表面積 4490 cm2/g 

細骨材 小櫃産陸砂 表乾密度 2.67 g/cm3，吸水率 1.13 % 
青梅産砕石 表乾密度 2.63 g/cm3， 吸水率 0.67 %，最大寸法 20 mm

高品質再生骨材 表乾密度 2.53 g/cm3， 吸水率 2.97 %，最大寸法 20 mm粗骨材 
低品質再生骨材 表乾密度 2.30 g/cm3， 吸水率 8.27 %，最大寸法 20 mm

AE 減水剤 リグニンスルホン酸系，密度 1.06 g/cm3 
混和剤 AE 剤 アルキルエーテル系，密度 1.025 g/cm3 

 

表－2 モルタルの示方配合ならびに強度特性 

示方配合 強度特性 

単位容積質量(kg/m3) 
W/C (%) 

水 セメント 細骨材

AE 減水剤
(g/m3) 

AE 剤
(g/m3)

fc' 
(N/mm2)

ft 
(N/mm2) 

Ec 
(kN/mm2)

35 1388 2138 2429 24 56.6 3.80  28.2 
60 810 2630 708 14 29.7 2.48  22.1 
65 

486 
747 2683 523 13 25.7 2.45  20.0  

 

表－3 供試体種類 

記号 モルタル部 骨材部 

35-CS 普通砕石 

35-RH 高品質再生骨材 

35-RL 低品質再生骨材 

35-35 モルタル(W/C=35%)
35-65

W/C=35% 

モルタル(W/C=65%)
60-CS 普通砕石 

60-RH 高品質再生骨材 

60-RL 低品質再生骨材 

60-35 モルタル(W/C=35%)
60-65

W/C=60% 

モルタル(W/C=65%)

 

写真－1 モデルコンクリート供試体 
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2.3 モデルコンクリート供試体の割裂引張試験 

 再生骨材の品質，モルタル部と骨材の強度差が

ひび割れ進展挙動に及ぼす影響を明らかにするた

めに，表－3 に示すように 10 種類の供試体を作製

した。あらかじめモルタルに普通砕石および再生

骨材を埋め込んだ直径 20mm 程度の筒状のコンク

リートを作製した。この表面をワイヤーブラシで

目荒らした後，型枠中央に固定し，その状態で周

囲にモルタルを打込み，円柱供試体を作製した。 

このほか，表－2 に示す W/C を有するモルタル

よりなる模擬骨材を用いた場合には，直径 20mm

程度の筒状のモルタルを作製し，表面をワイヤー

ブラシで目荒らしし，型枠中央に固定した状態で

周囲にモルタルを打込んだ。このような供試体作

製方法によって，常に供試体断面の中心に骨材を

配置することができる。この円柱供試体を写真－1

に示すように，表面に骨材部が現れるようコンク

リートカッターで切断した。偏心の影響を防ぐた

め，各供試体の厚さは少なくとも 20～30mm 程度

とした。 

各種類 1 体ずつの供試体を用いて割裂引張試験

を実施し，引張強度を測定した。さらに，ひび割

れ幅を計測する目的で，モデルコンクリート供試

体の観察裏面に骨材部をはさむようにπ型変位計

を設置した。もう一方の面では，デジタルビデオ

を用いて 1 秒間に 60 フレームの高速撮影をし，割

裂ひび割れの発生位置ならびに進展経路の観察を

試みた。また，本研究では，デジタルビデオによ

る動画と荷重ならびにひび割れ幅等のデータを同

期できる記録再生装置を用いて実験を行った。 

 なお低品質再生骨材は，原骨材を含んでいるが，

模擬骨材はモルタルのみで構成されている。 

 

3. 実験結果 

3.1 引張強度 

 骨材を中央に配置したモデルコンクリート供試

体の割裂引張試験より得られた引張強度を，図－1

に示す。なお，これらは，各種類 1 体ずつの供試

体を用いて計測したものである。今後データの蓄

積を目指したい。 

モルタル部の強度が高い場合，骨材に普通砕石

を用いた場合(35-CS)に比べ，低品質再生骨材を用

いた 35-RL で，引張強度が大きく低下した。高品

質再生骨材を用いた場合(35-RH)では，普通砕石を

用いた場合とほぼ同等の引張強度を有している。

高品質化を施した再生骨材を用いれば，圧縮強度

60N/mm2 程度のコンクリートにおいても引張強度

が低下することなく使用可能になると考えられる。 

一方，強度の既知な模擬骨材を用いた場合，強

度の低い再生骨材を用いた 35-65 が 35-35 に比べ，

引張強度が低下する結果となっている。これより，

再生骨材自体の強度が，コンクリートの引張強度

に影響を及ぼすことがわかる。モルタル部の強度

が高く，低品質再生骨材ならびに強度の低い再生

骨材を用いた場合には，ただ一つの低強度の骨材

を配置することでコンクリート自体の引張強度を

低下させてしまう結果となった。これは，この骨
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図－1 引張強度 

図－2 ひび割れ進展経路の種類 

 

モルタル部

骨材部

貫通型
迂回型

モルタル部

骨材部

貫通型(1)

原骨材部

付着モルタル部

貫通型(2)迂回型

(界面)

-399-



材部分の強度が要素全体の強度を支配するためと

考えられる。 

 一方，モルタル部の強度が低い場合には，どの

骨材を用いた場合にも，引張強度は大きく変わら

ないことがわかる。これより，低品質再生骨材な

らびに強度の低い再生骨材を用いた場合，強度の

低いコンクリートとして利用すれば，再生骨材の

品質の影響が小さくなると考えられる。 

 なお，本研究では骨材の強度がコンクリートの

引張強度に与える影響について検討しているが，

骨材の弾性係数がコンクリートの引張強度に与え

る影響については検討していない。 

3.2 ひび割れ進展経路 

(1) 普通砕石ならびに再生骨材を用いた場合 

 図－2 には，ひび割れ進展経路の種類の分類方法

を示した。写真－2 には，割裂引張試験後の骨材周

 

表－4 ひび割れ進展経路 
記号 ひび割れ進展経路の種類 

35-CS 迂回型(界面) 
35-RH 迂回型 
35-RL 貫通型(1) 
35-35 貫通型 
35-65 貫通型 
60-CS 迂回型(界面) 
60-RH 迂回型 
60-RL 貫通型(2) 
60-35 貫通型 
60-65 貫通型 写真－2 ひび割れ進展経路 

 

(a) 35-CS (b) 35-RH (c) 35-RL 

(d) 35-35 (e) 35-65

(i) 60-35 

(j) 60-65 

(f) 60-CS 

(h) 60-RL (g) 60-RH

0mm 20mm 0mm 20mm 0mm 20mm

0mm 20mm 0mm 20mm 0mm 20mm

0mm 20mm 0mm 20mm

0mm 20mm

0mm 20mm

原骨材

原骨材
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辺における画像を示しており，ひび割れの進展経

路を見ることができる。この写真で，実線は骨材

部，間隔の広い破線は原骨材部，間隔の狭い破線

は割裂ひび割れを示している。これらの写真を用

い，上記の分類方法に基づいて分類した各供試体

でのひび割れ進展経路を表－4 に，まとめた。 

 普通砕石を使用した場合(35-CS，60-CS)には，モ

ルタルの強度によらず，ひび割れが骨材部を迂回

する結果となった。この場合，骨材とモルタルの

境界の界面をひび割れが進展した。 

 高品質再生骨材を使用した場合(35-RH，60-RH)

も同様に，モルタルの強度によらず，ひび割れが

骨材を貫通することなく迂回した。高品質再生骨

材は，低品質再生骨材の付着モルタル部を減少さ

せたものである。付着モルタルが少なくなると，

ひび割れ進展は普通砕石と同様に骨材部を迂回す

るようになるものと考えられる。 

 低品質再生骨材を使用した場合(35-RL，60-RL)

では，モルタルの強度が高い場合も低い場合もひ

び割れが骨材部を貫通している。この場合原骨材

部とモルタル部からなる再生骨材中のひび割れ進

展経路は，付着モルタル部あるいは，原骨材部と

付着モルタル部の界面を進展していることがわか

る。なお，写真－2(c),(h)を見ると，再生骨材中の

原骨材の割合は画像から判断して，それぞれ

22%(35-RL)，6%(60-RL)程度であると認められる。

しかし，この割合は使用する再生骨材によって異

なるものと考えられる。  

(2) 模擬骨材を用いた場合 

再生骨材に見立てて作製したW/C=35%ならびに

65%のモルタルを供試体中央部に配置した場合

(35-35，35-65，60-35，および 60-65)では，供試体

のモルタル部の強度の大小にかかわらずひび割れ

は貫通した。60-35 以外のケースで，骨材部の強度

がモルタル部の強度と同等，あるいはそれよりも

低い。そのため，このような場合では，骨材部を

ひび割れが貫通すると考えられる。60-35 で，骨材

部の強度がモルタル部の強度よりも大きいが，ひ

び割れは迂回型にはならなかった。表－2 に示すよ

うに引張強度に 1.32MPa の差がある場合でも，ひ

び割れは強度の高い骨材部を貫通する結果となっ

た。骨材部の強度が新モルタル部に比べかなり大

写真－3 ひび割れ発生過程  

 

(1) 発生前 (2) 0.016 秒後 (3) 0.033 秒後 

(a) 35-RH 

(1) 発生前 (2) 0.016 秒後 (3) 0.033 秒後 
(b) 60-RH 

0mm 20mm0mm 20mm 0mm 20mm 0mm 20mm

0mm 20mm 0mm 20mm0mm 20mm
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きい場合，ひび割れが骨材を貫通することはない。

しかし，引張強度の差が 1.32MPa 程度であれば，

骨材を貫通することがあるものと考えられる。 

3.3 ひび割れ発生位置 

 本研究では，割裂ひび割れの発生位置を特定す

るために，すべてのケースにて 1 秒間に 60 フレー

ムのスピードで撮影を行った。しかし，ほとんど

のケースで 1/60 秒以下の速さで，割裂ひび割れが

発生，進展した。そのため，多くのケースで，ひ

び割れの発生位置を特定することができなかった。 

 この中で，写真－3 は，割裂ひび割れの発生位

置を特定できたケース(35-RH ならびに 60-RH)で

ひび割れが発生，進展する様子の画像である。画

像から，モデルコンクリート供試体中央部の骨材

周辺で，割裂ひび割れが発生しているのが確認で

きる。ひび割れ進展経路の種類が迂回型の場合で，

ひび割れが骨材部以外の場所から発生しているこ

とがわかる。 

 また，同時にπ型変位計により，ひび割れ幅を

計測した。図－3 には，35-RH ならびに 60-RH で

計測された荷重－ひび割れ幅関係を示す。図中に

は，画像と同期して測定された荷重とひび割れ幅

を示した。35-RH ならびに 60-RH のいずれのケー

スでも，弾性変形後，一気に割裂ひび割れが開口

していく現象が見られた。これら以外のケースで

も，まず 0.01mm 程度のほぼ弾性変形と見られる挙

動を計測し，その後，ただちにひび割れ幅 0.3mm

以上の割裂ひび割れが発生する現象を確認した。 

 

4. 結論 

 本研究では，骨材 1 つを中央に配置したコンク

リート供試体の割裂引張試験を行い，ひび割れ進

展挙動をデジタルビデオカメラで高速撮影し，観

察した。得られた結論は，以下の通りである。 

(1) 再生骨材の品質，モルタル部と骨材の強度差が

コンクリートの引張強度やひび割れ進展挙動

に影響を及ぼすことが明らかになった。 

(2) 高品質再生骨材を用いた場合，コンクリート中

のひび割れ進展経路ならびにコンクリートの

引張強度は，普通砕石を用いた場合と類似して

いることがわかった。 

(3) 高品質化処理を施さない低品質再生骨材中の

ひび割れは，付着モルタル部あるいは付着モル

タル部と原骨材の界面を進展することがわか

った。 

(4) 高品質再生骨材を迂回するひび割れの発生位

置ならびに進展の様子を捉えることができた。 

 

謝辞 

 本実験を実施するにあたり，ネットセンチュリ

ー株式会社のご協力を頂きました。ここに記して

感謝の意を表します。 

 

参考文献 
1) 大和竹史ほか：再生骨材コンクリートの強度お

よび耐久性，土木学会第 44 回年次学術講演会，

V-58，pp.170-171，1988.10 
2) 野間康隆ほか：再生粗骨材および再生 PET 繊

維を用いたエコセメントコンクリートはりの

せん断特性，コンクリート工学年次論文集，

Vol.28，No.1，pp. 1595-1600，2006.7 
3) 小林茂敏ほか：再生骨材の品質改善とその効果，

コンクリート工学年次講演会論文集，Vol.6，pp. 
81-84，1984.6 

4) 早川光敬ほか：製造方法の異なる再生骨材を用

いたコンクリートの調合と特性，コンクリート

工学年次論文集，Vol.25，No.1，pp. 1247-1252，
2003.7 

5) Niwa, J., et al.: Microscopic Experimental 
Observation of Concrete, Proceedings of JCI, 
Vol.14, No.2, pp.1041-1046, Jun.1992 

 

図－3 荷重－ひび割れ幅関係 
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